
城山公園整備に関する

市民アンケート調査結果整理

１．実施目的
市民の憩いの場であり、歴史と文化を後世に伝えなければならない城山公園に対して、日ごろ

市民の考えていることを聞き、計画づくりに活かしていくために実施。

２．アンケート用紙の配布と回収
○自由記入式の調査票を、下記の公共等施設へ、アンケート回収箱とあわせて配置。
≪回収箱の設置場所≫

◆飯山市役所総合案内窓口 ◆各地区活性化センター ◆飯山赤十字病院総合案内窓口
◆ＪＲ飯山駅待合所 ◆飯山市保育園及びめぐみ保育園、中央幼稚園

◆飯山市公民館 ◆飯山市民体育館 ◆飯山市民会館
回収箱へ投函していただき、回収する方法を採用。

○設置期間：7月12 日（火）～８月１１日（木）まで
○市のホームページhttp://www.city.iiyama.nagano.jp/ からも投稿可能とした。

３．回収数
8月17日段階で全部で66通を回収。

４．回答の整理の方法
○自由記入方式であるため、1通につき複数の意見が書かれているケースが多い。

このため、1通ごとに書かれている内容を踏まえて、複数に意見を細分。

５．回答の概要
66通の回答用紙に記載された意見は、合計168件の意見に細分された。

その内訳は次のとおり。

1) 整備の方向性に関する意見 24件

2) 高木整理･眺望確保に関する意見 7件

3) 植栽に関する意見 21件

4) 建築物･遺構等の復元に関する意見 35件

5) 園路整備に関する意見 8件

6) 遊具に関する意見 3件
7) 整備順序に関する意見 1件

8) 予算措置に関する意見 1件
9) 公園利用･維持管理に関する意見 11件

10)議論の進め方 1件
12)既存施設の移設等 17件
13)事業への疑問･批判 4件

14)周知･案内の工夫 7件
15)エネルギー利用 1件

16)周辺整備の提案 14件
17)公園機能の向上 13件



６．意見整理の結果
大区分 中区分 件数

整備の方向性 ラストチャンスを活かす 1
城の整備は簡素に。 1
落ち着いた公園に 1
史実に忠実な整備･当時のままを残す整備 7
戦国時代を想像できる環境整備 1
他にはないものを 1
時間をかけてシンボルに。 1
来訪者が増える公園に 1
安全確保に留意した公園整備 1
市民が気軽に立ち寄れる明るいイメージの公園 3
年中花を楽しめる公園 6

整備の方向性 計 24
高木整理・眺望確保 眺望確保 4

城郭を見せるための伐採 3
高木整理・眺望確保 計 7
植栽 目的を明確にした植栽 1

三ノ丸の花壇の再検討 2
桜の城山の再生 9
花壇の手入れ 3
個別の植栽改善への提案 5
種名表示板の設置 1

植栽 計 21
建築物･遺構等の復元 櫓･城門等の復元 10

建築物復元は不要 4
資料館･展示館の設置 8
石垣の整備 5
南大手門付近の再現 4
桜井戸の調査・復元 3
建築物等のデザイン 1

建築物･遺構等の復元 計 35
園路整備 歩きにくい現状 1

チップ敷遊歩道整備 1
老人も気軽に行ける散策路 1
園路全体の再整備 3
景観に配慮した遊歩道整備 1
三ノ丸からグランドに下りる小道 1

園路整備 計 8
遊具 アスレチックの整備 1

遊び場の増設 1
遊具撤去 1

遊具 計 3
整備順序 本丸整備を優先 1
整備順序 計 1
予算措置 財源確保 1
予算措置 計 1
公園利用･維持管理 歴史を活かしたイベント 2

植物利用 1
冬も遊べる公園 1
茶会などの開催 1
維持管理の工夫 3
子供の教育に役立つ工夫 1
体験観光の場としての利用 1
公園管理事務所の設置 1

公園利用･維持管理 計 11



大区分 中区分 件数
議論の進め方 検討体制への提案 1
議論の進め方 計 1
既存施設の移設等 市民会館の移転 6

物置･廃屋等の扱い 3
葵神社の改築・移設等の検討 4
弓道場の移設 1
石碑やオブジェの集約･移設 3

既存施設の移設等 計 17
エネルギー利用 市民会館跡の地下の有効活用 1
エネルギー利用 計 1
事業への疑問･批判 事業への投資への疑問･反対の意思表示 3

これまでの文化財行政への批判 1
事業への疑問･批判 計 4
周知･案内の工夫 歴史を伝える案内看板等の充実 4

発信の工夫 1
公園に到達するまでの案内の充実 2

周知･案内の工夫 計 7
周辺整備の提案 遺跡の復元 1

若者が興味をもつための工夫 1
まちづくりの方向性 4
個別の周辺整備への提案 5
道路・歩道の改善 2
散策コースの再編 1

周辺整備の提案 計 14
公園機能の向上 若い親子が憩うスペース 3

休憩所・軽飲食の場 2
トイレの充実 2
水辺整備 3
駐車場の確保 1
現在の印象･利用 2

公園機能の向上 計 13
総計 168



７．意見整理の詳細

番号 内容 中区分 記述要約 記述内容

1
整備の
方向性

ラストチャンスを活か
す

ラストチャンスを活かした
整備を

城山再生の最後のチャンス。腰を入れて取り組んでほしい。

2 城の整備は簡素に
城の整備は簡素に。他の
町並み整備に重点を。

人類の歴史は回っていることを頭において考えると、日本中どこにでも有る
様な小さな城を今更造ってみても(大金をかけて)なにも人が集まってくる様
なめずらしい場所でもない。城なんかなくてもせいぜい少し予算が有るとした
らR117から見える様な石垣をきれいに復旧し、その上に桜を植え、その間に
市の花ゆきつばきとアジサイを植え、ゆきつばきと桜の公園として楽しんでも
らった方が大金をかけなくてまだいいと思うが、新駅より城山公園まで、と
か、ゆきつばきの並木通りも一緒に整備したらどうだろう。

