
 

令和 2年度 文教経済常任委員会 行政視察報告書 

 

１ 視 察 日 

令和 2年 11月 4日（水） 

 

２ 参加委員 

上野公悦（委員長）、大島洋一（副委員長） 

安田佳世、小山ようこ、鈴木めぐみ、ストラットン恵美子、田中 聡、石田裕一 

 

３ 視 察 先 

・名  称：新潟県佐渡市 

・住  所：新潟県佐渡市河原田本町 394 

・人  口：52,135人（令和 2年 5月 1日現在） 

・面  積：855.67㎢ 

 

４ 視察の目的（視察先の選定理由、当市が参考にすべき点など） 

  世界遺産登録を目指す佐渡市の観光戦略を聞き、小木直江津航路で結ばれる上越

市の今後の観光施策に活かす目的で佐渡市を視察する。また、北陸新幹線の敦賀延

伸を控える上越市にとって、佐渡市との連携をどのように図るかは、これから大変

重要である。 

 

５ テーマ等 

世界遺産を見据えた観光戦略と上越市との連携について 

 ・世界遺産登録に向けた取組 
 ・佐渡市の観光戦略、体制 
 ・佐渡市と上越市、新潟市、近隣市との連携 
 

６ 現 状 等（社会情勢、当市・他市の状況、問題点など） 

上越市の観光施策については、議会でもこれまで多くの論議を行っており、また

市民や団体からも多くの意見を聞いている。これまでの観光に対する考え方・質が

大きく変容しているにもかかわらず、観光戦略を質的に高める努力は遅れている。

食べる、飲む、温泉を楽しむ…などという観光から、日常では味わえない「ゆっく

りと自然に親しむ」、「体験する」という観光客のニーズにしっかりと応えるもので

なくてはならない。 

一方で、北陸新幹線が敦賀まで延伸することで、関西方面からのビジターの増加

が見込まれる。更には、佐渡金銀山の世界遺産登録が見込まれ、佐渡の自然を求め

て訪れる観光客の西の玄関口である直江津を含めた当市の役割が非常に重要にな

っている。しかし、ここにきて、佐渡と当市を結ぶ小木直江津航路の就航船舶変更

の問題が起きた。観光航路として重要な航路での船舶変更は、車両航送や貨物輸送

ができなくなるなどのことから、観光戦略の見直しは喫緊の課題となった。 

こうしたことから、佐渡市をはじめ周辺の自治体との観光における地域間連携を



進めていく必要があるが、ここでも重要な見直しをしていかなければならないと感

じる。佐渡市との関係においても、今までの佐渡を訪れる観光客の西の玄関口とい

う位置付けから、今度は、上越市そのものが観光客から選ばれ、市内でゆっくり滞

在してもらうために、満足感を持っていただける観光資源に磨きをかけていかなけ

ればならない。 

 

７ 視察概要 

・事 業 名（取組の名称） 

  佐渡金銀山の世界遺産登録に向けた取組について 

  新たな時代の佐渡観光戦略について 

 

・概  要（内容） 

⑴ 佐渡金銀山の世界遺産登録に向けた取組について 

これまで、佐渡金銀山世界遺産登録の国内候補選定を目指し、国へ推薦書原案

を提出しているが、4度にわたり見送りとなった。 

現在、世界遺産登録に向け、次の 3点に取り組んでいる。 

①世界遺産の価値を高める 

・世界遺産の調査 

・国内外の専門家による価値の検証 

・世界遺産登録推薦書の作成 

②世界遺産を守る 

・国内外の専門家による保存方法の検証 

・価値と活用を踏まえた保存事業の実施 

③世界遺産を伝える 

・佐渡市内外での普及啓発活動 

国内における世界遺産運動の拡大 

 

⑵ 新たな時代の佐渡観光戦略について 

〇インバウンドの効果 

 佐渡市への外国人入込客の推移については、平成 23年以降から宿泊者数でカウ

ントしており、平成 23年には 1,491人（泊）だったが、平成 26年は 6,065人（泊）、

平成 30 年には 27,000 人（泊）まで増加している。また、外国人入込客は、観光

ピークのＧＷやお盆を避ける傾向にあり、9月から 12月にかけて多くなっている。

よって、インバウンドを誘致すると、観光シーズンの拡大に繋がる。 

 外国人入込客は、台湾、アメリカ、中国、フランスの順で多い。このことから

も、空の活用を重視していた。例えば、富山空港から観光バス利用を重視してい

た。 

 

