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（１）ヒアリング実施概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料Ⅱ 関係団体ヒアリング 

日時 分野 団体名 主な質問 

H30.11.12

（月） 

農業 
上山市農業委員会 

上山市土地改良区 

Q１ 必要な基盤整備 

Q２ 新規 IC の活用 

子育て 

しらさぎ保育園保護者会 

みなみ保育園保護者会 

上山児童館保護者会 

南児童センター保護者会 

Q１ 子育て世帯の住宅 

Q２ 医療 

Q３ 公園や遊び場の確保 

商工 
上山市商工会 Q１ 十日町～新丁の道路空間整備 

Q２ かみのやま温泉駅東側の土地利用 

Q３ 中心市街地や温泉街に若者を惹き 

   つけるために必要な機能 

Q４ 駐車場整備の必要性 

Q５ クアオルト構想 

Q６ 新規 IC の活用について 

かみのやま温泉商店街振興会 

観光 

上山市観光果樹園協議会 

上山市観光物産協会 

かみのやま温泉旅館組合 

まちづくり 上山青年会議所 

H30.11.21

（水） 

介護・福祉 
上山市社会福祉協議会 

地域包括支援センター 

Q１ 高齢者世帯を取り巻く 

   生活サービスの状況 

Q２ 福祉関係施設など 

不動産・建築 上山市空家等対策協議会 

Q１ 上山市内における空き家対策 

Q２ 上山市内での居住誘導 

Q３ 立地適正化計画を策定すること 

   による不動産市場で想定される影響 
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（２）主な意見と計画への反映状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見概要 都市マスタープランへの反映 

［農業］Q１ 必要な基盤整備 

①必要な基盤整備の内容 
・水田から畑への変更を含む新たな基盤整備による区画整理が 
 必要 
・点在する果樹栽培地の団地化などニーズに応じた対応 

主に都市計画区域外の話なので記載しませんが、検討していき
ます。 
 

・耕作放棄地対策として、条件不利地を対象とした小規模基盤 
 整備が必要 

【第３章全体構想（４）景観／田園風景や里山の自然景
観／これからの方針へ記載】 
・良好な田園風景の保全に向けて、耕作放棄地の発生防止と 
 解消に取り組みます。 

②基盤整備における課題 
・農家負担が生じる 
・行政との調整に時間を要する 
・地区の同意率に応じて順番に対応し順番待ちの状況 

－ 

③市街化区域と市街化調整区域の境目での農地のあり方 
・市街化調整区域の農地について、騒音や農薬散布など近隣住 
 民とのトラブルが増えているため、市街化区域に準じた土地利用 
 が望ましい 
・ハウス栽培など近隣に配慮した農業形態の推奨 

地権者との合意形成などが課題になることから、都市マスタープ
ランには記載しませんが、検討していきます。 

③市街化調整区域の農地 
・将来にわたり保全すべき農地を明確にする 

記載はしませんが、担当課の個別計画の中で適宜検討していき
ます。 

④市街化区域内の農地 
・景観や市民活動の視点から重要な農地は保全する 
・空き家と農地を併せて取引できる仕組みを検討しており、市街 
 化区域内についても適用していきたい 

【第３章全体構想（５）緑と水／都市における農地／これか
らの方針へ記載】 
・農地の多面的機能の保全及び農地の機能低下防止のため、 
 担い手などへの農地集約を図るとともに、小規模な農地につい 
 ては周辺の空き家と併せて取引できる仕組みを検討します。 
・市街化区域内の農地については、都市景観にうるおいをもたら 
 すなど、多面的な機能を有することから、計画的な市街化を進 
 める中においても、都市内の緑地としての機能を踏まえ、その 
 保全や活用について段階に応じて柔軟に対応します。 
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［農業］Q２新規 ICの活用 

①かみのやま温泉インター産業団地に誘致を望む企業 
・優良農地の中にあるため、排水を浄水処理できる企業を望む 
・サクランボなどの翌日配送エリア拡大に向けて、農産物の物流拠 
 点を有する企業を望む 

【第３章全体構想（１）土地利用／ウ工業系土地利用／こ
れからの方針へ記載】 
・かみのやま温泉インター産業団地について、本市の新たな産業 
 拠点として周辺の環境保全に配慮しながら高度利用を推進 
 するとともに、山形上山 IC周辺については、今後の需要を踏 
 まえながら企業誘致や基盤整備のあり方について検討します。 
 まちなかの大規模な工場については、建て替えなどのタイミング 
 に合わせて、産業拠点などへの移転・集約化を誘導します。跡 
 地については周辺環境との調和に留意し、適切な土地利用を 
 図ります。既存企業については、増設などによる高度利用を促 
 します。 

②新規 IC に期待すること 
・フルーツラインへの案内誘導 
・観光案内の充実 
 

【第３章全体構想（２）交通体系／ア道路／これからの方
針へ記載】 
・かみのやま温泉 IC と中心市街地や観光果樹園を連絡する幹 
 線道路については、本市の新たな玄関口として道路案内標識 
 などの整備や市の情報発信を行うことで、ハード・ソフト両面か 
 ら市内への案内誘導を行います。 