3 落ち着いた公園に 上田城跡のイメージ 上田城跡のような落ち着いた公園にしてほしい。

4
史実に忠実な整備･
当時のままを残す整

備
史実に忠実に

１、飯山城趾の整備にあたりましては、歴史の事実をしっかり検証し、それに
忠実な整備を要望します。

5 古地図に合わせた整備
現地へ来てがっかりして帰る客もいる。飯山藩＝城持ち藩だったこともア
ピールし、飯山城として存在感を示すために、古地図に合わせた城郭の復
元をして欲しい。

6
できるだけ当時の姿その
ままを整備

本来の築城された時の姿（石垣や土塁なども）ができる限り当時の姿のまま
整備されることを望みます。あじさいなど植えることにより、土塁の形が崩れ
てしまっては元も子もないと思います。できる限り史実のままで・・・！

7 城跡として残すべき ・城山公園は、城址跡として、現状のまま後世に残すべき。

8 偽者の城は避ける ・ニセ物の城は作らないでほしい。

9 史実にもとづいた復元を
○可能な限り史実に基づいて復元する方向検討して欲しいと思います。

10
遺構の保全･整備を最優
先

歴史遺産としては、これまで全く日の目を見なかった飯山城跡。「飯山｣の地
名の元になった唯一無二の遺跡です。二度と無い機会と思いますので、せ
めて遺構の保全・整備を最優先して、後世に残してください。

11
戦国時代を想像でき

る環境整備
いずれにせよ、飯山城は上杉氏を抜きにして語れないと思いますので、戦国
時代を想像できる環境整備こそが必要だと思います。

12 他にはないものを 他にはない整備を 整備は“他にはないもの”をしてほしい。

13
時間をかけてシンボ

ルに
時間をかけて再現

飯山のシンボルとしてふさわしい、飯山城に向けて何年かかってもいいです
から再現してほしい。

14
来訪者が増える公園

に
人形館との相乗効果を

市内外から多くの人々が訪れて、高橋まゆみ人形館との相乗効果ができる
よう。

15
安全確保に留意した

公園整備
斜面の危険箇所の安全確
保を

長野県統合型地理情報システム「しんしゅうくらしのマップ」によると、城址公
園東側は「急傾斜地崩落危険個所」（主管課砂防課電話026-235-7316）に
指定されています。整備にあたっては、歴史文化の事実を歪曲させないこと
なんでしょうか、大勢の方に訪れていただきたい城址公園の整備であれば、
安全対策の意味から公園東側面整備等も議論の一つとしていただきたい。

16
市民が気軽に立ち寄
れる明るいイメージ

の公園

明るさの中にも雰囲気あ
る公園（新高校のデートス
ポットになるような公園）

（今の各町ごとのバラバラの並木通りに何の魅力も無い）新飯山高校生の
デートスポットになる事も考えて明るさの中にも雰囲気のある公園にしてほし
い。老人も気軽に行ける様な道の整備もお願いします。

17
散歩やジョギング、イベン
トを楽しめる公園

一番単純な事ですが、地元の市民が気軽に寄れるように作ることが大切だ
と思います。例えば早朝より犬の散歩コース・ジョギングコース・ミニコンサー
トなどが出来る野外音楽堂や全天候型の施設を設ける。冬はノルディック
コースや雪を活かした体験ができる場所、駐車場の拡大etc　年間を通して
使用・活用できるようにすること。



番号 内容 中区分 記述要約 記述内容

18
内外から人が訪れる明る
いイメージの公園

地元・市外の人達も大勢の人を呼べる明るいイメージの公園にしてほしい。

19
整備の
方向性

年中花を楽しめる公
園

年中様々な花が楽しめる
公園

年中通してお花が楽しめる場所になったらいいです。スイセンやチューリップ
だけでなく、その時期に咲く花を。噴水もあったら涼しげで夏にはいいです
ね。

20 花で癒される公園

私は毎日城山を早朝散歩しています。たくさんのアジサイと、さまざまな花が
咲いていて癒されます。「お花さん、楽しませてくれてありがとう。」と思わず
口ずさみます。城山は私にとってオアシスです。城山公園を散歩しながら思
いついてことがあります。

21 ゆっくり花を楽しめる公園
また、数か所から回廊式の歩道を整備して、ゆっくりと桜やあじさい、つつじ、
紅葉を見られる公園にしてほしい。

22
桜の季節以外にもあるい
て楽しめる植栽

・桜の季節以外にも城跡を散策をうまくできるような整備も不可欠。

23
四季折々の景色と花を楽
しめる公園

○桜の花が映える水辺、山吹と水辺、花菖蒲と水辺、蓮の花と水辺、菜の花
と水辺、雪景色と水辺、千曲川の雪景色を見るための展望台等々、冬期間
を含めた年間の誘客を目指せる公園にしていただきたいと思います。

