
令和４年度 第２回春日区地域協議会 

次 第 
 

                   日時：令和 4年 5月 17日(火) 午後 6時 30 分から 

                   会場：上越市市民プラザ 第 1会議室 
 

                              全体会 ＋ 分科会 ＝ 2時間 

１ 開  会                                   
                                      【 2分】 

 

２ あいさつ                                   
                                      【 3分】 

 

３ 議  題                                   
 ⑴ 自主的審議事項  

   ・ 春日山城跡の観光振興策について            （観光分科会） 

   ・ 安全・安心に暮らせる春日区とする方策について     （安全・安心分科会） 

   ・ あらゆる世代が心豊かに暮らせる春日区とする方策について（福祉分科会） 
 

  ① 春日山城跡に係る市の取組について                   【45分】 

 

 

 

 

  ② 各分科会における審議の状況について                  【15分】 

 

 

 

 

 ⑵ 報告事項 

  ○ 地域自治推進プロジェクト及び令和 4年度の地域協議会の取組等について  【15分】 

 

 

 

 

 ⑶ その他 

 

 

４ そ の 他                                   
 ⑴ 次回開催日の確認                            【 5分】 

    ➢ 日時 令和 4年  6 月 21 日(火) 午後 6 時 30 分から ※毎月第 3火曜日 

    ➢ 会場 上越市市民プラザを予定 

    ➢ 内容 （自主的審議事項）各分科会における審議の状況について 

         ※ 閉会後、分科会を開催 
 

 ⑵ その他 

 

 

５ 閉  会                                   
 

 （閉会後） 

  

■ 5/17(火) 分科会 ■ 
 

 ・ 分科会の会場 ⇒ 観光…第１会議室、安全…第７会議室、福祉…第６会議室 

 ・ 審議終了は 8 時 40分を目途とする。（終了した分科会から随時解散） 
 

                   



上越市 産業観光交流部 観光交流推進課

春日山における観光振興の取組

R4.5.17
春日区地域協議会

資料１



上越市の観光入込客数（年間）
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○ 平成29年は、上越市立水族博物館のリニューアルに向けた閉館、天候不良による海水浴客の減少等の影響により

減少した。

○ 平成30年は、同水族博物館「うみがたり」のリニューアルオープンにより増加した。

○ 令和元年は、観桜会開催期間に桜が見頃となったことや、歴史博物館のリニューアルオープンに伴い増加した。

○ 令和２年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントの中止や移動制限による来訪機会の減少に

より、大幅に減少した。

※新潟県観光入込客統計調査を基に上越市で作成

■観光入込客数の推移
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上越市の観光入込客数（月別）
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○ 入込数を月別の推移で見ると、いずれの年も主要なイベントが開催される、４月・７月・８月（７月及び８月に

は海水浴場もオープン）の入込が多いのに対し、主なイベントが無い月の入込は落ち込む傾向となっている。

○ 令和２年は、全国的に緊急事態宣言が発令された4月5月の入込が極端に少なかったが、GoToトラベルや「上越市

泊まって応援キャンペーン」が展開された7～10月には、少し入込が回復した。

※新潟県観光入込客統計調査を基に上越市で作成

■観光入込客数（月別）

（人）



主なイベント等の入込客数
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区 分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

高田城址公園観桜会 1,327,000 884,000 1,205,000 128,000 200,000

上越まつり 289,500 345,600 338,000 - -

高田城址公園観蓮会 190,000 195,000 198,000 49,000 57,000

謙信公祭 149,600 151,700 153,900 765 1,965

レルヒ祭 24,000 26,000 8,100 1,900 1,482

灯の回廊 23,780 28,430 9,220 7,970 11,930

春日山城跡
（年度表記ではなく年表記）

253,920 232,800 282,360 190,896 -

海水浴場 405,960 400,080 382,060 91,450 74,120

（単位：人）

※令和3年の春日山城跡の入込客数は令和4年11月に公表となります。



上越市の宿泊者数
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○ 近年の年間推計宿泊者数は、おおむね60万人前後で推移していたが、新型コロナウイルスの影響により令和２年は半数程度となった。

○ 令和２年は、全国的に緊急事態宣言が発令された４月、５月の入込が極端に少なかったが、GoToトラベルや「上越市泊まって応援キャ

ンペーン」が展開された７月～１０月には入込が少し回復した。

※いずれも上越市独自調査を基に作成

Covid-19
日本初確認

1/16

全国に緊急事態宣言
R2/4/16～5/31

上越市泊まって応援キャンペーン（R2/6/24～R3/3/14）

Ｇｏｔｏトラベル（R2/7/22～12/28）
単位［人泊］

■年間宿泊者数と年平均稼働率の推移

月別宿泊者数推計値



国別訪日外国人宿泊者数
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○ 令和２年の外国人宿泊者数は１,１７８人泊（前年比▲3,488人泊）