その他 
・都市的土地利用と自然的土地利用の方向性の明確化 

【第３章全体構想（１）土地利用／基本的な考え方へ記
載】 
・市街地周辺部については、周辺の自然環境などに配慮し、無 
 秩序な開発の抑制に努めます。 
 
【第３章全体構想（１）土地利用／エ自然系土地利用／こ
れからの方針へ記載】 
・都市にうるおいや快適性といった魅力をもたらす空間として、市 
 街化調整区域における自然系土地利用の維持・保全に努め 
 ます。また、優良農地の環境保全など、農業生産環境を計画 
 的に保全し、無秩序な市街化を抑制します。 

 
［子育て］Q１ 子育て世帯の住宅 

①まちなか居住に向けて求めるもの 
・交通安全対策 
・まちなかでの子供のあそび場の確保 

【第３章全体構想（２）交通体系／ア道路網／これからの
方針へ記載】 
・生活道路については、長寿命化修繕計画などに基づき、計画 
 的にかつ予防保全的な維持管理を行い、予算の平準化とコス 
 ト縮減を図ります。交通安全対策については、地区の要望や 
 通学路安全点検などを実施し、重点対策箇所の選定を市民 
 とともに進めます。また、道路維持管理については、行政の役 
 割と市民が担い協働すべき点を明確にし、多様化する住民ニ 
 ーズに対応するため、補助制度などの充実を図ります。 
 
【第３章全体構想（５）緑と水／ア身近な緑／これからの方
針へ記載】 
・公園施設については、社会情勢に合わせた再整備や、長寿命 
 化計画に基づいた整備・維持管理を進めます。また、公園・緑 
 地などについては、地区会などと協力しながら適切な維持管理 
 を進めます。 
・民間事業者と連携した、まちなかのオープンスペースの確保につ 
 いて検討していきます。 

②住宅取得の際に重視する視点 
・周辺のコミュニティや近所付き合いが良好であること 
・学校が近いこと 
・家賃などの価格が手ごろであること 

コミュニティのあり方などについては、具体的に記載すべき内容が
ないので記載しませんが、今後の住宅施策を進める上で参考と
させて頂きます。 

・子育て世帯は自動車移動が必須であるため、間口の狭い区画 
 や狭い道路空間が改善されること 

【第３章全体構想（１）土地利用／ア住居系土地利用／こ
れからの方針へ記載】 
・民間事業者の宅地供給を支援していくとともに、産学官の連 
 携によるランドバンク（小規模連鎖型区画再編事業）を推 
 進します。 
 
【第４章エリア別構想 ２中部エリア都市づくりの方針に記載】 
・あい路が多い中部エリアを中心に、ランドバンク（小規模連鎖 
 型区画再編事業）によるあい路解消の取組を進めます。 
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［子育て］Q３ 公園や遊び場の確保 

①めんごりあの利用状況 
・小さな子ども向けには良い施設である 
・数回しか使ったことがないが親が必ず付いていないといけないため
使いづらい 

― 

②めんごりあや二日町プラザに必要な機能 
・一時預かりサービスが他の民間幼稚園より劣っており、立地が良 
 いものの使いにくい（給食サービスがあるとよい） 
・一時預かりサービスの認知が不十分 
・親が子どもを見ながら休めるカフェなどがあると良い 
・価格・品揃え・営業時間などの面でも使いやすい子ども用品を買 
 える場所があるとよい 
・おもちゃを買える場所があるとよい 

【第３章全体構想（３）市街地整備／イ都市機能／（イ）
商業・観光／これからの方針へ記載】【第４章エリア別構想／
中部エリアへ記載】 
・中心市街地活性化基本計画に基づき、関係団体と連携を図 
 ながら、既存店舗の魅力向上、商店街マップの活用やツアーの 
 実施及び駐車場の周知・誘導などにより、二日町プラザ、かみ 
 のやま温泉観光案内所及び上山城などの集客をまちなかに波 
 及させ、中心市街地の賑わい創出に努めていきます。 

③めんごりあ及び商店街を含めて求めるもの 
・空き店舗に良いサービス機能があったとしても、前面に駐車場が 
 必要 
・子どもを連れて買物の荷物を持って歩くのは大変 
・子どもを連れて入りやすい軽食のお店が必要 

④その他の遊び場、大人が子どもを連れて行く場所、子どもだけで 
 遊びに行く場所 
・子どもが自由に遊べる公園や遊び場が少ない 
・公園があっても維持管理が行き届いていない 
・市内で遊ぶところが少なく、山形市など市外へ行く 

【第３章全体構想（５）緑と水／ア身近な緑／これからの方
針へ記載】 
・公園施設については、社会情勢に合わせた再整備や、長寿命 
 化計画に基づいた整備・維持管理を進めます。また、公園・緑 
 地などについては、地区会などと協力しながら適切な維持管理 
 を進めます。 
・民間事業者と連携した、まちなかのオープンスペース確保につい 
 て検討していきます。 