24 花公園の整備 ・花公園のような造園的整備をしてほしい

25 眺望確保 花火大会が見える場所を 花火大会が良く見える場所を設置してほしい。

26
高木整
理・眺
望確保

本丸からの眺望を良好に ２、飯山城址の本丸からの景観をよくしてもらいたい。眺めがよくなるように。

27
壁田方面までみえる眺望
確保を

江戸時代は櫓があって壁田方面まで見渡せたとのこと。人が本丸に行かな
いので、草や木の手入れがされず、悪循環になっている。

28 見晴台の設置
城山公園は高いところにあるので、行きやすい工夫が必要。見晴らし台のよ
うなものを広くとって明るくきれいにしたい。

29
城郭を見せるための

伐採
城郭のラインの明確化

②城郭のアウトラインを見せるために思い切った樹木の伐採が必要と考え
る。

30 雑木の整理 ・桜の城跡らしく雑木の整理（ケヤキの大木、ニセアカシアなど）

31 藪の解消 大きな藪になった物に果たして城山にふさわしいか疑問。

32 植栽
目的を明確にした植

栽
見苦しさを解消

・目的を持った庭園造り。（シルバーの方が草取りをしているようですが、間
に合わずいつも草だらけ。草をとってもきちんと片づけないのでとっても見苦
しい。）花が咲いても回りが片付いてないのできたない。

33
三ノ丸の花壇の再検

討
三ノ丸の花壇の美観向上 ・三の丸花壇もっと美しく整備植栽を。乱脈で美しくない。

34 三ノ丸の花壇を芝生に 三の丸の花壇をやめ、芝を植えた方が三の丸らしくて見た目がきれいです。

35 桜の城山の再生 桜の植え替え
桜の木が古くなってきているので、新しいのをどんどん植えてほしい。あと、
スイセンとかもやたらめったら植えてあるのではなく、ちゃんときれいに植え
てほしい。

36 桜の植え替え 桜の木を植え替えて市民の憩いの場にしてほしい。

37 桜かモミジの補植
・葵神社の石段の前と市民会館の間に、ソメイヨシノ桜か山もみじの木を６，
７本植えたらよいなと思っています。大きな木の根っこが、地上に露出してい
る木がありました。根っこに盛土したら、いいなと思っています。

38
桜主体の城山に（雑木の
除去等）

５、現状の城趾内には、桜以外にけやき、杉、ヒマラヤ杉や雑木などが混在
していて、公園整備の目的が見えません。桜の城趾公園らしく伐採を要望し
ます。

39 昔のような桜の公園に 1、昔のような城山の桜を夢見ています。

40
園芸品種も含めて桜の更
新を

・12歳から18歳まで飯山町内に住んだ。四季折々他に行くところ来なく城山
で遊んだ。・桜の更新はよいですね。（・ソメイヨシノ　樹齢50年、樹高10ｍ。こ
れでけでなく他の種を混ぜるのがよい。・オオシマザクラ　樹高10ｍ、成長早
い。白花。・ヤマザクラ　ホンザクラ、シロヤマザクラ、樹高20ｍ　古来日本が
好んだ桜。近隣の山にもある。今は園芸品種多いができたらシロヤマザクラ
がよい。）



番号 内容 中区分 記述要約 記述内容

41 桜の城山の再生
老木の集中するブロックで
の植え替え等の実施

子供のころの城山は桜の木が数えきれないほどあり、城北グランドの西側ま
で続いていた。桜にも寿命があるので常に植えかえないと駄目でしょう。（大
木の根元や木陰では育たない。老樹がよわりきったようなブロックを選んで
集中的に植え、管理したら？）

42
既存の桜の手入れ･追加
植栽

３．既存の桜の手入れ、新たな増殖

43 雑木の伐採･桜苗の追植 桜の山ですから雑木を全部切って桜の苗木を植える。

44 植栽 花壇の手入れ 花壇の手入れの充実 城山公園の整備というと花壇の手入れ、公園やあずまやの設置。

45 市民会館前の花壇整備 ・市民会館前、食堂脇の花壇を整備したら。

46
ニノ丸下の水仙公園の手
入れ

記入例はもちろんお願いしたい。又、二の丸下の水仙公園の所も手入れをし
てください。

47
個別の植栽改善への

提案
ソメイヨシノ以外の花木の
植栽

桜の名所ですが、老木も目立つので、ソメイヨシノ以外に色鮮やかな桜も多く
してほしい。

48 アジサイの整理 ・紫陽花の植栽いたるところにされました。

49 花より芝生 花壇ではなく、芝生、桜ではなくケヤキを植えてほしい。

50 ユキツバキの植栽

・城山の桜古木多いが、枯枝の処理、手入れもよく行き届いている。花畑も
雑草なくきれいだ。・崖地などアジサイ多いですね。ヤマアジサイも少しある。
この崖地に飯山の花、ユキツバキも植栽したらよい。数年かかるが積雪に強
い。ヤマのユキツバキに限る。

