
上越市観光交流ビジョン

第３章 取組

１ 基本取組

○第２章では、上越市らしい観光地域としての「ありたい姿」やそれに向けての取組で意識

したいことなどを示しました。それらを踏まえ、第３章では、行政と観光関連事業者、

団体、市民の皆さんが方向性を共有し、地域一体となって取組を進めることができるよ

う、基本となる取組を下図のように４つに区分し、設定しました。

○この４つの基本取組のうち、「Ａ 観光マインドの底上げ」は観光交流を推進するための

「土台づくり」として最も重要な取組に位置付け、これと並行して「Ｂ 受入環境の整

備・充実」、「Ｃ プロモーションの工夫」、「Ｄ データの活用」の取組を進めてい

きます。なお、次ページ以降に基本取組の主な内容と方向性を示します。
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Ａ 観光マインドの底上げ

＜観光マインドとスキルの向上＞

●上越市らしい観光地域づくりを進めるために、各担い手は、まずはその役割を考え、

ビジネスにとどまらず個人としてできることも認識し、自ら観光地域づくりに参加

して、来訪者と積極的に交流するというマインドを育てましょう。

●すでに市内では70人近くの観光ボランティアガイドの皆さんが観桜会や蓮まつり会

場、春日山城跡での案内などで活躍されています。市民や事業者の皆さんも日常の

暮らしや事業活動の中で来訪者と出会った際は、自らが「ふるさとの語り部」とし

て、気負わず、自然に、地域の魅力を伝えましょう。

●また、各人が楽しみながら来訪者と交流するにあたっては、必要な知識やスキルの

習得を図ることも重要です。例えば、外国語を学ぶことで、市内に増えていく外国

人の応対ができるようになります。個人間ではあっても、違う国の人と触れ合うこ

とができれば、それは一つの立派な「市民外交」と言えます。

＜横のつながりの構築＞

●日頃から積極的に観光に関連する人との交流の機会を持ちましょう。自分と近い業

種の人をはじめ、異なる業種の人とも観光という共通点を持って「横のつながり」

を築くことで、話し合いの場が生まれ、情報が増し、新たな発想に結びつきます。

さらに新事業の創出や起業などにもつながると考えます。

＜子どもの地域愛の醸成＞

●観光マインドの醸成には、子どもの頃からの教育がとても大切です。地域の自然や

歴史、文化に触れる体験が積み重なって、地域への愛着や誇りが育まれます。例え

ば、子どもたちが学校教育の総合学習で地域の歴史や郷土の偉人について学ぶ機会

があり、それが家庭の中で話題となれば、そのことも地域全体の観光マインドの底

上げにつながります。まずは、子どもたちに上越のことを好きになってもらうこと

から始めましょう。

＜地域の魅力の発見＞

●この広い上越市には、たくさんの観光資源があります。なかには、住んでいる地域

と雰囲気が違ったり、遠かったりというということで、今まであまり興味を持って

いなかったという場所もあるかもしれません。家族や友人と市内を旅行するつもり

で出かけてみませんか。新たな発見や楽しさに出会えるはずです。上越のことをさ

らに深く理解し、観光マインドを高めていきましょう。
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Ｂ 受入環境の整備・充実