⑤市内公園に必要な機能 
・ボール遊びできる公園がほしい 
・学区ごとに必要 
・小学校高学年の居場所、遊び場がない 
・子どもだけで遊びに行ける場所が必要 
・雨でも遊べるように公園に屋根があるとよい 
・いろいろな人の目の届く場所に子どもの居場所が必要 

 

［子育て］Q２ 医療 

①医療施設の利用状況 
・症状に応じて市内外を使い分けており、重症は山形市内病院を 
 受診する 
・眼科や皮膚科は、小児専門医が不在で適切な処置が受けられ 
 ず不安がある 
・特定の症状は山形市内病院を受診している 
・休日夜間は山形市内の済生病院などを利用しているが、冬期の 
 急な通院は不安である 

― 

②市外医療機関を利用する際の必要な支援 
・公共交通の本数が少なく急病時の利用は想定しにくい 
・タクシー車両も少ないことから基本的には自家用車で受診する 
・今現在必要な支援は思い当たらない 

具体的に記載すべき内容がないので記載しませんが、子育て世
帯の利便性向上に向けた取組について、引き続き検討していき
ます。 

 



  
  

 

 

参考資料Ⅱ-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［商工・観光・まちづくり］Q１ 十日町～新丁の道路空間整備 

①（都）高松四ツ谷線の整備必要性について 
・地権者が高齢化し、店舗の担い手もいないことから、移転を促す 
 こともしにくい状況である 
・事業化まで長時間を要するが、当面の対策として自動車交通 
 空間の確保を優先すべき 
・拡幅完成を目指す場合は、間口の狭い区画を集約するなど面 
 的な対策が必要 

【第３章全体構想（２）交通体系／ア道路網／これからの
方針へ記載】 
・長期未着手の都市計画道路については、路線の必要性や事
業性を検証し、必要に応じて見直しを検討します。 
・生活道路については、長寿命化修繕計画などに基づき、計画 
 的にかつ予防保全的な維持管理を行い、予算の平準化とコス 
 ト縮減を図ります。交通安全対策については、地区の要望や 
 通学路安全点検などを実施し、重点対策箇所の選定を市民 
 とともに進めます。また、道路維持管理については、行政の役 
 割と市民が担い協働すべき点を明確にし、多様化する住民ニ 
 ーズに対応するため、補助制度などの充実を図ります。 

・拡幅の計画は廃止したい 
・拡幅整備は時代に合っていない 
・電柱移設（裏配線）の取組は評価できる 
・無電柱化については片側だけでも進めてほしい 
・時代に合った計画への見直しや対策の重点化が必要 

【第３章全体構想（４）景観／ア歴史・文化を活かした都市
景観／これからの方針へ記載】 
・歴史的なまちなみを活かし、上山城を中心としたファサードの改 
 修、裏配線による無電柱化の検討及び統一デザインの案内サ 
 イン整備などによる景観形成の取組を進めます。また、上山城 
 周辺の景観形成を図るため、景観ガイドラインの策定を検討し 
 ます。 

②十日町～新丁の道路空間に求めること 
・交互通行の不便改善 
・スピード制限区間を設定するなどの交通安全対策 
・電柱や街灯など障害物の撤去による歩行空間確保 
・城下町の雰囲気醸成 
・旧羽州街道の名残を活かした演出や景観形成 
・色彩や表示の統一、景観条例の制定 
・観光客が歩きたくなる空間形成、仕掛けづくり 
・まちづくりの方向性の共有 

【第３章全体構想（２）交通体系／ア道路網／これからの
方針へ記載】 
・生活道路については、長寿命化修繕計画などに基づき、計画 
 的にかつ予防保全的な維持管理を行い、予算の平準化とコス 
 ト縮減を図ります。交通安全対策については、地区の要望や 
 通学路安全点検などを実施し、重点対策箇所の選定を市民 
 とともに進めます。また、道路維持管理については、行政の役 
 割と市民が担い協働すべき点を明確にし、多様化する住民ニ 
 ーズに対応するため、補助制度などの充実を図ります。 
 
【第３章全体構想（４）景観／ア歴史・文化を活かした都市
景観／これからの方針へ記載】 
・景観を阻害する広告物については、県と連携し改善を促しま 
 す。 
・歴史的な建物などの保存及び活用について検討していきます。 
 
【第４章エリア別構想／中部エリアへ記載】 
・歴史的なまちなみを活かし、上山城を中心としたファサードの改 
 修、裏配線による無電柱化の検討及び統一デザインの案内サ 
 イン整備などによる景観形成の取組を進めます。また、上山城 
 周辺の景観形成を図るため、景観ガイドラインの策定を検討し 
 ます。 
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［商工・観光・まちづくり］Q２ かみのやま温泉駅東側の土地利用 

