
平成３０年度

　　具体的取組 実施内容
３０
年度

３１
年度

３２
年度

３３年度
以降

進捗状況 事業内容 問題点（未達成）及び次年度以降に向けた課題等
所管課
実施団体

（１）ヘルスツーリズムの普及拡大によるビジ
ネスモデルの構築

宿泊型新保健指導ツアーや福利厚生旅行等、来
訪者の受入体制整備や、企業等の健康経営支援
を切り口としたヘルスツーリズムの普及拡大に
よるビジネスモデルの構築

◇宿泊型新保健指導事業の実施（9回）
◇協定締結企業と連携を強化し、企業社員や
OB、顧客等の健康づくりを実施
◇首都圏企業と「健康づくりの増進に関する包
括的連携協定」の締結、連携事業の実施
◇宿泊型新保健指導事業における保健指導実施
機関候補先の選定及び全体コーディネーター候
補先との具体的な協議、民間主導によるヘルス
ツーリズム受入体制具体案の提案
◇健康経営に関心の高い首都圏等企業への業務
提携提案
◇健康経営を切り口としたクアオルト事業活用
提案、健康経営セミナー開催（市内2回）

○

◇宿泊型新保健指導事業の実施（9回/86人）
◇協定締結企業と連携を強化し、企業社員や
OB、顧客等の健康づくりの実施、連携事業の実
施（セミナー・社内イベント・東北6県イベン
ト　計3回）
◇首都圏企業と「健康づくりの増進に関する包
括的連携協定」の締結（1社）、連携事業の実
施（市民体力測定会・高齢者安心見守りサービ
ス事業・クアオルト健康講座ほか）
◇宿泊型新保健指導事業における保健指導実施
機関候補先の確保（1社）及び全体コーディ
ネーター候補先（1社）との具体的な協議
◇健康経営に関心の高い企業及び旅行会社への
クアオルト事業活用提案（約40社）
◇ヘルスツーリズムシンポジウムの開催（1回
/58人）
◇市内企業向け健康経営セミナーの開催（1回
/25社60人）

民間主導による、ヘルスツーリズムの普及拡大を軸と
したビジネスモデル構築　◇受入体制（ワンストップ
窓口・コーディネート機能）の強化◇健康経営及び健
康に関心の高い企業・個人の活用に向けたアプローチ

クアオルト推進室
上山市温泉クアオルト
協議会

（２）地域資源を活用した多様な滞在型プラン
の開発・提供

◇地域資源を活用した多様な旅行商品の企画・
造成
◇首都圏企業・健康保険組合、旅行会社等に対
する営業活動の実施
◇「ヘルスツーリズム認証」国内第１号認証取
得に向けた各種支援、認証プログラムを基にし
た旅行商品化の推進
◇健康を切り口とした滞在型プランの造成及び
販売
◇協定締結企業及び健康食品関連事業者等との
連携によるツアーの受入
◇観光客を対象としたウォーキング商品の提供
◇インバウンド向け健康×長期滞在のプログラ
ムニーズ調査と具現化
◇文化芸術面からの滞在型プランの開発・提供

◇「ヘルスツーリズム認証」への申請支援
◇「ヘルスツーリズム認証」プログラムを基に
した旅行商品化
◇彩食健美ツアーの受入
◇協定締結企業及び健康食品関連事業者、旅行
業取得の観光物産協会と連携したツアーの受入
◇県内外医療機関「患者の会」及び大手百貨店
に対する宿泊・日帰りツアーの提案
◇空色・暮色ウォーキングの開催
◇復興庁補助事業「新しい東北」交流拡大モデ
ル事業（広域型）への協力
◇レンタサイクルの実施
◇上山音楽祭“ル・シャトーかみのやま2019”
への協力

○

◇ヘルスツーリズム目的（福利厚生旅行、宿泊
型新保健指導事業、視察等を含む）とした宿泊
客数（1,731人）
◇「ヘルスツーリズム認証」への申請支援、認
証取得（5事業者）
◇「ヘルスツーリズム認証」プログラムを基に
した旅行商品造成
◇彩食健美ツアーの受入（4回/19人）
◇協定締結企業及び健康食品関連事業者、旅
館、旅行業取得の観光物産協会と連携したツ
アーの受入
◇協定締結企業・保険新商品における顧客向け
ウォーキング体験ツアー宿泊プランの展開
◇空色・暮色ウォーキングの開催（60回/462
人）
◇「東北プロモーションin台湾」への参加
◇海外旅行会社（韓国・台湾）ファムツアー、
旅行商品造成に向けた視察の受入（3社）
◇復興庁補助事業「新しい東北」交流拡大モデ
ル事業（広域型）への協力
◇上山音楽祭“ル・シャトーかみのやま2019”
への協力

◇ヘルスツーリズムを目的とした誘客先の選定、ニー
ズに応じた多様な滞在プログラムの開発、健康への価
値や費用対効果の明確化
◇「ヘルスツーリズム認証」認証取得によるメリット
の明確化、市内事業者へのさらなる拡大、法人向けの
効果的なプロモーション
◇インバウンド受入におけるヘルスツーリズムの方向
性に係る検討