〇一人当たり消費額 

佐渡市は、観光客の受入れの適正規模を「佐渡市の人口×10人」と考えており、



 

キャパシティに限界があると捉えている。そこで、佐渡市を訪れる観光客を増や

そうとするのではなく、訪れる観光客一人当たりの消費額を増やすための施策を

行っている。佐渡観光アンケート調査報告によると、平成 25年度には 41,760円/

人だったところが、平成 28年度には 56,287円/人に増加している。 

 

〇観光資源とジオパーク・世界遺産登録への取組 

約 300万年前から続く地殻変動によって生まれた佐渡ヶ島は、島全域が平成 25

年 9月に日本ジオパークに認定されるなど、豊かな自然と観光資源が豊富にある。 

佐渡金銀山は、平成 22年 11月に世界遺産暫定リストに登録されている。 

 

〇具体的取組 

・食と文化の再発見「極上野外レストラン」 

富裕層を対象とした、自然や歴史、文化の魅力を新たなスタイルで紡ぎ出す

野外レストラン「ＤＩＮＩＮＧ ＯＵＴ ＳＡＤＯ」は、参加者のイベント満

足度 93％、今後の参加意向 90％と高い評価を得た。 

・地域資源を活用した取組例 

「ようま観光バスツアー」は、行先が知らされない、ありそうでなかったミ

ステリーツアー。佐渡市の夜の魅力を創出する取組であり、観光が落ち込む 12

月に試行実施している。 

他にも、酒蔵で働く若者が、提灯の灯りだけで夜の酒蔵を見学するツアーを

企画し、佐渡観光交流機構で商品化。結果的に「もう一泊」することで、滞在

時間が延長され、地域内の消費額拡大に繋がっている。 

・島全体が舞台「スポーツアイランド」 

全国的に有名になった佐渡国際トライアスロン大会（9月開催、参加者 2,200

名）を核に、トライアスロンを構成する 3 種目の競技が個別の大会としてシリ

ーズ化した。 

①佐渡トキマラソン大会：4月開催、参加者 2,500名 

②スポニチ佐渡ロングライド 210：5月開催、3参加者,700名 

③佐渡オープンウオータースイミング：8月開催、参加者 500名 

・フィルムコミッションによる映画・番組誘致 

近年、国内外の映画のロケ地利用が増えており、スタッフの長期滞在や島民

もエキストラとして参加している。そのほか、旅番組のロケ地としても多く選

定されている。 

・クルーズ船の入港状況 

平成 25年からクルーズ船の本格誘致を開始し、平成 27年は 5本、平成 28年

は 8本、平成 29年及び 30年は 9本、令和元年は 11本が入港した。島民を挙げ

たおもてなしの機運醸成のため「佐渡港サポータークラブ」を設置した。クル

ーズ船のターゲットは、超大型クルーズ船ではなく、富裕層が多く乗船する中

型のクルーズ船に向けている。 

 



〇観光地域づくり法人（ＤＭＯ） 

佐渡版ＤＭＯを設立し、観光事業に取り組んでいる。その結果として、上記取組

事例のように非常に多彩なアイデアによる観光施策が行われている。 

上越市においても、広い土地を有しながら一体的な観光施策を展開していくため

には、ＤＭＯの導入も検討するべきであろう。しかし、ＤＭＯ設立に当たっては、

各機関や各地域の連携の必要性、また、リーダーシップを持ったマネジメントがで

きる人材の必要性などがあり、導入のためには長期的な計画を持たなくてはいけな

い。 

 

〇地域間連携 

現在、佐渡市は、地域間連携に力を入れ、地域を超えた旅行パッケージの展開や

それに対する支援を行っている。最近では、コロナ禍による観光客減少に対応する

ため、下越地域と連携した旅行パッケージ（佐渡に１泊、下越地域に１泊するもの）

を実施した。また、今後もお互いの地域にメリットがあるパッケージを実施するこ

とで連携をしていく方針である。 

 