・東側に子どもが外遊びできるようなオープンスペースがあればよい
のではないか 
・駅西側はめんごりあで室内遊び、駅東側は屋外遊びができるな 
 ど、東西で使い分けをイメージしたまちづくりを望む 
 
・駅東側は住環境として便利で住みやすい 
・未利用地を有効に活用して生活利便性を高める店舗などが立 
 地するとよい（衣料品など） 
・ビジネスホテルなどよりは、住民が商品を購入できる店舗の立地 
 のほうがよい。ただし定住人口の増加につながるものがよい 
・スーパーは充足しており、本屋なども既存商業施設内に入ればよ 
 い。宅地にすべき。 
・住環境としては利便性が高いエリアである 
・単身高齢者世帯などを対象とした集合住宅や郊外の高齢者の 
 住み替え先として検討する 
・高齢者がまちなかで活躍できるようにするための高齢者向け住宅 
 が必要である 

【第３章全体構想（３）市街地整備／基本的な考え方へ記
載】 
・かみのやま温泉駅の東西でそれぞれの役割を明確にしたまちづ 
 くりを進めます。かみのやま温泉駅東側については、都市生活 
 拠点として、市民の生活利便性を向上させ良好な居住環境 
 を形成します。かみのやま温泉駅西側については、観光、商 
 業、居住空間の混在する複合的な都市中心拠点として、観 
 光資源や文化資源を最大限に活用し、観光客の回遊性を向 
 上させ風情あるまちなみと良好な居住環境を形成します。 
 
【第３章全体構想（３）市街地整備／ア住環境／これから
の方針へ記載】 
・引き続き定住促進及び住環境の向上の取組を進めます。とく 
 に、かみのやま温泉駅東側の手未利用地については民間事 
 業者と連携し、新たな居住環境の創出、オープンスペースの確 
 保及び生活サービス拠点として必要な施設の立地が図られる 
 よう検討を進めます。 
・市営住宅については、上山市営住宅長命化計画に基づき、  
 現地建替えやまちなかへの移転など民間空き家の活用なども  
 含めた手法を検討します。また、高齢者などが安心して暮らせ  
 る環境の整備について検討を進めます。 

（まちなか居住推進に向けて） 
・住宅購入を検討する人の中には、近年の豪雨災害などを考慮し 
 て、川の近くというだけで敬遠するケースもあるため、安全な地域 
 の情報提供も必要ではないか 

安全な場所を明確に示すことは困難であるため都市マスタープラ
ンには記載しませんが、ハザードマップなどでの危険箇所の周知
は引き続き行っていきます。 

 



  
  

 

 

参考資料Ⅱ-7 

 

［商工・観光・まちづくり］Q３ 中心市街地や温泉街に若者を惹きつけるために必要な機能 

①商店街でできる観光客向けのサービス 
・観光客の利用交通手段に応じて考える必要がある 
・施設間の連携によるサービス展開が必要である 
・ソフト施策が重要 
・まちなか探訪は評判が良い 
・観光と商工が一体となった体制をつくる 

【第３章全体構想（３）市街地整備／イ都市機能／（イ）
商業・観光／これからの方針へ記載】【第 4 章エリア別構想／
中部エリアへ記載】 
・中心市街地活性化基本計画に基づき、関係団体と連携を図 
 りながら、既存店舗の魅力向上、商店街マップの活用やツアー 
 の実施及び駐車場の周知・誘導などにより、二日町プラザ、か 
 みのやま温泉観光案内所及び上山城などの集客をまちなかに 
 波及させ、中心市街地の賑わい創出に努めていきます。 

②空き店舗の利活用に向けてできること 
・中心市街地の地価が高く活用が進んでいないことから、不動産を 
 売買しやすい環境整備が必要 
・店舗と住居をセットで活用するために高齢者の住替え先を確保 
 する 
・複数の長屋を一体的に活用するために戦略的に移転を促す 

【第３章全体構想（３）市街地整備／ア住環境／これから
の方針へ記載】 
・空き家については上山市空家等対策計画に基づき、民間事 
 業者と連携し空き家バンクなどで利活用を進めます。また、空 
 き家の発生抑制のため、未然防止策を検討していくとともに、 
 空き家のリノベーションにより住宅の性能を向上させ市場への 
 流通を図っていきます。 
 
【第３章全体構想（３）市街地整備／イ都市機能／（イ） 
商業・観光／これからの方針 P.56】 
・空き店舗を活用したチャレンジショップやギャラリー、工房などの 
 スペースづくりについて検討を進めるとともに、若い世代にニーズ 
 の高い飲食店などの新規出店を誘導します。 

・中心市街地で商売を始める人以外に商売をし続ける人への助 
 成を検討する 
・今後増加が見込まれる外国人労働者など新たな需要への対応 
 が必要 

現時点で対応できるものではないため記載しません。 

・まちづくりの方向性の共有による演出や出店したいと思わせる仕 
 掛けを検討する 

【第３章全体構想（４）景観／ア歴史文化を活かした都市
景観／これからの方針へ記載】【第４章エリア別構想／中部エ
リアへ記載】 
・歴史的なまちなみを活かし、上山城を中心としたファサードの改 
 修、裏配線による無電柱化の検討及び統一デザインの案内サ 
 イン整備などによる景観形成の取組を進めます。また、上山城 
 周辺の景観形成を図るため、景観ガイドラインの策定を検討し 
 ます。 