○ ２月頃から新型コロナウイルスの影響による宿泊者減少の傾向が見られる。

○ 外国人の入国制限が続いたため、４月以降の宿泊者は在日外国人の宿泊だと考えられる。

○ 地域別では、アジア系が多い傾向にあり、中国や台湾が多い。

年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

Ｒ2 543 394 38 19 14 16 31 26 19 25 17 36 1,178

R1 636 979 762 574 170 139 182 236 229 297 244 218 4,666

比較 ▲93 ▲585 ▲724 ▲555 ▲156 ▲123 ▲151 ▲210 ▲210 ▲272 ▲227 ▲182 ▲3,488

▲74.8％※回答があった施設の宿泊者数を合計したもの

↓外国人入国制限大幅拡大 R2/4/3～
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■これまでの推移

出典：H23～H26…観光庁「宿泊旅行統計調査」を基に市で作成。

H27～H30…新潟県「外国人宿泊者数の県内別推計について」を基に市で作成。

R1以降…宿泊事業者への上越市独自調査を基に作成。（R1以降は県が個別数値の公表を取りやめたため、市独自調査の数値を記載）

※市独自の調査方法：市内の宿泊事業者（約90者）へ調査票を送付し、回答があった施設の外国人宿泊者数の合計値

中国 268

台湾 210

韓国 61

香港 35

ベトナム 8

タイ 7

インドネシア 5

マレーシア 3

フィリピン 1

中東 13

アジア 7

オーストリア 45

フランス 29

ポルトガル 24

イギリス 11

ドイツ 8

クロアチア 1

オセアニア 84 オーストラリア 84

アメリカ 60

カナダ 1

メキシコ 5

ブラジル 1

中南米 4

南アフリカ 1

不明 286

合計 1178 合計 1178

118

287

国別

アジア 618

61

10

北米

欧州

中南米

その他・不明

地域別

■令和２年の月別人数 ■令和２年地域別人数



上越市観光交流ビジョン 全体構成・体系図
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第１章 上越の観光を考える

１ なぜ、今「ビジョン」か

◆コラム①：みんなで上越の観光を考える

（観光地域づくりワークショップから その1）

第２章 ビジョン

１ ありたい姿

２ 共有したいキーワード

◆コラム②：観光地域 … オノマトペに満ちた「プラス」の世界

３ 意識したい視点

視点１ 地域の便利さを意識する

視点２ 地域の魅力に思いを向ける

◆コラム③：私たち自身が上越市に旅行に来たつもりになって

視点３ 自分にできることを考える

◆コラム④：こんなことも観光交流の力に

（観光地域づくりワークショップから その２

視点４ 連携する

◆コラム⑤：プラスにあふれた連携のカタチ

視点５ 来訪者が求めていることを届ける

◆コラム⑥：伝えることの難しさと“コツ”

第３章 取組

１ 基本取組

Ａ 観光マインドの底上げ

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

◆コラム⑦：市民の皆さんの取組をご紹介

２ 上越市観光交流ビジョンの体系図

参 考

１ 上越市観光振興計画策定検討委員会 委員名簿

２ 策定までのプロセス

～目 次～



上越市観光交流ビジョン ポイント

【第１章 上越の観光を考える】 ＜Ｐ１～４＞ ○歴史・文化、自然、食などの奥深く多種多様な資源を有する当

市にとって、この変化をチャンスと捉える！

○当市をどのような観光地域にしていきたいという「ビジョン」

を各プレイヤーが共有することで、各取組の一体感とその推

進力を高めるための「ビジョン」を作成し、観光交流の力に！

【第２章 ビジョン】 ＜Ｐ５～２１＞

【第３章 基本取組】 ＜Ｐ２２～２８＞

社会の国際化、高度情報化などに伴う

観光を取り巻く環境の変化

（来訪者のニーズや価値観の多様化）

特に団体で名所旧跡を回る形から、

個人の趣味趣向や知的好奇心を満た

せるような旅を求める傾向が強い

変

化

－ ありたい姿 －

来訪者が市民の日常に溶け込み、楽しむ観光地域

このまちに暮らす私たちが、日常にある、楽しさ、豊かさ、地

域の魅力に思いを向け、それを自らの言葉で来訪者に伝えたり、

一緒に楽しみを共有したりすることが自然に行われている地域を

目指します。

－ 上越市観光交流のキーワード －

観光は楽しいものだから・・・

ありたい姿に向かって、より多くの前向きな関係者の参加によ

り、一体感のある取組を進めるためのキーワードを設けました。

※「…」の後ろには、皆さん一人ひとりの観光に向けた思いを表現

する言葉を考えてみてください。

地域の便利さを意識する
視点１ 交通結節点であることを生かし、一般的な観光をはじめ、ＭＩＣＥ、大

会・合宿、出張など様々な「来訪者」と交流する機会に恵まれています。

地域の魅力に思いを向ける
視点２ 当市に住む私たち自身が、「無いものねだり」ではなく、「あるモノ探

し」の視点で、資源に目を向け楽しむことが大切です。

自分にできることを考える
視点３ 観光関係の仕事はもちろん、それ以外の人も無理なく自然体で身近にで

きることから考えてみると色々な取組が出てくるでしょう。

連携する
視点４ 様々な分野のプレイヤーが、互いの考えなどの相互理解を深め、ウィー

クポイントを補い、支えあいながら横の繋がりを築いていきましょう。

来訪者が求めていることを届ける

視点５ こちらが伝えたいことをやみくも伝えるのではなく、コミュニケーショ
ンを図る中で、その人のニーズを聞き出し、それにあった当市の魅力を
マッチングさせて伝えましょう。

