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第2次村上市観光振興計画

「笑顔」あふれる観光のまちを目指して

　平成21年度に策定した第１次村上市観光振興計画は、合併後広範囲となっ

た本市の豊かな地域資源を守り、次世代に引き継いでいくことや、市民が協

働して観光まちづくりに取り組んでいくことに重点を置いた計画であり、7年間

にわたり、市民をあげて観光まちづくりを推進してきました。

　加速度的に進む人口減少や地方から首都圏への人口流出など、地方を取

り巻く環境は変化し、国の地方創生の取り組みを受けて、本市においても村

上市総合戦略を策定して対策に取り組んでまいりました。

　平成20年の市町村合併から10年が経とうとしています。本市では、時代の

変化に迅速かつ的確に対応していくため、第2次村上市総合計画を策定し、

これまでの成果や想いを引き継ぎながら次のステージへ進む一歩を踏み出し

ました。その第2次村上市総合計画の観光部門の具体的な計画として策定し

たのが、この第２次村上市観光振興計画です。

　この計画では、今後5年間に取り組んでいく内容を明確にすると同時に、総

合計画同様、移り変わりの早い観光ニーズの変化に対応できるような計画と

なるよう策定いたしました。

　これまでの成果をより広範囲に、より多面的に発展させ、次のステージに

しっかりと結びつけて、来訪者や市民の「笑顔」であふれる観光のまちを創

り上げてまいります。

　結びに本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました観光関係団

体等の皆様に心から感謝を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

　　　　　平成29年6月　　　　　　　　　　村上市長　　高橋邦芳
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１　目　的

　第1次の村上市観光振興計画は、新市誕生後の豊富な地域資源を活かし、地

域が一丸となって観光振興に取り組むことを目的としており、7年間にわたっ

て各種施策を推進してきました。特に平成27年度に策定した「村上市総合戦

略」では、新たな視点での観光プロモーション事業に取り組んできました。

  全国の多くの自治体で人口減少が進む中、地域の活力を維持・向上させてい

くためには、交流人口拡大の効果により地域経済を支えていくことが重要です。

また、訪日外国人旅行者の増加など、「観光」に対して求められるニーズ・価

値観は日々多様化し、変化しています。

　第2次村上市観光振興計画は、これまで取り組んできたこれらの成果を活か

し、今、そしてこれからの変化に対応できる観光のまちを目指してステップ

アップしていくことを目的として策定しました。

（１）計画の目的
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（２）計画の位置付け

本計画は、第2次村上市総合計画の観光部門の具体的な計画として位置づけ

たものであり、今後の観光振興の基本方針等を示したものです。村上市観光

の「これから」を、市民の皆さんと一緒に創り上げていくための計画です。

す。

　本計画の対象期間は、平成29年度から平成33年度までの5年間とします。

（３）計画の対象期間
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２　現状と課題

（１）全国的な観光の動向

　国は平成28年版観光白書の中で、「世界が訪れたくなる日本」の実現という

方向性を打ち出し、成長する世界の旅行市場を国内の成長戦略・地方創生の力

とする必要があるとうたっています。実際に平成27年の訪日外国人旅行者数は

1,974万人で、対前年比47.1％の高い伸びを示しており、地方ブロック別にみて

も、すべての地方で増加しています。

　訪日外国人旅行者の増加を活かして地方の活力を高めようとする動きは全国

的な傾向となっており、観光庁が認定する広域観光周遊ルートによる誘客をは

じめ、それぞれの地方で、観光資源の磨き上げや、外国人にも分かりやすく魅

力を伝えていくための対応等が求められています。新潟県においても、平成29

年3月に策定した「新潟県観光立県推進行動計画」の中で、国（地域）別戦略

に基づく外国人旅行者の誘客拡大を重点方針の一つに掲げ、各施策に取り組む

としています。

　また、情報通信技術の著しい進展により、観光に関する情報収集や発信のあ

り方も変化しています。スマートフォン等のデバイスの普及により、旅行者の

動態分析などのマーケティングやそ

れに基づく効果的な情報発信が可能

となっています。

　これらの変化や課題に対応するた

め、国では観光地域づくりの舵取り

役として「日本版DMO」※1の設立を

推進しており、時代の変化に対応し

た観光推進体制を整備していくこと

が課題となっています。

※１　日本版ＤＭＯ……地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地
域づくりの舵取り役となる法人。
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（２）村上市観光の現状と課題