③中心市街地に不足する業種 
・子ども連れで入れる飲食店 

【第３章全体構想（３）市街地整備／イ都市機能／（イ）
商業・観光／これからの方針へ記載】【第 4 章エリア別構想／
中部エリアへ記載】 
・中心市街地活性化基本計画に基づき、関係団体と連携を図 
 りながら、既存店舗の魅力向上、商店街マップの活用やツアー 
 の実施及び駐車場の周知・誘導などにより、二日町プラザ、か 
 みのやま温泉観光案内所及び上山城などの集客をまちなかに 
 波及させ、中心市街地の賑わい創出に努めていきます。 

④二日町プラザから商店街へ回遊させる仕組み 
・駐車場がまとまってあるとより利便性が高まるのではないか 
・商店街をベビーカーや子どもの手を引いて歩きやすい歩行空間が 
 必要である 
・子どもを預けている間に母親が買い物や息抜きを楽しめる商店 
 街や温泉街のサービス検討 
 
・割引など魅力的なソフト施策の取組※再掲 

⑤二日町プラザに追加する機能 
・二日町プラザに集まる若い世代へ市民主導で広報する 
・市民主導によるスピーディーで観光客のニーズに合った情報提供 
 が必要 

都市マスタープランに記載すべき内容ではないので記載しません
が、公共施設の利用のあり方について、検討していきます。 

その他 
・小学校高学年以上が自由にスポーツなどで遊べる場所がない 
・若い世代とその子どもたちが魅力を感じるものが少ない 
・施設などへ出向かなくても集える場があるとよい 
・夏場に水遊びできる場所は残していきたい 

【第３章全体構想（３）市街地整備／イ都市機能／（イ） 
商業・観光／これからの方針へ記載】 
・中心市街地活性化基本計画に基づき、関係団体と連携を図  
 りながら、既存店舗の魅力向上、商店街マップの活用やツアー 
 の実施及び駐車場の周知・誘導などにより、二日町プラザ、か 
 みのやま温泉観光案内所及び上山城などの集客をまちなかに 
 波及させ、中心市街地の賑わい創出に努めていきます。 
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［商工・観光・まちづくり］Q４ 駐車場整備の必要性 

・絶対数は足りているが、小規模でわかりにくい 
・地元民は駐車場の場所を知っているが、観光客など市外から来 
 た人への案内がない 
・観光の出発拠点になるメインの駐車場があってもよい 
・中部地区公民館での活動が多くなり、十日町の駐車場が不足 
 することがある 
・二日町プラザなど少し離れた駐車場に停めて施設まで歩くという 
 使い方が浸透していない 
・無料券があっても発券機付駐車場は利用が進んでいない 

【第３章全体構想（３）市街地整備／イ都市機能／（イ） 
商業・観光／これからの方針へ記載】【第４章エリア別構想／
中部エリアへ記載】 
・中心市街地活性化基本計画に基づき、関係団体と連携を図 
 りながら、既存店舗の魅力向上、商店街マップの活用やツアー 
 の実施及び駐車場の周知・誘導などにより、二日町プラザ、か 
 みのやま温泉観光案内所及び上山城などの集客をまちなかに 
 波及させ、中心市街地の賑わい創出に努めていきます。 
 
【第３章全体構想（４）景観／ア歴史・文化を活かした都市
景観／これからの方針へ記載】【第４章エリア別構想／中部エ
リアへ記載】 
・歴史的なまちなみを活かし、上山城を中心としたファサードの改 
 修、裏配線による無電柱化の検討及び統一デザインの案内サ 
 イン整備などによる景観形成の取組を進めます。また、上山城 
 周辺の景観形成を図るため、景観ガイドラインの策定を検討し 
 ます。 

・子育て世帯や高齢者福祉施設の大きな車両でも使いやすいよ 
 うに区画を見直していく必要がある 

現時点でニーズを把握していないため記載しませんが、検討して
いきます。 

 
［商工・観光・まちづくり］Q５ クアオルト構想 

・市民や観光客が気軽に参加できる工夫をしてはどうか 
・高齢者の健康のためといったイメージが強いため、若い人を惹きつ 
 ける工夫も必要である 

都市マスタープランに記載するべき具体的な話がないので記載し
ませんが、クアオルトリーディングプロジェクトに基づき検討していき
ます。 

・葉山温泉は坂道やカーブが多いため、部分的に消融雪設備が 
 必要である 

【第３章全体構想（２）交通体系／ア道路網／これからの
方針へ記載】 
・生活道路については、長寿命化修繕計画などに基づき、計画 
 的にかつ予防保全的な維持管理を行い、予算の平準化とコス 
 ト縮減を図ります。交通安全対策については、地区の要望や 
 通学路安全点検などを実施し、重点対策箇所の選定を市民 
 とともに進めます。また、道路維持管理については、行政の役 
 割と市民が担い協働すべき点を明確にし、多様化する住民ニ 
 ーズに対応するため、補助制度などの充実を図ります。 