51 シバザクラの植栽 ２、芝桜を植えてもよいと思います。

52 種名表示板の設置 植物名表示
・忠魂碑北側に咲いている花の名札の案内がほしいなと思います。

53 櫓･城門等の復元 城門建設 ・人形館から観光客が多くなっている。城門の建設をしたら。

54

建築
物･遺
構等の
復元

天守･櫓の整備

飯山は450年という長い歴史ある城跡公園であるので、夢であっても何十年
来と、天守閣ある飯山城（二層でも三層でもよい）を子供のころから描いてい
た。新幹線で誘客、滞在型スポットの点からして、これ以上の特徴、特色あ
る、まさに飯山のシンボルはない。静岡・吉田、兵庫・淡路にすらある城がど
うして飯山には建てられないのか！

55 史実に忠実な建築の復元

建物を作るならば、飯山の歴史を復元・示す建物を作るべき。（一国一城令
で多くの城が破却され、長野県では8城しか徳川時代には残らなかった。そ
の8城の中の一つ飯山城がこの体たらく。観光客もこれでは来ないはずであ
る。）

56 櫓等の再現 飯山城の再築

57 櫓等の再現
城の復元をしてほしい。又は、お花見に来た時にお城と桜で写真をとれるよ
うな城みたいなものを建ててほしい。（城の中に入れなくてもよいので、）

58 二重櫓の復元 本丸に二重櫓を復元してほしい。

59 城の復元
飯山城の復元も真剣に考えてほしい。高田公園は桜も最盛期だが城を復元
後、集客力がすごく伸びたようです。

60 堀、城門の復元 堀、城門、庭園（池含む）の復元。（多少史実通りでなくとも）

61 四方を見渡す櫓の整備
提案その2　市民会館でなければ、四方を見渡せる櫓を作ってほしい。四方
が見渡せる（特に東方の千曲川、南方の新幹線・市街地）眺望を確保し、観
光客・市民を出向かせるようにしたい。

62
眺望を確保できる建築物
の設置

石垣が残っていますのであれを有効に利用し、展望できるものを作るか、事
実とは違うようですがお城を高くして登れるようにするといいのではないかと
思います。人間は、高いところに登ってみたくなるようですから（松本城、東
京スカイツリーなどの例からも）。そして、大将陣の辺りや安田城・壁田城の
様子が見える望遠鏡を用意して、上杉氏が当時見たと思われるものを再現
できるようにしたいと思います。（先日、大将陣に研修会で行ってきました
が、木がたくさんあって飯山盆地や富倉・新潟方面が見えない状態になって
いました。あそこからの眺めがよかったらいいのになと思いました）。



番号 内容 中区分 記述要約 記述内容

63 建築物復元は不要 復元は避けるべき
・築城の案などあっても絶対にしない。大きく地形替わるような施行はしな
い。

64 復元構築物は一切不要
・復元構築物は、一切建設しないことを強く希望する。石垣を修復するにとど
めるとともに清掃を徹底するなど、維持管理を充実すべきだ。

65 積雪を考慮し建物は不要
北信濃飯山城見事な石垣、三日月形のお堀があったとか。今以上に手を加
えるのでなくて、建物は作らない。雪でこまる。

66 建築施設は不要 ・建築施設は造らないでほしい

67
資料館･展示館の設

置
歴史資料館の創設

歴史資料館を造ってほしい。歴史のある城です。多くの人に知ってもらいた
いし、人形館を訪れるあれだけ大勢の観光客をそのままバスで返してしまう
のはもったいないと思う。

68

建築
物･遺
構等の
復元

築城以降の歴史的な古美
術等の展示

築城以降の歴史的な古美術等の博物館スペースを大きく取って欲しい。上
杉氏使用の甲冑、旗など、豊田 佐藤医院に数多くコレクションされていた。
それが3年前、当時里子院長が佐久市の三浦大輔市長(当時)へ全部寄付し
てしまった。(約200点）その後、佐久市は博物館計画も流れ、宙に浮いたま
まになっている。それらの宝物をゆかりの飯山城へ展示できたなら最高と考
える。だめでもともと、現佐久市長にあたってみたらどうですか？熱望する。

69 常設の展示館
２、飯山城に関する資料を収集し、城趾内に常設展示して市民が飯山の歴
史に触れ誇りを持てるようにし同時に回遊性の町の拠点にもなるよう要望し
ます。

70
飯山藩本田家伝来の甲冑
などの展示

佐久市近代美術館にある飯山藩本田家伝来の甲冑を最悪レプリカでも良い
が展示できる施設を作れないものか。その他にも飯山城関連の資料等も佐
久にあるのでは・・・。岩井信能の生涯は戦国時代から江戸時初期の歴史を
知るうえでも良い資料となると思うので、展示施設で採り上げてもらえば観光
客の興味を引くのでは？

71 上杉謙信ゆかりの展示
③上杉謙信公、その他の武将などの書簡、遺品を展示する特設コーナーを
設けていただきたい。

72
川中島合戦、飯山戦争等
の展示施設

川中島合戦、飯山戦争の説明や絵図、出土品などの展示施設

73 寺町も含めた展示資料館
１、飯山城の歴史はもちろんの事、市内にあるたくさんの寺社も含めて寺町
全体の歴史がわかるような展示資料館がほしい。

74 屋内型施設の設置
１．屋内公園を設置してそこにわかりやすい飯山城の歴史及び時代背景の
図式の設置を

75 石垣の整備 石垣の補修
３、残されている石垣を修正して城跡である事を大切に保存していただきた
い。

76
ケヤキを伐採し石垣の保

護を
②ケヤキの木の根は石垣をも破壊する強い力をもっています。後世のため
にも、出来うる限り伐採してもらいたい。

77
ケヤキを伐採し石垣の保

護を
・ケヤキの樹は根が石垣に入って石垣を崩すので取り去り、サクラの樹だけ
にする。

78
石垣の再生と案内サイン

充実による再生

現在のままで桜を植え、本丸の入り口（葵神社）石垣を復元し、築城当時の
名前たとえば（大手門、扇坂、三年坂、桜井戸、坂口門）等石柱で看板を立
てて観光客に見てもらった方が良いと思います。

