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はじめに                            

平成２４年３月２４日の設立総会から活動を開始した本協議会。これまで「第１次山北

地区まちづくり計画」に基づき５年間、具体的な取り組みを進めてきました。しかし、広

範囲にわたり捉えた計画であったため、地域の皆さんが参画する「実行性」の部分で、取

り組みづらさがあったように思います。 

今回策定しました第２次山北地区まちづくり計画については、そのことを踏まえ、より

地域の皆さん一人ひとりの手により具体的に取り組みを進めることができる計画と位置付

けています。 

 

第２次山北地区まちづくり計画 計画期間             

 本第２次山北地区まちづくり計画の計画期間は、平成２９年４月１日から平成３４年３

月３１日までとします。 
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第１章 山北地区の現状と課題                       

１ 現状 

① 地勢 

村上市山北地区は、新潟県の最北端に位置し、総面積は 283.91 平方キロメート

ルと広い面積を有していますが、その 93.3 パーセントが山林で占められ、農地は

大川、勝木川、葡萄川の主要３河川流域を中心に分布するものの、総面積に占める

割合は 2.3パーセントと狭小です。 

海岸線の総延長は 26 キロメートルに及び、漁港が５か所あり、その全体が「瀬

波・笹川流れ・粟島県立自然公園」区域となっています。特に南部海岸の 11 キロ

メートルは海波の浸食によって特異な景観を形成し、国の名勝天然記念物「笹川流

れ」として知られる風光明媚な地です。 

山北地区には 48の集落があり、49の自治組織を形成しています。 

山北地区と他の経済圏地域を結ぶ主要交通路としては、海岸沿線部に敷設され５

つの駅を持つＪＲ羽越本線と国道７号及び「日本海夕日ライン」の愛称を持つ国道

345 号があります。また、集落間を結ぶ基幹道路としては県道５路線があります。 

公共交通機関は、ＪＲ羽越本線のほか、民間

会社経営のバスが運行しています。 

経済的な立地条件は、市役所本庁のある村上

地区まで約 40 キロメートル、新潟市まで 106

キロメートル、山形県鶴岡市までは約 44キロメ

ートルとなっています。 

② 人口 

平成 27 年度国勢調査による人口は、5,803 人、世帯数 2,166 世帯となっていま

す。年齢構成は年少人口（14 歳以下）が 7.5 パーセント、生産年齢（15 歳以上 64

歳以下）が 45.7 パーセント、老年人口（65 歳以上）が 46.8 パーセントです。平

成 20年の合併後最初の国勢調査となった平成 22年時の高齢化率に比べ 4.6パーセ

ント上昇し、市内他の地区に比べ上昇率が最も高く推移しています。また県平均

29.9 パーセント、村上市平均の 35.5 パーセントを大きく上回っています。 

③ 産業 

海山川の自然に恵まれた山北地区の基幹産業は農林漁業の第一次産業ですが、平

成 22 年度の国勢調査によると卸・小売、医療、福祉などの第三次産業が 51.0 パー

セントとトップを占め、次いで建設業や製造業などの第二次産業が 32.4 パーセン

ト、第一次産業は 16.6 パーセントとなっています。特に第 1 次産業は、年々高齢

化に伴う就業人口の減少が加速し、地域の基幹産業としての位置が揺らいでいます。 
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④ 地域づくりの取り組み 

山北地区の地域づくりに関する取り組みは、昭和 30 年代からの集落公民館活動

から始まり、次いで、平成元年に策定した「山北町観光開発基本計画」を基とした

各地域の日常を資源とする住民が主人公の取り組み「魅力ある集落づくり事業」に

つながっています。その後、見出された地域資源を基とした各地域で体験交流が生

まれ「笹川流れ波物語り」として企画展開されることにより、多くの皆さんが山北

地区内の各集落を訪れるようになってきました。 

そのことにより、各地域に来訪者を迎え入れるための「内発的地域づくり組織」

が生まれ、現在も継続的な活動を行っています。 

また、行政においても地域の担い手を育成するための若者まちづくりグループの

設置や農業をとおした交流定住事業により、地域と連携した取り組みを進めてきま

した。 

平成 20 年 4 月に 1 市 2 町 2 村の合併により誕生した新村上市では、平成 24 年

から推進する「市民協働のまちづくり」により地域づくりを進め、山北地区の地域

づくりの取り組みは、当「山北地区まちづくり協議会」が策定した「山北地区まち

づくり計画」を基に地域の皆さんとともに進めて

きています。 

しかしながら、この計画を基とした活動を開始

して 5 年、少子高齢化の影響でしょうか、地域の

皆さんが主体的に地域づくり活動等にかかわる意

識が年々低下していく様子もうかがえ、また、各

種の取り組みを進める地域からは、「人材不足」が

懸念される状況もうかがえます。 

 