 

［商工・観光・まちづくり］Q６ 新規 ICの活用について 

・IC から中心市街地や上山城への誘導が大事 
・市街地やフルーツラインへの案内誘導をわかりやすくする 
・誘導するためにも中心部の魅力や受け皿が必要 
・若者の流出防止のためにも大企業の誘致を望む 
・企業誘致には労働力確保が課題であり、そのために街の魅力や
住みやすさのアピールが重要である 

【第３章全体構想（１）土地利用／ウ工業系土地利用／こ
れからの方針へ記載】 
・かみのやま温泉インター産業団地について、本市の新たな産業 
 拠点として周辺の環境保全に配慮しながら高度利用を推進 
 するとともに、山形上山 IC周辺については、今後の需要を踏 
 まえながら企業誘致や基盤整備のあり方について検討します。 
 まちなかの大規模な工場については、建て替えなどのタイミング 
 に合わせて、産業拠点などへの移転・集約化を誘導します。跡 
 地については周辺環境との調和に留意し、適切な土地利用を 
 図ります。既存企業については、増設などによる高度利用を促 
 します。 
 
【第３章全体構想（２）交通体系／ア道路／これからの方
針へ記載】 
・かみのやま温泉 IC と中心市街地や観光果樹園を連絡する幹 
 線道路については、本市の新たな玄関口として道路案内標識 
 などの整備や市の情報発信を行うことで、ハード・ソフト両面か 
 ら市内への案内誘導を行います。 
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［介護・福祉］Q１ 高齢者世帯を取り巻く生活サービスの状況 

①デイサービスや施設の利用状況 
・在宅介護にどう関わっていくかがデイサービス施設の今後のあり方 
 と考えている 
・介護人材の不足に対応してボランティア活用への転換が当面の 
 課題である 
・将来にわたって介護難民を出さないことが目標 
・健康寿命の延伸のための予防や健康教育が非常に大切 

【第３章全体構想／基本方針２ 暮らし続けられるまち／効
率的な基盤づくりと健康なまちづくり にクアオルトや健康寿命の
延伸について記載】 
・歳出の抑制に向けて、人口規模に応じた既存公共施設の配 
 置見直しや施設の多機能化、長期未着手となっている都市 
 計画道路の見直しなどを進めるとともに、上山型温泉クアオル 
 ト構想を推進し市民一人一人の健康増進による医療費の増 
 加抑制に努め、無理な市民負担をさせない「効率的な基盤づ    
 くりと健康なまちづくり」を目指します。 

②共助の体制 
・まちなかほど薄れているため、まちなかにおけるコミュニティの維持が 
 課題である 
・周辺部はまだつながりがあるものの、高齢化により支え合いが困 
 難となることが懸念される 
・特に共助での対応が急務となっているのは、除雪と移動手段の 
 確保である 

【第５章実現化方策／（１）取組体制／１市民の役割へ
記載】 
・地域づくりに参加するなどして互いに暮らしやすい地域社会を 
 実現するように努めます。 

③公共交通の利用状況や課題 
・既存の市営バスや市営予約制乗合タクシーは、高齢者にとって 
 は使いにくいため、ほとんど利用されていない 
・高齢者にとってはバス利用に伴う様々な手間が抵抗感を強くして 
 いる 
・ドアツードアでいつでも自由に行けることが理想 
・ノンステップ車両も必要 

【第３章全体構想（２）交通体系／イ交通／これからの方
針へ記載】 
・市営バス及び市営予約制乗合タクシーについては、引き続き 
 利用者ニーズの把握に努め、より使いやすい運行サービスの実 
 現を目指します。 

④宅配、買物代行サービスについて 
・需要はある 
・周辺部では既存の宅配サービスを利用しているが、中心部では 
 サービスが空白となっているかもしれない 
・宅配とあわせて高齢者の見守りができるとよい 
・宅配より送迎バスや移動販売の方が高齢者の外出を促すうえで 
 も良いと感じる 

【第３章全体構想（３）市街地整備／イ商業・観光／これ
からの方針へ記載】 
・まちなかへの外出が困難な方への対応として、民間事業者との 
 連携による新たな商業サービスの活用について、必要な取組 
 や検討を進めます。 
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［介護・福祉］Q２ 福祉関係施設など 

①福祉施設の整備方針 
・健康寿命の延伸の取組が非常に重要 
・人口の動向から施設を増やす方向ではないが、高齢者の自立を 
 助けるグループホームなどは一定数確保したほうがよい 