本市の観光入込客数の傾向は、ここ5年間ほぼ横ばいで推移しており、毎年

220万人以上の入込みがありますが、過去のピーク時からは大きく数値を落とし

ています。また、新潟県の人口については今後の減少が予想されている中で、

県内客が全体の70％以上を占める本市観光客も減少傾向の流れにあるといえま

す。

　本市には、江戸時代から継承されてきた「鮭の文化」や、市民が創り上げて

きた「町屋観光」など、全国に誇る貴重な観光資源がありますが、知名度の面

では、まだまだ全国的な認知が不足しているのが現状です。

　このような中にあって、本市の観光

を取り巻く状況は様々な面で変化して

きています。旅行形態については、こ

れまで観光旅行の中心であった団体旅

行から、個人旅行へのシフトが進んで

います。また、情報発信については、

SNS※2など効果的な手法が常に変化し

ています。本市を訪れる外国人観光客

はまだまだ少ない状況ですが、年々伸

び率が上昇しており、今後も増加が見

込まれます。社会資本整備の面では、

日本海沿岸東北自動車道の延伸や北陸

新幹線開通等により、人の流動変化の

過渡期にあります。

※２　ＳＮＳ（social networking service）……Web上で社会的な繋がりをつくることが可能となるネットワークサービス。
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　これらの変化に対応し、「より多く」の「より広範囲」からの誘客を実現して

いくためには、魅力のある観光コンテンツを効果的にPRし、全国的な知名度を上

げていく必要があります。また、おもてなし意識や施設環境等の受入体制も向上

させていくことが求められます。

　観光資源についても、全国レベルで訴求できる魅力あるものを目指して、磨き

上げやリニューアルを検討していく必要があります。そして、村上市観光の魅力

をより広範囲に発信し、地域経済効果へと繋げていく戦略的なアプローチが求め

られており、そのための推進体制を確立していくことが課題となっています。

（単位：人）
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３　新しい計画で取り組むこと

（１）基本方針

　第2次村上市総合計画で定めた将来像「やさしさと輝きに満ちた笑顔

のまち村上」及び、基本理念である「育む」、「創る」、「広げる」を

受けて、本市の観光推進にあたっては、次のように基本方針を定めて各

施策を推進していきます。

基本方針１

本市の広大な市域の中には、歴史と伝統、豊かな自然、そして、それを守り共に

生きている人という誇るべき地域資源があります。しかし、それら地域資源の多く

は、全国的な認知度が低く、海外に至ってはほとんど知られていない状況です。ま

た、経済状況の変化等により、伝統的な技術を受け継ぐ後継者が不足しているケー

スも見受けられます。地域資源を守り発展させていくためには、誇りの気持ちを育

むと同時に、それを産業に活かし、生業と結びつく観光資源としていくことが大切

です。そのための資源の磨き上げや効果的なプロモーション等の取り組みを進めて

いきます。

６
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日本海沿岸東北自動車道の延伸に伴い、市内の各「道の駅」のお客様が増加した

り、北陸新幹線の開通により、関西方面からのお客様が増えるなど、インフラ整備

の進捗に伴って、より広範囲からの誘客が望めるように状況は変化してきています。

　観光客の交通利便性を高めることや、観光施設の魅力を向上させるリニューアル

検討等を進めると同時に、魅力的なイベントやさらなるおもてなし意識の向上に取

り組み、「笑顔」でお客様を迎え、お客様の「笑顔」もあふれるような「賑わい」

のあるまちを目指します。

基本方針２

７
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基本方針３

現在、観光を取り巻く状況の中でよく取り上げられる言葉に「インバウンド」、

「ＤＭＯ」、「広域連携」などがあります。

　急速な成長を遂げるアジアをはじめ、世界各地からの日本への旅行者が急増し、

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催の地方への波及効果も期待されてお

り、本市においても、積極的に訪日外国人対策を推進していきます。

　これまでも「日本海きらきら羽越観光圏」等で広域連携の取り組みを行ってきまし

たが、今後も多方面での広域的展開を推進し、将来に向けて発展していく観光のまち

を目指します。

　また、本市には、村上市観光協会、公益財団法人イヨボヤの里開発公社等、観光振

興に取り組む各組織があります。これら組織の連携・強化をはじめとした観光推進体

制の整備に取り組みます。

８
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（２）取り組み内容

訪日外国人観光客増加対策

Ⅰ－１　方向性の共有

海外からの交流人口拡大によって地域の活力を維持・成長させようと、各地

で競争するかのように訪日外国人対策に取り組んでいます。
　本市の訪日外国人観光客も年々増加していますが、本格的な受入体制整備の
ために、ターゲット国など方向性の共有が課題となっています。
　そのため、各観光団体と協議の上、今後の方向性を共有し効果的に誘客対策
を行います。また、各観光団体と協力し、訪日外国人に特化した協議会等を設
置して方向性を共有していきます。

Ⅰ－２　海外への情報発信の推進

海外への情報発信については、村上市総合戦略により取り組んでいるところ

ですが、海外における本市の認知度はまだまだ低く、今後も積極的な情報発信
が求められています。
　海外の観光展へ出展し情報を発信するとともに、インターネットの使用等に