２ 課題 

先にも記しましたが、山北地区では、平成 27 年度国勢調査の結果に基づく高齢化

率が 46 パーセントを超え、少子高齢化の進展が著しい現状です。また、それに伴い、

地域を担う人材が年々減少し、地域活動そのものに不安を覚える地域が増え、それ

から起因する各種課題が山積している状況です。 

① 自治活動や公民館活動などの地域活動の継続に不安 

これまで各種補助事業等により地域の取り組

みを支援してきたところですが「お金ではなく、

人（人材）が欲しい」という言葉が多く聞かれ

るようになりました。事業を担う方が毎年同じ

という地域も珍しくなく、人材不足などにより

地域活動の継続に課題があります。 
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② 多様な事業の実施による人材の分散 

山北地区内の各地域や各種団体等により、多様な事業が行われている状況にあり

ますが、係わる人材が分散している状況にあます。今後の事業の継続や発展に課題

があります。 

③ 地域間連携、情報共有 

山北地区内の各地域や各団体において、互いの情報共有が不足しているため、②

で示した状況が度々発生するとともに、実施主体の違いなどから、連携可能な事業

であっても、できない現状もあり、有効な情報共有に課題があります。 

④ 事業継続 

地域を担う人材も減少している中、実施事業（イベント）の本来の目的意識も薄

れ、事業を実施することが目的となっている現状もうかがえます。今一度、目的意

識を明確にし、係わる皆さんで共有をするところに課題があります。 

 

これまでの「山北地区まちづくり計画」では、「安全・安心」、「産業・交流」、「環

境・文化」、「コミュニティ」、「企画」の各部門に別れ、地域課題などを解決するた

め各実施計画を策定し、取り組みを進めたところであります。しかし、多様な分野、

多数の課題を掲げたため、取り組みを進める力が分散し、具体的な事業実施に至ら

ぬものもありました。 

「第 2 次山北地区まちづくり計画」では、地域の皆さんが具体的に関わりが持て

るよう、身近な課題を整理し、解決に向けた取り組みを進めるものです。 

 

 

第２章 山北地区が目指す将来像                      

１ 地域づくりの「基本理念」について 

山北地区の地域づくりの基本は、地域の日常とともに、地域の住民が主人公にな

り、地域の資源を活かした取り組みを進めるところにあります。よって、「第２次山

北地区まちづくり計画」においても、これまでの「山北地区まちづくり計画」に掲

げた以下の基本理念を引き継ぐものです。 

１、48 集落の日常生活を基本的資源とする地域づくり 

２、山北地区の日常生活を分かち合えるひらかれた地域づくり 

３、どの集落も一人ひとりが主役となれる地域づくり 

４、暮らしを支えてきた自然と楽しくつき合える地域づくり 

５、郷土の培った知恵や伝統が息づいている地域づくり 
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２ 地域づくりの基本目標について 

地域づくりの究極の目標は「ここに住んでいてよかった」と思え、終の棲家とな

る地域とするところにあります。基本理念に示した「地域の日常を活かし地域の住

民が主人公になり地域資源を活かした地域づくり」を実現するところにあり、その

ためこれまでの「山北地区まちづくり計画」で設定した基本目標「定住の里づくり」

を踏襲します。 

 