【第３章全体構想／基本方針２ 暮らし続けられるまち／効
率的な基盤づくりと健康なまちづくりにクアオルトや健康寿命の延
伸について記載】 
・歳出の抑制に向けて、人口規模に応じた既存公共施設の配 
 置見直しや施設の多機能化、長期未着手となっている都市 
 計画道路の見直しなどを進めるとともに、上山型温泉クアオル 
 ト構想を推進し市民一人一人の健康増進による医療費の増 
 加抑制に努め、無理な市民負担をさせない「効率的な基盤づ 
 くりと健康なまちづくり」を目指します。 

②高齢者世帯の居住の集約 
・サービス付高齢者住宅は、市内高齢者の所得水準から現実的 
 ではない 
・温泉資源を活用したシェアハウスや共同住宅などが望ましい 
・高齢者のひとり暮らしなどは行政支援が不可欠であり、そういった 
 面からも集まって暮らす視点は必要 

【第３章全体構想（３）市街地整備／ア住環境／これから
の方針へ記載】 
・市営住宅については、上山市営住宅長寿命化計画に基づ 
 き、現地建替えやまちなかへの移転など民間空き家の活用な 
 ども含めた手法を検討します。また、高齢者などの住宅確保要 
 配慮者が安心して暮らせる環境の整備について、検討していき 
 ます。 

③高齢者の住替え 
・高齢者がまちなか移住するための受け皿の整備は需要がある 
・防災面でも安全な場所への住替え需要はあるが、住替え先の   
 確保が必須 

④高齢者が活躍できる場 
・まちなかで生きがいや趣味の発表の場があれば需要はあると思う 
・高齢者がまちなかで商売や就労できる仕掛けが必要 

【第３章全体構想（３）市街地整備／イ都市機能／（イ） 
商業・観光／これからの方針へ記載】 
・空き店舗を活用したチャレンジショップやギャラリー、工房などの 
 スペースづくりについて検討を進めるとともに、若い世代にニーズ 
 の高い飲食店などの新規出店を誘導します。 

その他 
・カラー舗装や電柱などの移設による歩行空間の確保に取り組ん 
 でほしい 

【第３章全体構想（２）交通体系／ア道路網／これからの
方針へ記載】 
・生活道路については、長寿命化修繕計画などに基づき、計画 
 的にかつ予防保全的な維持管理を行い、予算の平準化とコス 
 ト縮減を図ります。交通安全対策については、地区の要望や 
 通学路安全点検などを実施し、重点対策箇所の選定を市民 
 とともに進めます。また、道路維持管理については、行政の役 
 割と市民が担い協働すべき点を明確にし、多様化する住民ニ 
 ーズに対応するため、補助制度などの充実を図ります。 
 
【第３章全体構想（４）景観／ア歴史・文化を活かした都市
景観／これからの方針へ記載】 
・歴史的なまちなみを活かし、上山城を中心としたファサードの改 
 修、裏配線による無電柱化の検討及び統一デザインの案内サ 
 イン整備などによる景観形成の取組を進めます。また、上山城 
 周辺の景観形成を図るため、景観ガイドラインの策定を検討し 
 ます。 
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［不動産・建築］Q１ 上山市内における空き家対策 

①配慮する事項や対策を進める上での課題 
・空き家の戦略的な管理や活用に向けた取組 
・地形的制約や接道義務の関係で活用しにくい区画が中心部ほ 
 ど多い 
・問題となる空き家の多くは、そのままでは活用しにくい 

第３章全体構想（１）土地利用／ア住居系土地利用／こ
れからの方針へ記載】【第３章全体構想（３）市街地整備／
ア住環境／これからの方針へ記載】 
・民間事業者の宅地供給を支援していくとともに、産学官の連 
 携によるランドバンク（小規模連鎖型区画再編事業）を推 
 進します。 

②対策を進める際に必要な工夫や取組 
・バリアフリーや設備面で住宅のままでは活用しにくいものは店舗な 
 どへの用途替えが有効である 
・単身高齢者世帯など、近い将来空き家になる可能性の高いも 
 のについて、相続の事前協議を進めるなど先手を打つことが必要 
・建築的価値のある建物を残して活用する取組も必要 

【第３章全体構想（３）市街地整備／（ア）住環境／これ
からの方針へ記載】 
・空き家については上山市空家等対策計画に基づき、民間事 
 業者と連携し空き家バンクなどで利活用を進めます。また、空 
 き家の発生抑制のため、未然防止策を検討していくとともに、 
 空き家のリノベーションにより住宅の性能を向上させ市場への 
 流通を図っていきます。 
 
【第３章全体構想（３）市街地整備／（イ）商業・観光／
これからの方針へ記載】 
・城下町や温泉町といった情緒あふれる景観を活用した市街地 
 の賑わい創出に向けて、空き家、空き店舗、空き蔵などを活用 
 し、市街地の回遊性を高める魅力の創出に努めます。 
 