＜資源の磨き上げと回遊性の向上＞

●上越市には、伝統あるイベントや地域のまつり、名所旧跡、風景、食など多彩な資

源があります。それらの付加価値を高め、しっかりと磨き上げ、観光資源としての

魅力 、その“深さ”や“楽しさ”を伝えながら、来訪者に「また上越に来たい」

と思ってもらえるような地域づくりを進めましょう。

●また、当市を観光などで訪れた方が、市内を回遊できる、また、回遊したくなる仕

組みを創出し、さらに実際に回遊する際にはストレスフリーで快適に旅行できるよ

うな環境（案内、決済、移動等）の整備・充実を着実に進めることにより、通年型

の観光交流のまちを目指しましょう。

＜インバウンドの受入れ＞

●インバウンド（外国人旅行者）は、全国的にも、県内においても増加傾向にありま

す。上越市にもより多くのインバウンドを迎えるために、日本人とは価値観や視点

が異なる外国人のニーズを的確に捉えながら、地域全体で訪れやすい環境づくりに

取り組みましょう。

●例えば、商店では、外国語表示のメニューや翻訳版のホームページ、パンフレット

があることで新たに観光コースの中に組み込まれる可能性も高まります。クレジッ

トカードやスマートフォンを使った電子決済の導入も有効です。

＜広域の観光連携＞

●近年、妙高市には、スノーシーズンを中心に多くのスキー客、スノーボード客が訪

れています。妙高市や糸魚川市、佐渡市など、近隣の自治体や関係者とも協力し、

インバウンドの受け皿としてこの広い上越地域を目的地として選んでもらえるよう、

広域連携の視点を持って事業を展開していくことが必要です。

＜コンベンション等の誘致＞

●令和元年12月にオープンした県立武道館「謙信公武道館」はドイツパラリンピック柔道

チームが、また、令和2年1月にオープンした上越市立上越体操場「ジムリーナ」はドイツ

体操チームが、同年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けた合宿で使用

します。このような新たなスポーツ施設の整備は、スポーツ大会や合宿等の誘致にあ

たり大きな力となります。引き続き、全国規模の学術会議やコンクールなど各種コン

ベンションを誘致していくことが観光交流の推進にとって重要です。加えてコンベン

ション等の開催は、宿泊や飲食といった新たな消費を喚起します。これらの機会を

しっかりと捉え、各担い手ができることを考え、実行していきましょう。
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Ｃ プロモーションの工夫

＜様々な媒体での情報発信＞

●ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）の普及により、旅先の情報収集に

も個人の発信や口コミが注目され、それをきっかけに大勢の人が来ている地域もあ

ります。これは個人の発信が影響力をもたらす時代になってきていることを表して

います。観光事業者や観光協会、行政による発信のみならず、個人や団体などでも

積極的に情報を発信しましょう。

●近年、動画共有サイトを利用し、オリジナルの動画を通してプロモーションを行う

事例も飛躍的に増えました。観光客の年代や好みなどに応じて、より伝わりやすい

メディアを選択し、効果的に発信していく工夫が必要です。

●また、パンフレット等の紙媒体やＳＮＳでの発信に加え、各担い手の皆さんがそれ

ぞれの“現場”において当地の魅力を来訪者に共感していただけるよう、「伝える

力」を磨いていくことも重要です。

＜旅先でのふるさとＰＲ＞

●全国的な商談会や展示会などで、自社の商品をＰＲすることはもちろんですが、加

えて上越市のまちの魅力や市内の観光資源についても紹介してみましょう。また、

市民や事業者の皆さんも市外に出かけた際は、全国の関係先、友人、知人に上越の

ことを“オススメ”しましょう。

＜魅力あるテーマ設定＞

●地域の歴史・文化は、その地域が持つ魅力の源泉です。例えば、「上杉謙信公」は

全国的にも有名であり、歴史に興味を持つ多くの方から当市を訪れてもらうための

動機となる観光資源の一つです。春日山城からはじまり、福島城、高田城と続く城

跡巡りなど、戦国時代から江戸時代に至るこの地の歴史に思いを馳せてもらうとい

うのも、上越ならではの観光といえます。ほかにも鉄道のまち、発酵のまち等の多

くの切り口があります。これら地域の独自の魅力をいかしたテーマを設定し、積極

的に活用しましょう。

＜観光協会等との連携＞

●市内には、（公社）上越観光コンベンション協会や各地域の観光協会など、観光振

興の業務に専門的に取り組んでいる団体があります。民間で実施しているプロモー

ションやイベントなどの事業において連携できるものがあれば相談するなどして、

地域全体で上越の魅力を発信していきましょう。
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Ｄ データの活用