より、さらなる情報発信の強化に取り組み、認知度の向上を図ります。

９
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Ⅰ－３　グリーンツーリズム・体験型事業の活用

本市は、広い農耕地を有しており、農業が盛んに行われています。訪日外国人

客は、見るだけでなく体験を望んでいるといわれており、グリーンツーリズム
※3協議会などの体験型事業を行っている団体と連携しながら体験型事業の活用

を図っていくことにより、訪日外国人の誘客を促進させます。

観光客の二次交通整備

Ⅱ　　二次交通の整備

合併により広大な面積となった本市では、拠点となる駅からの二次交通の課

題があります。
　観光客の利便性を高め、本市の多種多様な観光の魅力を活かすために、二次
交通整備の必要があります。

乗り継ぎマップの作成により既存交通手段の有効活用を図りながら、新たな
手段の研究を進めます。

１０

※３　グリーンツーリズム……緑豊かな農山漁村でゆっくりと滞在し、訪れた地域の人々との交流を通じて、さまざまな体験などを楽
しむ余暇活動のこと。
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滞在型観光地の形成

Ⅲ－１　広域連携の推進

現在、本市は東北・関東の2つの広域観光周遊ルートのほか、日本海きらき

ら羽越観光圏など数多くの広域観光エリアに組み込まれています。
　この優位性を活かし、さらなる誘客拡大に向け連携事業に積極的に参画して
いきます。

Ⅲ－２　定住自立圏事業の推進

現在、本市は関川村、粟島浦村と定住自立圏を形成しています。

　この圏域3市村の観光資源を集約し、広くPRすることにより認知度を上げる

とともに、観光商談会などで旅行商品化を推進することで、滞在型観光地を形
成していきます。
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Ⅲ－３　体験型観光の充実

本市は、広い市域内の様々な魅力を磨き上げることで、同一市内で多様な体験

をすることが可能です。
　1泊2日の観光地ではなく、体験型観光コンテンツを活かして複数日過ごすこと

のできる観光地の形成を目指します。
　また、各地区の魅力をつなぎ合わせ商品化を推進します。

１２
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観光施設の整備と活用促進

Ⅳ　　　観光施設の整備と活用

観光客が利用する施設には、多種多様なものがありますが、老朽化による修

繕やリニューアルが必要なものもあります。
　今後、高速道路延伸に伴い観光客の増加も期待できることから、トイレの計
画的な整備、既存施設のリニューアル等により、観光客の利便性を高め、魅力
的な観光地を目指します。

１３
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観光プロモーションやPRの強化

Ⅴ－１　効果的なPRの実施

本市へは全国から旅行者が訪れていますが、未だ全国での知名度が高いと

はいえず、観光客の入込みは県内客が多い現状であるため、県外への観光プロ
モーションの強化が必要です。
　文化、食べ物など様々な視点で、大手宿泊予約サイトと連動させるなど多く

の人の興味を惹くような観光プロモーションを行うことにより、本市の知名度
を上げていきます。

Ⅴ－２　観光イベント等の充実・創出

本市では、町屋や商工関係者などによる多数のイベントが展開されています。

　これらの事業に多くの観光客が訪れるよう、観光イベントの充実が必要です。
引続き、観光イベントの魅力が高まり、多くの観光客が訪れるよう支援していき
ます。

１４



第2次村上市観光振興計画

Ⅴ－３　特産品の振興

本市には豊富な特産品があり、その魅力は多くの観光客来訪のきっかけと

なっています。
　ふるさと納税、市外での物産展でも本市の特産品は好評を得ていることから、
引き続き、特産品のブランド化や新商品開発、販路拡大の支援を行うなど、物
産振興を図ることにより本市の知名度を上げ、観光客を増加させます。

１５
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Ⅵ－２　観光情報発信体制の強化

村上市観光情報戦略会議で運営するホームページを中心として、SNS等の時

代に適した情報発信ツールも利用し、国内だけでなく国外への情報発信が必要
です。そのため、協力者やネットワークの充実を図るとともに効果的な情報発
信を行う体制づくりを推進します。

観光推進体制の整備

Ⅵ－１　観光推進体制の整備

多様化する観光客の要望に応え、本市の観光客の増加を図るために、マーケ

ティングに基づき観光客の要望を研究し、現在観光資源として活用していない
ものも含め、多種多様な資源を取りまとめ観光に生かしていくことが求められ
ています。
　そのようなニーズに対応できる、この地域に最も適した観光推進体制の整備
に向けて、各観光推進組織と共に検討を進めます。
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Ⅶ－２　おもてなし意識の向上

観光地としてのイメージアップを図るには、市民それぞれのおもてなし意識
の向上が必要です。継続している市民観光講座を通じて観光意識の啓発を行う
など、おもてなし意識の向上に努めます。

おもてなし環境の向上

Ⅶ－１　観光ガイド等への支援

多くの観光客に好評を得ている観光ガイドの活動が本市観光の魅力のひとつ

になっていますが、繁忙期には対応に苦慮する現状にあります。
　今後の観光ガイドの活動が充実するよう、後継者育成や運営の支援をしてい

きます。

１７