79 石垣の修理 １．石垣の修理

80 南大手門付近の再現
橋の架け替え、武道館脇
の道の再現

①南大手門周辺の整備。大手門前の橋を朱塗りにかけ変える。又、大手門
から直接本丸へ上がる現在の道ではなく、武道館脇の道を整備して本来の
城の構造に合わせた方がよい。同時に田町栄川横から入れるような整備そ
して南大手側の駐車場を整備する。

81 扇坂の再現 また、入口階段の石垣がかつてはあったとのことだが、復元されていない。

82 動線の再検討 ２　南大手の右側坂路の廃路

83 大手門の再現
飯山戦争からもうじき150年。これも城山をアピールできるポイントだと思う。
この意味から、全ての城門の復元、移築は無理でも大手門は欲しい。



番号 内容 中区分 記述要約 記述内容

84
建築物･
遺構等
の復元

桜井戸の調査・復元 桜井戸の調査・整備 ・桜井戸の調査と整備、保存をしっかりしてください。

85 桜井戸の復元
時間がかかってもよい、金がかかってもよい、飯山市のシンボルとして“古
城”“桜井戸”の復元を・・・飯山城を作りましょう。

86 桜井戸の明示 桜井戸をもう少し分かる様にしたい。

87 建築物等のデザイン 田舎らしいつくりに期待
・施設内外は駅のビルみたいな変に都会的なものでなく、飯山らしい、田舎
らしい作りのものを期待したい。駐車場にも配慮。

88
園路整

備
歩きにくい現状 歩きにくい現状

・老若男女誰もがいける歩道にしてほしい。（ゆるやかなスロープなど）現在
は石がゴロゴロ。雨が降ればドロドロ。

89 チップ敷遊歩道整備 チップ敷遊歩道整備

・公園の散歩道について、砂利でなく木のチップのようなものを敷き詰めたら
歩き良いと思います。（中野市赤岩の桜の名所谷厳寺の参道に、こまかい木
片が敷き詰めてあって、ソフトの感じで、大きな仏壇の間を散策するのが楽
しみで、1年に数回いっています。

90
老人も気軽に行ける

散策路
老人も気軽に行ける散策
路

老人も気軽に行ける様な道の整備もお願いします。

91 園路全体の再整備 園路全体の再整備
４、城趾内の遊歩道が、ほとんど整備されていない現実であります。市民が
散策したくなるような整備を要望します。

92 歩道整備 ２．公園内の歩道の整備

93
外周一周のウォーキング
コースの設定

○外周を利用して一周すれば1ｋｍなどと言う目安が出来るウォーキング、ラ
ンニングコースを整備し、観光客も参加できるウォーキング・ランニングデー
などを設け、年間一定のｋｍを走破したら表彰するなどの工夫をすべきだと
思います。

94
景観に配慮した遊歩

道整備
景観に配慮した遊歩道整
備

１、景観に配慮した遊歩道の整備をお願いしたい。

95
三ノ丸からグランドに

下りる小道
三ノ丸からグランドに下り
る小道

・忠魂碑北側の花園から城北グランドへ下る小道を整備してほしいです。

96 遊具 アスレチックの整備 アスレチックの整備

戸隠の忍者村にあるような天然の素材（木、ロープなど）を使った子供も大人
も楽しめるアスレチック広場を作って無料で開放すれば市民だけでなく観光
客も近隣の市町村からも子供連れで遊びに来てもらえると思う。今は子供を
連れて遊びに行くのに木島平村のやまびこの丘公園まで足をのばしている。
城山にゆっくり遊べる公園があればお弁当などを持って遊びに行きやすく市
民の憩いの場になること間違いなし！

97 遊び場の増設 遊び場の増設 子供の遊ぶものをふやしてほしい。

98 遊具撤去 遊具撤去 ３　現市民会館前の遊具の撤去、

99
整備順

序
本丸整備を優先

眺望改善のための樹木伐
採をはじめとして本丸整備
に力点を

特に本丸の整備に力を入れてほしい。現在葵神社が中央にあるが観光には
役立っていない。眺望も木々が生い繁りよくない。

100
予算措
置

財源確保 整備事業債権の発行

整備事業への債権の発行（１口１０，０００円）と協力者への多少の記念品
（平成飯山城整備記念として漆盆などの記念品）でのお礼の返還。修理、整
備への市民のボランティア募集で市民参加を働きかけたらいかがでしょう
か。

101
公園利
用･維
持管理

歴史を活かしたイベ
ント

城下町まつりなどのイベン
ト

城址公園として整備すると同時に城山に人が集まるようなイベントを考えて
ほしい。飯山戦争が4月25-26日に起きたことに因んで春の桜まつり合わせ
た「城下まつり」などとして甲冑行列や鉄砲隊をよんできてもいいと思う。