【第３章全体構想（４）景観／ア歴史・文化を活かした都市
景観／これからの方針へ記載】 
・歴史的な建物などの保存・活用について、検討していきます。 

③対策を進める際に必要な工夫や取組 
・建築的価値のある建物を残して活用する取組 
 

【第３章全体構想（３）市街地整備／（ア）住環境／これ
からの方針へ記載】 
・空き家については上山市空家等対策計画に基づき、民間事 
 業者と連携し空き家バンクなどで利活用を進めます。また、空 
 き家の発生抑制のため、未然防止策を検討していくとともに、 
 空き家のリノベーションにより住宅の性能を向上させ市場への 
 流通を図っていきます。 
 
【第３章全体構想（３）市街地整備／（イ）商業・観光／
これからの方針へ記載】 
・城下町や温泉町といった情緒あふれる景観を活用した市街地 
 の賑わい創出に向けて、空き家、空き店舗、空き蔵などを活用  
 し、市街地の回遊性を高める魅力の創出に努めます。 
 
【第３章全体構想（４）景観／ア歴史・文化を活かした都市
景観／これからの方針へ記載】 
・歴史的な建物などの保存・活用について、検討していきます。 

・私設水道管が多く残っており、購入者の負担が大きくなる場合も 
 あり、流通が進まないため、公共的に活用する協定や条例も検 
 討してほしい 

現時点で対応できるものではないため都市マスタープランには記
載しませんが、今後の水道施策を進めるうえで参考とします。 
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［不動産・建築］Q２ 上山市内での居住誘導（住替え） 

①高齢者の住替えニーズ 
・便利なところや平坦なところへのニーズが高いが地価が高い 
・集合住宅なども斜面地に立っており、ニーズと合っていない 

居住誘導（住替え）については、立地適正化計画の中で具
体的に検討していきます。 

②若い世代の住替えニーズ 
・中心市街地は近所付き合いが面倒なイメージがあり、敬遠され 
 ている 
・矢来や美咲町など南小学校区が人気 

③市内特有の住替えニーズ 
・平坦なところが市街化調整区域や農業振興地域となっており、 
 ニーズと土地利用規制が合っていない 

④将来的な開発見込み 
・将来を見据えた用途地域の見直しが必要 
・市街化区域内で接道義務や水道管の問題から候補地がほとん 
 どない 
・用途指定が細かすぎることも、開発が進まない理由である 

【第３章全体構想（１）土地利用／ア住居系土地利用、イ
商業系土地利用、ウ工業系土地利用／これからの方針へ記
載】 
・現状で工業系の利用がされていない工業系用途地域について 
 は、用途地域の見直しを検討します。 

⑤-1不動産需要 
・買い手がつくまで相続しない案件が多い 
・農地付き空き家の活用も増えており、農地と空き家をセットで流 
 通できる仕組みも重要 

【第３章全体構想（３）市街地整備／ア住環境／これから
の方針へ記載】 
・空き家については上山市空家等対策計画に基づき、民間事 
 業者と連携し空き家バンクなどで利活用を進めます。また、空 
 き家の発生抑制のため、未然防止策を検討していくとともに、 
 空き家のリノベーションにより住宅の性能を向上させ市場への 
 流通を図っていきます。 
 
【第３章全体構想（５）緑と水／都市における農地／これか
らの方針へ記載】 
・農地の多面的機能の保全及び農地の機能低下防止のため、 
 担い手などへの農地集約を図るとともに、小規模な農地につい 
 ては周辺の空き家と併せて取引できる仕組みを検討します。 

⑤-2建築関係の需要 
・水回りのリフォームなどは増えている 
・余裕のある高齢者は、老後のために減築するケースも出ている 

― 

 
［不動産・建築］Q３ 立地適正化計画を策定することによる不動産市場で想定される影響 

・既存の都市施設のみでなく、地形的制約、ライフラインの実態、 
 建築条件などを踏まえて居住誘導区域などのを設定してほしい 

区域の設定については、立地適正化計画の中で具体的に対応
検討していきます。 

・駅東西のまちづくりのテーマなど土地利用の方針の明確化につい 
 ては賛同できる 

【第３章全体構想（３）市街地整備／基本的な考え方へ記
載】 
・かみのやま温泉駅の東西でそれぞれの役割を明確にしたまちづ 
 くりを進めます。かみのやま温泉駅東側については、都市生活 
 拠点として、市民の生活利便性を向上させ良好な居住環境 
 を形成します。かみのやま温泉駅西側については、観光、商 
 業、居住空間の混在する複合的な都市中心拠点として、観 
 光資源や文化資源を最大限に活用し、観光客の回遊性を向 
 上させ風情あるまちなみと良好な居住環境を形成します。 

・景観ルールなどの規制についてもっと厳しく設定してもよいのでは 
 ないか 

【第３章全体構想（４）景観／ア歴史・文化を活かした都市
景観／これからの方針に景観ガイドラインの検討について記載】 
・歴史的なまちなみを活かし、上山城を中心としたファサードの改 
 修、裏配線による無電柱化の検討及び統一デザインの案内サ 
 イン整備などによる景観形成の取組を進めます。また、上山城 
 周辺の景観形成を図るため、景観ガイドラインの策定を検討し 
 ます。 

 