① 「定住の里づくり」具現化のための将来プロセス 

「定住の里」を実現するためには、住んでいる皆さんが自らの暮らしに汗し、地

域活動にも汗することで、自らの地域を「よくする」ことにあります。そのことで、

地域への「自信と誇り」が再生され、これからも住み続けたいと思える地域となる

と考えます。 

そのことを踏まえ、これまでの計画では、「住んでよかったと思える地域（集落）

づくり」をサブテーマに掲げ、実現に向けた取り組みを進めました。 

今回策定する第２次計画においては、先に示した山北地区の課題を踏まえ、自ら

の暮らし、自らの地域を「よくする」具体的な取り組みを進めることで、基本目標

の実現に近づくため「住民一人ひとりが主人公のまちづくり」をサブテーマに掲げ

ます。 

本第２次計画の計画期間は５年としていますが、以後、基本目標の実現に向けた

取り組みを着実に積み重ねることが重要であると考え、地域の皆さんが自らの手で

「定住の里」を実現する必要があります。 

 

基本目標：定住の里づくり 

サブテーマ：住民一人ひとりが主人公のまちづくり 
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第３章 住民一人ひとりが主人公のまちづくりに向けた具体的取り組み   

「定住の里づくり」を目指し、今回の計画期間では「住民一人ひとりが主人公のまち

づくり」の実現に向け、以下の取り組みを具体的に進めることとします。 

 

取り組み１ 【コミュニティの支援・連携の推進】 

コミュニティ活動の充実を図り、互いに手を携え連携できる地域づくり 

地域コミュニティの基本である集落活動の支援及び集落間のつながりを育むための

取り組みを支援するとともに、地域が自ら積極的な取り組みを進める体制づくりを支援

し、山北の元気づくりを進めます。 

■取り組み方針１－１ 集落活動の支援による地域力の再生 

○集落の再活性化、地域の課題解決のための事業支援、公民館活動の支援 

○集落出身者等の人材を活かした事業の支援 

■取り組み方針１－２ 集落、地域間連携の推進支援 

○集落間、地域間の連携に関する事業を推進し、関係する事業についても支援 

■取り組み方針１－３ 山北地区の魅力を再発信するためのテーマに基づいた事業

推進 

○地区の魅力を再度見直し、発信するためのテーマに基づいた事業推進 

○生活文化資源調査の見直し支援 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み２【各種地域づくり団体の支援・連携の推進】 

地域づくり活動を行う団体等を支援または育成するとともに、各団体が連携で

きる地域づくり 

山北地区において、地域づくりを進める団体の積極的な支援を行うとともに各団体が

互いに連携できる取り組みを推進し、山北地区の元気づくりを進めます 

■取り組み方針２－１ 地域活性化に取り組む団体の支援と育成 

○山北地区の活性化に取り組む団体等の支援 

○山北地区の産物を活かし、地域を PR するための取り組みを支援 

○山北地区の活性化を推進するための組織の育成支援 
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■取り組み方針２－２ 地域づくり団体との連携を推進 

○地区内の既存事業の連携による地域の活性化を推進 

○地域づくり活動を行う団体同士や、地域コミュニティなどとの橋渡しをすること

による地域の活性化を推進 

 

取り組み３【地域の人材育成の推進】 

地域づくり活動等の推進による地域を担う人材を育成 

地域づくり活動の基本となる人材を育成するため、各種事業への積極的な参画を進め、

そのための場づくりを行うとともに、地域を担う子どもたちの育成も併せて行い地域の

元気づくりを進めます。 

■取り組み方針３－１ 地域を担う人材の育成による地域づくり 

○地域リーダー研修 

○参画の場づくりのための企画イベントの実施 

■取り組み方針３－２ 地域の未来を担う子どもたちの育成 

○地域の「食、伝統文化、生業等」による地域の担い手育成 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み４【山北地区まちづくり協議会の安定運営】 

永続的な活動を目指した組織運営 

地区の皆さんが積極的に参画できる事業を主催するとともに、地域情報発信に努め、

誰もが立ち寄ることのできる拠点を整備し、地域の元気づくりを進めます。 

■取り組み方針４－１ 地区住民が結集した自主事業の実施による絆の強化 

○山北地区の皆さんが一堂に参画できる自主事業を実施することによる地区の絆

を強化 

■取り組み方針４－２ 地区のつながりを育み活動を発信するための情報提供 

○常に活動情報を発信することで、地区のつながりを育む 

○活動状況を発信し、山北地区の活動情報を地区外へも発信し多くの交流を育む 

■取り組み方針４－３ 活動拠点の整備を推進 

○いつでも誰でもが立ち寄れ、人と人との触れ合いが持てる活動拠点を整備 
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第４章 基本目標の実現に向けた組織体制について         