102
築城の日を定めイベントを
開催

３、築城が永禄７（1564）年10月1日、最後の5回目川中島合戦の後上杉輝虎
の指揮により、飯山城の普請完成させ、春日山城へ帰るとある。この日を飯
山城築城の日を定めイベントを。

103 植物利用 まつぼっくりの活用 ・松ぼっくりの活用（売れます。）

104 冬も遊べる公園 冬も遊べる公園
四季の中でも冬は大変ですが、そり遊びがいつでも出来るような場所も欲し
いですね。



番号 内容 中区分 記述要約 記述内容

105
公園利
用･維
持管理

茶会などの開催 茶会などの開催
・弓道場で茶道の会を年数回やってください。素晴らしい場所を再認識して
いただければ…・。

106 維持管理の工夫
市民による雑草管理の実
施

６、最後に、市民のシンボルの公園らしく、年間を通じて雑草をきちんと整備
するように要望します。現状の城趾を周囲から見たとき、残念ながらとても
行ってみたくなるような状況ではありません。フラワー道路のように、毎年市
民参加で整備されるような方向を検討してはどうか提案します。

107 景色を妨げない草刈を
・ベンチのある場所からの景色は、とってもいいので、きちんと草を刈ってい
つも手入れをするようにしてほしい。

108
ユキツバキの植栽による
まちづくり

１、1983年城山に「みゆみ野」の子供たちの手で植樹された雪椿150本（役所
前の雪椿の兄で丸山利雄先生・老ク連合会が協力）、その後を確認し義務
付けをされてまち創りのメニューに（例、植樹⇒郷土料理のもてなしに雪椿
の葉を添える）

109
子供の教育に役立つ

工夫
子供の教育に役立つ工夫

又、新幹線も間もなく開通することですし、観光面の効果と地域の子供たち
の教育にも役立つよう工夫してほしい。

110
公園管理事務所の設

置
管理事務所の設置(観光
局事務局などの併設も）

○城山公園管理事務所を設置（例えば観光局の事務所と併設するとか工夫
して）し、日常的に維持管理・運営する必要があると思います。

111
体験観光の場として

の利用

座禅堂を設置して体験
弓道場を弓道体験の場と
して開放　等

○上杉謙信が築城した城であること、正受老人との結びつきを強調し、細川
護煕元首相が来城していることなどを知らせ、史実には無いかも知れません
が、例えば、観光客などが短時間で体験できる坐禅堂などを千曲川が望め
る場所に設置するとか、関係者の協力を得て弓道場を日常的に開放し、弓
道体験が出来る施設とするなど、体験施設形観光を進めたらどうかと思いま
す。

112
議論の
進め方 検討体制への提案

中世の専門家に依頼して
検討を

本当に文化財として飯山城跡をとらえていかなければならない。真剣に考え
るなら市の職員を排除し中世史の専門家を据るべきである。

113
既存施
設の移
設等

市民会館の移転
市民会館、ニ中校舎の移
転

まず、市民会館とか、第二中学校校舎（馬場のない城なんか城ではない）と
かを撤去せよ。飯山小学校は元飯山城の堀ではなかったのか。堀のない城
なんか城ではない。移転せよ。（石川県の金沢城では、現在、金沢大学を移
転して、歴史的遺産を復元しようとしている。見習うべき。）

114 移転後の景観統一
城山公園については、市民会館を移動して、飯山城らしい景観に統一するこ
とが必要だと思います。

115 移転後の展望櫓設置
提案その１　新市民会館は、本丸に新設してほしい。建物は城郭風にしてほ
しい。四隅には展望台を設置してほしい。展望台は櫓風にしてほしい。

116 移転を推奨 ・市民会館は、飯山城の歴史には関係ないので撤去する。

117 移転後は芝生の広場に
市民会館の壊したあとの場所は広い芝生の公園にしてほしい。普段から遊
べてたり、イベントをするにも町の近くの方がいい。

118 移転後は桜の植栽を 城山には市民会館ないほうが良い。桜にしたらよく育つでしょう。

119 物置･廃屋等の扱い ニノ丸入口の物置の移設 ・二の丸入口にある物置は、城山の景観をそこねている。他の場所へ。

120
南大手門付近の長屋の撤
去

・城跡案内するに大手門を入った所の長屋の廃屋の取り壊し。

121
空き家の撤去（居住者が
ある場合は移転推奨）

空き家をこわしてください。今住んでおられる方も出来ることなら他地へ移っ
てもらへれば良いですが。

122
葵神社の改築・移設

等の検討
修理改築を

・本丸葵神社老朽化が目立つ。神社として修理、改築して移設して城の再建
を

123 鳥居の撤去 ４　葵神社の移設鳥居の撤去公園化

124 神社の撤去
・葵神社の床下に数10年もセメントの瓦放置されている。再利用はないと思
えるので、撤去する。社堂の破損かなりある。修理の形跡分からないように
直す。

125 神社の移設 ４．神社の代わりに城の建物の復興建設



番号 内容 中区分 記述要約 記述内容

126 弓道場の移設 弓道場の移設 １　弓道場の移設

127
既存施
設の移
設等

石碑やオブジェの集
約･移設

石碑の集約

①現在、石碑、個人の頌徳碑、筆塚等10数碑も建立されています。直接、間
接的にも城跡公園に関係のない石碑は一か所にまとめるのが最善の方策と
考えられます。花見をするのみの公園でなく、市民が（子供から大人まで）
365日いつでも気さくに散策し、気持ちがはればれするような雰囲気を、かも
しだすように、していただきたくお願い申し上げます。なお、県外の人、外国
の人も、ふと立ち寄りたくなる凛とした公園が完成することを心待ちし、末長く
愛される郷土のシンボルとなるよう祈念いたしております。