８ 所  感（当市に導入すべき点、導入に当たり注意すべき点、今後の方向性など） 

佐渡市の観光振興の取組に対する熱意の違いを感じた。観光振興の取組について、

うるさ型を交えた徹底的な論議をし、みんなで取り組める仕組みを実践している。ま

た、「さどまる倶楽部」に力を入れ、目先の目標として会員数 3万人を目指していた。

リピーターと関係人口の拡大に寄与する取組として参考にしたい。また、デジタル化

も進めており、多量なデータの収集と活用を図っていた。 

上越市においては、観光施策の評価の際に来場者数等の人数を用いることが多く見

られる。人数による評価だけでは、観光客の市内での行動の様子や満足度が見えにく

い。今後、佐渡市のように、市内における観光客の消費額にも目を向け、滞在時間を

長くする取組や観光客の満足度を上げるための取組を行うことが必要だと考える。 

上越市においても、佐渡市における地域間連携の取組のように、佐渡市をはじめ周

辺の自治体と連携を進めていく必要があると考える。訪れる人に上越市を選んでもら

うだけではなく、周辺自治体とお互いの魅力を出し合いながら、まずはこの地域を選

んでもらうことが大切なのではないか。 

佐渡市も大変に厳しい状況の中で、見事に、戦略的に観光振興を実践しており、上

越市にとって大変に多くの事が参考になった。上越市は、伸びしろが大きいので、こ

れらを参考に活かして実践していきたい。 

 

 



 

令和 2年度 文教経済常任委員会 行政視察報告書 

 

１ 視 察 日 

令和 2年 11月 5日（木） 

 

２ 参加委員 

上野公悦（委員長）、大島洋一（副委員長） 

安田佳世、小山ようこ、鈴木めぐみ、ストラットン恵美子、田中 聡、石田裕一 

 

３ 視 察 先 

・名  称：千年鮭 きっかわ 

・住  所：新潟県村上市大町 1-20 

・人  口：58,504人（令和 2年 10月 1日現在） 

・面  積：1,174.26㎢ 

 

４ 視察の目的（視察先の選定理由、当市が参考にすべき点など） 

  千年鮭 きっかわの吉川氏が中心となって取り組む町屋再生などのまちづくり

は、10年以上前から「町屋の人形さま巡り」や「町屋の屏風まつり」など「村上方

式」とも言える独自の方法で全国から注目され、多くの観光客が訪れている。行政

に頼らず、市民主導によるまちづくりで観光振興に成功した取組を参考とする。 

 

５ テーマ等 

むらかみ町屋再生プロジェクトの取組と観光振興について 

 

６ 現 状 等（社会情勢、当市・他市の状況、問題点など） 

  今、地方都市は、人口減少と急速な高齢化の進展でどこも苦悩している。疲弊し

ていく中心市街地を近代化、利便性確保の中で再生しようとするあまり、地域に残

されている古民家や町屋の価値を忘れてしまうことが当たり前になっている。 

  上越市でも、城下町としての長い歴史の中で築き上げられてきた「寺町」や「商

人町としての町屋」、そして雪国の中で住民が作り上げてきた「雁木」など多くの

遺産・宝が残っている。この遺産・宝は、観光の起爆剤、大きな観光資産ともいう

べきものである。村上市で近代化の名の下に行われようとしていた中心市街地計画

に抗して、「町屋」という現存する歴史的遺産や「黒塀」の復活による新たな観光

資源を作り出し、また、これらを活かして多くのビジターを迎え入れるという観光

戦略を打ち出し、見事に多くの観光客が訪れる村上商人街の再生を果たした吉川氏

から、まちづくりと一体の観光戦略を学ぶことが重要だと考えた。 

 

７ 視察概要 

・事 業 名（取組の名称） 

 歴史的遺産である「町屋再生」などを柱にした地域活性化と一体の観光戦略 

 



・概  要（内容） 

 国土交通省から観光カリスマに認定された吉川氏の説明を聞き、その後、黒塀や

町屋の現地を見学した。 

 