＜データの収集＞

●観光の動向は、年々変化が早くなってきています。また、観光のスタイルも多様化

しています。それらの把握には粘り強いデータ収集が有効です。

＜様々な手法の検討＞

●現代では、様々な手法でデータを収集できます。例えば、電話や窓口での問合せの

分析、対面やＷＥＢによるアンケート調査などの身近なものをはじめ、Ｗｉ‐Ｆｉ

（ワイファイ）など通信インフラを活用したビッグデータや、ホームページ・ＳＮ

Ｓなどへのアクセス傾向から分析するデジタルマーケティングなどの手法も年々広

がってきています。

●また、近年、「オープンデータ（※）」として、自治体が持つ情報・データや、公

共交通機関の運行情報（駅やバス停などの時刻表情報等）などの公開が進んでいま

す。国が開発した「ＲＥＳＡＳ(リーサス)（地域経済分析システム）」というシス

テムもインターネット環境があれば誰でも利用できます。

＜データの分析・活用＞

●各主体が収集したデータはとても貴重な「財産」です。その収集したデータを分析

し、来訪者のニーズやトレンドを踏まえた取組を展開しましょう。また、国の統計

基準に基づく各種調査に加え、上越市を訪れる人の年代、性別、旅行形態（一人旅、

家族等）などのマーケットセグメント（市場細分化）をしっかり意識した分析、活

用を進めましょう。

※「オープンデータ」とは

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、

編集、再配布等）できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義する。

①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの ②機械判読に適したもの ③無償で

利用できるもの （出典：オープンデータ基本指針）
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○以上、４つの基本取組に沿った形で、「観光は楽しいものだから…」をキーワードとして、

「意識したい５つの視点」を持ちながら個々にできることを考え、参加し、それぞれに

楽しみながら観光地域づくりに取り組んでいきましょう。

○なお、市では、この基本取組を柱として、市（行政）が取り組む事業と、市（行政）と連

携して取り組まれる民間事業者・団体等の事業を取りまとめた「上越市観光交流アク

ションプログラム」を策定し、取組を推進します。なお、観光を取り巻く状況の変化に

柔軟に対応するため、プログラムは単年度ごとに策定し、検証していきます。
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コラム⑦ 市民の皆さんの取組をご紹介

■上越から世界に橋をかける

笹川さんは、自身がバックパッカーで海外

を旅行中、現地の方に助けられた経験から、

日本に来た海外の方に恩返しをしたいと思

い、通訳や翻訳など当市を訪れた海外の方

のサポートをする事業を友人と起業しました。

上越地域を中心に活動する笹川さん自身の

取組を紹介いただきました。

令和元年10月には、「インバウンドで本町

を盛り上げるおかみさんの会」からの依頼で、

外国人が越後・謙信ＳＡＫＥまつりにあわせて

本町を巡る際に同行し、着付けや折り紙、カ

ルタ、習字、笹団子ストラップ作りなどの体験

を案内しました。

また、同年12月には、市内でインバウンドに

関心のある人同士の交流や情報交換の場と

して、「上越×インバウンドmeet up」というイ

ベントを開催。このイベントには様々な業種の

16人が集って活発な意見交換が行われまし

た。インバウンド受入れの整備に向けて、新た

な動きが芽生えています。
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上越市観光交流ビジョンを作成するにあたって開催した「上越市観光振興計画策定検討委