128 また、授徳碑も1箇所にまとめてはどうですか。

129 オブジェは不要
城山下の公園にあるようなオブジェは必要ないと思います。花、ベンチ、日影
があり、ゆっくりできる公園に。

130
エネル

ギー利用
市民会館跡の地下の

有効活用
ソーラーパネル、雪室など
の整備

５　現市民会館の地下室を再利用し雪ムロを作り弓道場跡地にソーラーパ
ネルの設置した喫茶ホールに冷気および発電等に利用する。

131

事業へ
の疑
問･批

判

事業への投資への疑
問･反対の意思表示

全国的にかわり映えしな
い事業への疑問

歩きやすい石階段の整備といった客観的だが何処の地方都市にも共通して
特色や見栄えのない事業に予算投入し、全国の変わり映えのない特徴のな
いものにしか過ぎないものに終わってしまう。

132 費用投入への批判 お金のかかる事業は反対です。

133
他事例からの成功の可能
性の低さ、投資への反対
意見

・復元構築物では回遊性など実現できるはずもない。全国の城跡を訪ね歩
いたが、安っぽい構築物で成功した例は一つもない。市財政もひっ迫してい
る折、住民の血税を無駄な投資に向けることは絶対反対。

134
これまでの文化財行

政への批判
文化財破壊への批判

文化財を破壊してきたのは教育委員会であり、市の上層部、公務員である。
本質的に、無知、バカな連中が文化を破壊してきた。（例えば静間神社跡の
保元物語に出てくる静間氏館跡に保育園を作り、破壊してしまった。元に戻
そうともしない。）

135
歴史を伝える案内看

板等の充実
歴史のわかる看板設置 飯山城の歴史がわかる看板があるといいなぁ。城の見取り図も。

136
周知･
案内の
工夫

史実を伝える案内板
３、飯山城趾内に、現状いろいろな石碑等があるが、その案内がないため
に、そのいわれが全く理解されていない現実だ。整備に合わせて案内板の
設置を要望します。

137 わかりやすい看板
もう崩れてしまっている部分は仕方ないと思いますが。もう1点、全体の看板
のほか、部分、部分、要所、要所にも、小さくてもよいので、分かりやすい看
板の掲示を望みます。

138 石碑等の詳しい説明を
・石碑などの詳しい説明を・・・文字が見えなくなったりしているので。歴史あ
る公園なのでもっとアピールしてもよいと思いますよ。

139 発信の工夫 上杉謙信ゆかりを前面に
上杉謙信ゆかりを前面に出してほしい。いわれとか飯山（当地とのつながり）
など、当地の人が当たり前と思うことをもっと知らせてほしい。

140
公園に到達するまで

の案内の充実
周辺での誘導案内表示の
充実

城跡公園の案内図が本丸まで行かないとないので仲町交番前あたりにない
と、初めて来た人は単に小山としか思われない。何があった場所なのか看
板を立ててほしい。

141
主要道路からの案内の充
実

城山は市民には場所がわかるが、117号の道側などへ看板のようなものを
設置して誰でもわかるようにしてほしい。市内の観光地全般、案内する看板
がなさすぎます。

142
周辺整
備の提

案
遺跡の復元 北町遺跡の復元

・北町遺跡を城山に復元し、資料館も併設してほしい。人形館を見学に来ら
れた人々。北飯山駅に降りて、見学を終えてももう一つ何かを望んでおられ
る。（バスツアーの方々とは違って自分の足で行ける範囲）

143
若者が興味をもつた

めの工夫
ゆるキャラ開発

若者に興味を持ってもらうには、兼続のゆるきゃら「かねたん」をまねて信能
「のぶたん」でも創作すればどうか。

144 まちづくりの方向性 ゆったり散策できるまち
小布施のまち作りを参考にきれいでゆったりと散策できるような…
せっかく人形館に大勢の人が来てくれるのにそれだけですぐ帰ってしまうの
はもったいない。

145 明るくきれいな町に 寺めぐり・遊歩道・仏壇通り・本町通り、もっと明るくきれいな町にしたい。

146
一帯をめぐり地域も潤うま
ちづくり

公園を歩き景観を楽しみ、資料館で歴史を学び、その一角に土産品が買え
るようにするなど、少しでも観光客にお金を落とさせるよう工夫すべき（人形
館前の蔵は狭すぎて買い物がしにくい）特に女性は旅行先での買い物が好
きである。

147
しゃれた店がふえるまちづ
くり

まちなかに、おしゃれなお店がもっとあるといいのですが。



番号 内容 中区分 記述要約 記述内容

148
個別の周辺整備への

提案
武家屋敷の復活 ２、現在一つも残っていない古い武家屋敷等があったら楽しい。

149
周辺整
備の提

案
復活教会の庭園整備

・飯山復活教会の庭の整備・・・宗教施設なのでむずかしいと思いますが、教
会の建物は文化財として、観光ルートとして十分魅力ある物です。「寺町の
教会」というのも物語性がある。人形館にも城山にも近いし。木造、畳にイ
ス、ゆがんだ窓ガラスなどレトロ感最高！