第２章－２－①「「定住の里づくり」具現化のための将来プロセス」において示した

とおり、今後、段階的に「定住の里づくり」の実現に向けた取り組みを積み重ねること

としています。そのため、本計画の具現化に向けた取り組みを進めるための体制を以下

のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 会 

 

理事会 

 

実行体制（部会） 

各部会の体制 

部会長 １名 

副部会長２名 

 

 

 

 

 

 

  ※各部会へは、役員、理事、監事、顧問等も参画できるものとします。 

役員会 

会 長  １名 

副会長  ２名 

部会長  ３名 

副部会長 ６名 

事務局長 １名 

（事務局：自治振興室） 

理事 

集落総代４９名 

団体等代表７名 

監事 ２名 

顧問 若干名 

 

 

 

  
連携 

共有 

連携 

共有 

連携 

共有 

協 働
実施 

地域コミュニティ部会 地域パートナーズ部会 

 

地域リーダーズ部会 

（人材育成・組織運営担当） 
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参考資料                            

■ 第２次山北地区まちづくり計画策定経過 

期日等 内容 

４月２１日 

平成２８年度山北地区まちづくり協議会総会 

平成２８年度事業計画において「第２次山北地区まちづくり計画」

策定について承認 

６月７日 
第１回 役員会 

第２次山北地区まちづくり計画策定方針審議 

６月２９日 まちづくり計画策定プロジェクトメンバー選任 

７月１３日 
第１回まちづくり計画策定プロジェクト 

第２次山北地区まちづくり計画策定方針、策定の進め方について 

８月 ４日 

第２回まちづくり計画策定プロジェクト 

H24 年度からの山北地区まちづくり協議会事業の振り返りによる事

業評価及びそれに伴う今後の進め方について 

９月 ５日 

第３回まちづくり計画策定プロジェクト 

第２次山北地区まちづくり計画サブテーマ及び分野別基本目標に

ついて 

９月１６日 

第２回 役員会 

第２次山北地区まちづくり計画の策定状況、サブテーマ、分野別基

本目標について 

１１月 １日 

まちづくり通信 第１６号 発行 

第２次山北地区まちづくり計画概要（案）を掲載し、意見聴取を実

施 

１１月２５日 
第４回まちづくり計画策定プロジェクト 

第２次山北地区まちづくり計画素案を審議 

１２月１４日 
第３回 役員会 

第２次山北地区まちづくり計画（素案）について審議 

 １月１４日 
第５回まちづくり計画策定プロジェクト 

役員会へ提出する「第２次山北地区まちづくり計画（案）」の審議 

 １月２４日 

第４回 役員会 

計画策定プロジェクトからの「第２次まちづくり計画（案）」の提

出を受けて審議 
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■ 第２次山北地区まちづくり計画策定プロジェクト名簿 

NO 所属 職 氏名 備考 

1 山北地区まちづくり協議会 安全・安心部会副部会長 本間 まゆみ   

2 山北地区まちづくり協議会 安全・安心部会員 角田 正一   

3 山北地区まちづくり協議会 環境・文化部会員 佐藤 義夫   

4 山北地区まちづくり協議会 環境・文化部会員 青木 康一   

5 山北地区まちづくり協議会 産業・交流部会副部会長 齋藤 誠   

6 山北地区まちづくり協議会 産業・交流部会員 佐藤 優樹   

7 山北地区まちづくり協議会 コミュニティ部会員 齋藤 千代文   

8 山北地区まちづくり協議会 コミュニティ部会員 小林 勤   

9 山北地区まちづくり協議会 企画部会副部会長 渡辺 隆史   

10 山北地区まちづくり協議会 企画部会員 齋藤 靖   

11 一般 勝木 齋藤 信秋 山北商工会青年部長 

12 一般 鵜泊 大滝 仁志 さんぽくスポーツ協会 

13 一般 今川 中村 悠久 夢２１・さんぽく塾チーフ 

14 事務局 事務局長 平 正人   

15 事務局 山北支所長 五十嵐 好勝   

16 事務局 自治振興室 室長 大滝 寿   

17 事務局 自治振興室 副参事 富樫 充   

18 事務局 自治振興室 主任 齋藤 知恵   

 

 

 

 

 