員会」で、公募市民として委員を務めた笹川枝里子さんと上原みゆきさんから市内での様々

な取組をお聞きしました。

■「地域愛」を育む

市内の移動には路線バスや鉄道を利用し、

上越市地域公共交通活性化協議会の市民

委員も務めている上原さんからは、宝田小学

校（名立区）のＰＴＡの皆さんが中心となって

実施した、区内のバスに関する取組を紹介

いただきました。区内を走るバスには、同校

の児童が名立区の特産品をイメージして考

案したキャラクター「名五美（なごみ）ちゃ

ん」がラッピングされているほか、バス停標

識のデザインにも利用されています。さらにこ

のキャラクターを活用して、児童、保護者、地

域、学校が一体となっ

て、７つのバス待合所

を手作りのアート作品

で装飾しました。

また、児童が地域

の歴史や特徴をよく学習した上で、ガイド役

となって観光案内をするバスツアーも企画。

ツアーには約30人の区民が参加し、子ども

たちとともに区内を旅行しました。

名立区のほか、市内の各学校でも地域に

根差した学習が盛んに行われています。こう

した活動から、未来の観光プレイヤーが生ま

れることも期待されます。
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上越市第6次総合計画

上越市観光交流ビジョン（4か年）

そ
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アクションプログラム（単年度）

２ 上越市観光交流ビジョンの体系図

上越には来訪者との交流を楽しむ人が大勢います。

上越には観光から収入を得て暮らしを充実させる人も大勢います。

観光は人を楽しませ、幸せを増やします。

みんなで観光交流を楽しみながら広げていきましょう。

Ｂ.受入環境の整備・充実

Ｄ.データの活用

Ｃ.プロモーションの工夫

Ａ.観光マインドの底上げ

Ｂ.受入環境の整備・充実

Ａ.観光マインドの底上げ

Ｃ.プロモーションの工夫

Ｄ.データの活用

ありたい姿

ありたい姿に向かう姿勢

共有したいキーワード

基本取組

⑤来訪者が求めていることを
届ける

④連携する

③自分にできることを考える

②地域の魅力に思いを向ける

①地域の便利さを意識する

意識したい視点

観光は楽しいものだから・・・

来訪者が市民の日常に溶け込み楽しむ観光地域

Ａ～Ｄの基本取組を柱として、行政が取り組む事業と、行政と連携して取
り組まれる事業を掲載

・予算に基づいて行う事業や取組

・民間事業者・団体等と連携した事業
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株式会社
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総務企画部長
北嶋 宏海
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２ 策定までのプロセス
〇第1回 上越市観光振興計画策定検討委員会

日時：令和元年8月27日（火）午後2時～4時

会場：町家交流館高田小町

議題：①上越市を取り巻く観光の現状

②今計画策定にあたっての基本的な考え方と今後の進め方（案）

〇第1回 観光地域づくりワークショップ～イチから考える「上越の観光」とは？～

日時：令和元年9月3日（火）午後5時30分～8時

会場：高田公園オーレンプラザ

テーマ：①何のために観光に取り組むのか

②10年後どんな観光地域にしたいか

〇第2回 上越市観光振興計画策定検討委員会

日時：令和元年9月17日（火）午後2時～4時

会場：上越市レインボーセンター

議題：①第1回上越市観光地域づくりワークショップの実施報告

②骨子素案（コア部分）について
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〇みんなで「つながる」観光地域づくりセミナー～旅行者のつもりになって「気づく」～

≪視察≫

日時：令和元年10月10日（木）午前8時30分～午後5時

行程：市役所～高田世界館～町家交流館高田小町～旧今井染物屋～寺町座禅
体験～高田駅～百年料亭宇喜世～岩の原葡萄園～上越あるるん村～春
日山城跡～市役所

≪ワークショップ≫

日時：令和元年10月18日（金）午後5時30分～8時

会場：高田公園オーレンプラザ

テーマ：①視察した施設を振り返ってみましょう

②その施設はどんな人に“ウケそう”ですか？

また、その施設の魅力をその人にどう伝えますか？

〇第3回 上越市観光振興計画策定検討委員会

日時：令和元年10月30日（水）午後2時～4時

会場：上越市埋蔵文化財センター

議題：①観光地域づくりセミナーの実施報告

②骨子案（フレーム（章立て））について
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〇第2回 観光地域づくりワークショップ～イチから考える「上越の観光」とは？～

日時：令和元年11月13日（水）午後6時～8時

会場：ミュゼ雪小町

テーマ：①身近なところから「イチ個人」としてできる観光を考えてみよう

②あなたの立場できることを考えてみよう

〇第4回 上越市観光振興計画策定検討委員会

日時：令和元年11月27日（水）午後2時～4時

会場：ミュゼ雪小町

議題：①第2回観光地域づくりワークショップの実施報告

②計画案について

〇その他

・事業者や団体等との個別の意見交換を実施
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