150
授産センター跡地の再整
備

・高橋まゆみ人形館の授産センター跡地⇒駐車場周辺の整理（廃屋の取り
壊し）・弓道場(会館)に飯山市内のお菓子、おみそ、和紙製品等のお土産店
を設けたらと思います。

151
丸栄さん周辺のガーデニ
ングの活用

・北町の丸栄さん周辺のガーデニングもぜひ観光に活かせて頂けたらと思い
ます。

152
灯油街路灯をモチーフに
した街灯デザイン

２、歴史を活かしたまち創りとして、明治初期に富倉の石油を使って時代を
先取りした、灯油街路灯のデザインを復元した街灯の設置（新幹線駅周辺
等を含め）

153 道路・歩道の改善 裏通りの道路幅員の拡幅
・雪が積もると、裏通りは道幅が1／3～1／2になります。除雪および道路の
拡幅を！特に北高の都市計画、水路辺りは落ちて病院に運ばれた人もいま
す。

154 統一感ある歩道の整備
・「回遊性」ということで、新しい駅⇒人形館⇒城山まで、統一感のある歩道
を整備し、歩いて楽しめるようなまちづくりをお願いします。

155 散策コースの再編 散策コースへの組み込み ５．寺町散策コースへの組み込み

156
公園機
能の向

上

若い親子が憩うス
ペース

子供やおかあさんの憩う
スペース

・日中の子どもとお母さんの集うスペース（冬は特に）子育て支援の所と違う
ようなもの老若男女問わず利用できる。

157
子供がのびのび遊べる広
場・屋根のあるスペース

子供（乳幼児）がのびのび遊べる広場がほしい。日よけのできる木陰や
ちょっとした屋根がある場所もあるともっと良いです。

158 子供の遊び場･散歩の場
・子どもが遊べる大きな公園と、散歩コースになるような、整備された遊歩道
をお願いします

159 休憩所・軽飲食の場 東屋の設置 ２．東屋も2か所くらい欲しい。

160
軽飲食可能な休憩場所･
自販機設置

・飲食できるところ（ちょっと休めるオープンスペース）を多くして欲しい⇒軽食
用の自販機設置でも。

161 トイレの充実 きれいなトイレ
・トイレの充実を！やはりトイレが汚れていると利用した時に「あ～やっぱ
り・・・」と残念な気持ちになります。

162
トイレの増設･バリアフリー
化

・トイレ増やす・・・女性用、洋式、子連れ対応、人工肛門の人用などのバリア
フリートイレ。

163 水辺整備
こども向けの広場･水遊び
場の整備

３．夏には裸足で遊べる子どもの広場があり、せせらぎを造って水遊びがで
きるそんな場を。

164 流れの整備
散歩しながら城山公園に、次のような整備が出来たらいいな思っています。
・葵神社の前の清盤に水道の水を（湧き出る清水のように）少しずつでも流
れているといいなと思っています。（但し冬季間は不要）

165 水辺のある公園への再生
○市民の憩いの場所や、観光客を誘客するためには、借景として千曲川を
活かした公園、外堀の復元などを通じ水、池のある公園として整備して欲し
いと思います。

166 駐車場の確保
誘客目標に見合った駐車
場確保

○年間絶え間なく、誘客する事を目標に誘客数を想定し、駐車場をあらかじ
め確保する必要があると思います。（今からでは間に合いませんが、北の大
手門や、外堀復原ができないことと併せ、城北グランドが使えなくなったのは
残念です。）

167 現在の印象･利用 暗くて怖い（印象） 夜暗くて怖い

168 早朝散策で利用
私は城山の早朝散策が大好きです。朝起きると城山へ足が向いています。
朝の新鮮な空気をいっぱい吸い込んで、さまざまなイメージを楽しんでいま
す。



■意見･提案内容の項目別構成比

■意見･提案内容と回答者の年代との関係

　　注）　各世代で相対的に多かった意見･提案の項目に着色
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整備の方向性 24
高木整理・眺望確保 7
植栽 21
建築物･遺構等の復元 35
園路整備 8
遊具 3
整備順序 1
予算措置 1
公園利用･維持管理 11
議論の進め方 1
事業への疑問･批判 4
既存施設の移設等 17
エネルギー利用 1
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周辺整備の提案 14
公園機能の向上 13
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未記入

24
7
21
35
8
3
1
1
11
1

17
4
7
1
14
13

大区分 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 未記入 総計
１） 整備の方向性 4 3 5 4 5 1 2 24
２） 高木整理・眺望確保 1 1 1 2 2 7
３） 植栽 1 1 6 8 3 2 21
４） 建築物･遺構等の復元 1 2 1 5 12 9 2 3 35
５） 園路整備 4 1 2 1 8
６） 遊具 1 1 1 3
７） 整備順序 1 1
８） 予算措置 1 1
９） 公園利用･維持管理 2 1 4 3 1 11
10） 議論の進め方 1 1
12） 既存施設の移設等 1 4 7 3 2 17
13） 事業への疑問･批判 1 3 4
14） 周知･案内の工夫 3 1 1 2 7
15） エネルギー利用 1 1
16） 周辺整備の提案 1 5 6 2 14
17） 公園機能の向上 4 1 2 1 5 13
総計 2 2 15 10 20 48 39 12 20 168