意
識
し
た
い
視
点

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ありたい姿に向けて、５つの視点を

持ちながら、民間事業者・団体、市民

の皆さん、行政などの各担い手が地域

一体となって取組を進めることができ

るための方向性として、４つの「基本

取組」を設定しました。

このうち、

市（行政）

として取り

組むもの
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情報発信 「#上越もよう」
○ 市民自らが楽しみながら地域資源の魅力を再認識し、それぞれの観点で見つけた地域の魅力を自ら発信する契機づくりとして、

令和２年３月から当市オリジナルハッシュタグ「＃上越もよう」の運用を開始し、投稿を呼び掛けている。

○ 「＃上越もよう」を周知・活用を促進する仕掛けとして、当課運営のけんけんずインスタグラムを活用し、令和２年度～３年度に

フォトコンテスト（後半の3回はキャンペーンに名称変更）を実施。各回にテーマを設けて写真を募集した。

〇 市民のみなさんをはじめ、当市に来訪いただいたみなさんからも、市のまちなみ、自然、歴史、食などの写真に「#上越もよう」を

付けてインスタグラムに投稿いただいており、令和4年4月下旬に投稿数10.000件に到達した。

投稿写真は、コンテストの入賞作品に限らず、上越観光Navi上に「＃上

越もよう」の投稿を掲載したフォトラ イブラリーページで紹介するほか、

観光PR素材として活用している。

■＃上越もようとは

上越市に住む私たち自身の写真で、

上越市の様子や情景、ありさまを形

作っていき、それを発信していくと

いう思いを込めて、当課職員が作

成。

■写真の活用
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広報上越→

↑上越観光ナビトップページ

お出かけキャンペーンで投稿いただいた市

内周遊プランをモデルコースとして紹介→



情報発信 「上越忠義隊けんけんずSNS」
○ それぞれのSNSの特性に合わせて、「写真の載せ方」「文量の調整」「ハッシュタグの工夫」など、変化を加えながら「上越忠義隊

けんけんず」のアカウントで情報発信を行っている。

○ けんけんずInstagramは、「ばえる写真」を中心に投稿してプロフィール画面をきれいに見せているほか、新たな取組としてリール

動画の投稿をはじめ、課内で結成したプロジェクトチームで撮影・編集・投稿を手弁当で行っている。
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フォロワー数 Ｒ元年６月（起点） Ｒ２年４月 Ｒ３年４月 Ｒ４年４月

Instagram ⇒Ｒ元年までは、あらゆる情報を投稿していたが、

同年途中から「ばえる写真」に特化して投稿。
91 202 753 1286

Facebook ⇒写真に加え、市内のイベント情報等を投稿。 31 47 97 160

Twitter ⇒写真に加え、市内のイベント情報等を投稿。 63 134 304 630

■けんけんずInstagram（フィード投稿）

✓ 「ばえる写真」にチェンジ

✓ 色味をそろえて３枚ずつ投稿

■けんけんずTwitter

（例）上杉謙信関連として、フィ
ギュアスケート羽生選手の応援投
稿。インプレッション数（タイムラ
インの総表示回数）は、約24,300
回！

■けんけんずInstagram（リール動画）

✓ リール動画で市のスポットなどを発信

✓ リール動画はフォロワーだけでなく、非フォ

ロワーの閲覧が多い傾向にあり、フォローに

つながる可能性もある

↓ インサイト分析

（1/26-4/25）



これまでの春日山における観光振興の取組
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○謙信公祭

▲出陣行列
▼川中島合戦の再現



これまでの春日山における観光振興の取組
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○越後上越 上杉おもてなし武将隊
▼ You Tubeでの情報発信



これまでの春日山における観光振興の取組
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○謙信公と春日山展（上越市埋蔵文化財センター）



これまでの春日山における観光振興の取組
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○春日山城跡での観光案内など



これまでの春日山における観光振興の取組
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○各種団体等の取組

▲越後謙信きき酒マラソン

▼広域連携によるスタンプラリー

▼古道の紹介

御城印▲

謙信公祭協賛会のライトアップ▼



市長の考える春日山の通年観光について
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上越忠義隊けんけんずインスタグラム

フォローをお願いします！

上越市観光ＰＲ動画
時間のある時にご覧ください！

ついでにチャンネル登録も・・・

外国人旅編 女子旅編
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アクティブシニア編 家族編