 ○吉川氏が中心となり展開した活動 

「村上商人会」の立上げに始まり、その後「町屋の人形さま巡り」や「町屋の屏

風まつり」、「宵の竹灯籠まつり」、「黒塀プロジェクト」、「町屋の外観再生プロジェ

クト」など歴史的遺産や新たに作り出した観光資産群によって、全国から注目され、

それまで閑散としていた村上商人街は、多くのビジターが訪れる街へと変わってい

った。この活動は、町屋が多く残る商店街の近代化計画を真正面から反対するので

はなく、古い町屋の持つ価値を目に見える形で示すことで、街の進む方向を変えよ

うと住民とともに進めてきたところに大きな意味があった。それから市民主体の活

動が広がり、平成 16年には全国初の「市民基金」が設立され、また、「黒塀 1枚 1,000

円運動」に代表されるように、イベントの費用はすべて住民が自前で作り出せるよ

うになった。行政に頼らない市民主導を基本としたまちづくりは、観光戦略の神髄

である。単発的なイベント中心ではなく、通年観光として「まち歩き」ができ、そ

のことによってビジターが心を癒される「観光の質」が見事に具現化された村上に

今全国から注目が集まっている。 

 

〇成功の秘訣 

町屋に人が訪れる仕掛けを「あるものでやった」、「少ない費用でやった」、「市民

の力（行政をあてにしない）でやった」ことが秘訣とのこと。少ない費用で最大の

効果を上げた点は、上越市もできることであり、見習うべきである。 

 

〇「吉川流成功への 7か条」は、上越市の進むべき方向性を示している。 

①できる範囲で、頑張らなかったこと（一定のレベルまで成功させる） 

②みんなで頑張ろうとしなかったこと（行政をあてにしない） 

③企画が大切（ユニークでワクワクする企画を立てる） 

④大勢集まって考えない（三人寄れば知恵が生まれる、賛成する人だけでやる） 

⑤やる気のある人だけでやる（アンテナを広く張り、いろいろな地域を見る） 

⑥3つのリスクを引き受ける（「お金・労力・責任」、自ら覚悟を決め前に進む） 

⑦リーダーシップをとる（「信念」と「実行」） 

 

８ 所  感（当市に導入すべき点、導入に当たり注意すべき点、今後の方向性など） 

まず、「千年鮭 きっかわ」の入口から入り、圧倒的な空間の見せ方に息を呑ん

だ。商品そのものや、仕事での動線と空間の使い方が共にマッチし、それ全てが展

示として完璧に融合している様はなかなかないと感じた。町屋や黒塀、そして伝統

的産業である鮭を活かした商売も全て人を引き付ける観光資産である。 

上越にもたくさんの観光資産がある。残念ながら、イベントに多くを頼り、質よ

りも量に偏重してきた観光戦略を見直す考えが重要だ。「この地域の人は温かい」、



 

「また上越市に訪れたくなる」と感じる新しい観光の形を作り上げ、上越市全体で

関係人口が拡大する仕組みを作ることも大切である。 

「観光は数ではない、質である」という吉川氏の言葉の中にまちづくりと観光の

一体的戦略がある。多くの人が訪れ、感動し、満足感を持ってまた訪れる、人は新

しいものに飛びつき、はやすが、それでは続かない。大勢の人が詰めかけ、住んで

いる街の人が悲鳴を上げ、疲弊していくようではダメなのだ。 

質の高い人たち（意識のある人たち）が街を訪ね、また来たくなるような「おも

てなし」が、一人だけでなく街全体でできた時に、持続可能な観光の在り方が生ま

れてくるのだと思う。それには、もてなす方が中途半端では必ず見破られる。 

そして、歴史的遺産を大切にし、さらに観光資産を発掘し、磨きをかけて質の高

い観光資産を作り出していくことが大切だ。最初は少数であっても、何を生み出す

のかを真剣に考えることで、多くの人が動き、街全体が変わっていく。 

吉川氏は、「夢を描けば実現する」と言った。一歩踏み出す勇気は、老若男女問

わず全ての人々に感動と生きる意味すら与えてくれたように思う。また、その覚悟

は、圧倒的な行動力と忍耐、どの環境下においても変わらぬ気持ちでやり続ける大

切さを教えて下さった。 

まちづくりや観光振興を超えて大変に重要な話を聞かせていただいた吉川氏に

感謝するとともに、これらを参考に上越市に活かしていきたい。 



 

 

 

 

 

 

 