観光課
クアオルト推進室
上山市温泉クアオルト
協議会
上山市観光物産協会

（３）他地域との広域連携による商品の開発
やまがた広域観光協議会等の広域事業における
情報共有や発信

情報共有と発信 ○ 必要に応じて情報共有を実施
広域連携による商品化については、クアオルト事業に
取り組む地域間の温度差がある

観光課

（１）ワインを活用した企画の実施 ワインバルやワインツーリズムの支援

◇ワインバルへの支援
◇ワイナリーのPR
◇ワインの消費拡大に向けた購入支援
◇ワインツーリズムへの支援

○ ワインバル、ワインツーリズムを支援
ワインバルの自立化やワインツーリズムの充実化に向
けた新たな事業展開

農業夢づくり課
観光課
かみのやまワインの郷
プロジェクト協議会
上山市観光物産協会

（２）上山城周辺・温泉城下町商店街の形成

◇温泉城下町の雰囲気が漂う商店街として魅力
を高めるため、内外装の改修を支援
◇「いろは市」等の商業祭を定期的に開催する
など商店街への観光客の誘導と取り込み

◇ファサード改修補助
◇空き店舗等改修補助
◇各商店街が取り組む「市」への観光客の誘導
（観光案内所で観光客へチラシ等により積極的
に紹介）

○

◇空き店舗等の改修に関する補助（3件）
◇商業祭等（十日町いろは市、石崎かっぱ市、
駅前黄金市等）の開催に対して補助（来場者数
16,683人）、観光案内所にチラシを設置するな
ど商店街への観光客の誘導と賑わい創出を図っ
た
◇ファサード改修に対する補助（2件）

◇空き店舗等の改修に対して補助制度の活用による新
規出店を継続的に促すとともに、定期的な商業祭の開
催による商店街への観光客の誘導を進め、賑わい創出
によるまちの魅力向上を図る
◇市民の景観に対する意識の醸成や、制度の継続的な
周知による早期申請の促進

建設課
商工課

（３）二次交通の整備（市内観光スポット間の
運行）

市内観光スポット間の期間限定運行（季節限
定、週末など）　※例：（春）駅⇔果樹園と楢
下　（秋）旅館⇔ワイナリー

ワンウェイタクシーの実施 ○
JRサクランボ狩りツアー参加者を対象に、異動
対策としてワンウェイタクシーを実施

JRツアー参加者の減少もあり、利用件数が減少 上山市観光物産協会

（１）観光情報発信拠点の強化 まちなかへの観光物産情報発信拠点の強化
◇かみのやま温泉観光案内所の円滑な運営
◇かみのやま温泉観光案内所で観光PR動画を放
映

○

外国人対応の専門スタッフの配置など、かみの
やま温泉観光案内所の円滑な運営に努めるとと
もに、観光PR動画を放映し、本市観光地のPRを
実施

テナント利用者増を含め、来館者数の向上を図るため
のイベントなどの対策が必要

観光課
上山市観光物産協会

（１）まち案内コンテンツの開発 観光情報集約の仕組みづくりと共有
観光物産協会や観光案内所との定期的な共有会
議の開催

△
不定期の開催となったが、関係者と案内所にお
ける情報発信等について協議を実施

関係者による情報共有に向けた、定期的な意見交換の
場の設置

観光課
上山市観光物産協会

１　心と体がうるおう多様な滞在プランの開発・提
供

２　食と景観を活用したまちの魅力向上（＝うまい
もの楽しいものめぐりの実施）

３　情報発信の強化（＝観光物産交流施設の整備）

４　まち案内アプリケーションの開発

＜状況：◎完了、○実施中（継続）、△次年度、×取組なし又は未定＞

事業名

事業内容等

スケジュール 平成３０年度実績

４　ワクワク温泉城下町プロジェクト　平成３０年度フォローアップ



（２）観光客情報の収集・分析 専門機関と連携したアンケート分析の実施 旅館等の観光関係者からの調査・分析の実施 ○
満足度調査を実施し、観光客の属性、満足度等
の観光データをアンケート形式により収集し、
当エリアの実態や課題を分析

調査を継続的に実施することによる、多くの情報を収
集し観光振興に活かすデータの蓄積

観光課
山形・上山・天童三市
連携観光地域づくり推
進協議会

（１）首都圏、仙台圏での地域情報発信
上山市関係者が一体となった観光PR・物産イベ
ントの開催

東京日本橋や仙台駅での物産イベントの実施 ○ かみのやまフェアを実施（1回・仙台駅） 出店を希望する業者が減少しており、その確保が困難

観光課
クアオルト推進室
上山市温泉クアオルト
協議会

（２）個人顧客向け情報発信 農家・商店等顧客に対する上山の地域情報発信
物産イベント等で観光果樹園やこんにゃく専門
店がサクランボや自社製品を個人顧客に販売・
発送する際に観光情報紙やチラシを同封

○
仙台三越前イベントやかみのやまフェアにおい
て実施

個人向けの、安価だがデザイン性が高く効果的なチラ
シを大量に確保するなど宣伝ツールが必要

観光課
上山市観光物産協会

（３）観光エージェント向け営業の強化
長期滞在プログラムなどのセット商品を旅行代
理店へ積極的にセールス

仙台や首都圏の旅行代理店へ具体的な旅行商品
造成に向け積極的にセールス

○
復興庁事業やヘルスツーリズム認証制度による
旅行商品造成に向けて、大手旅行代理店がモニ
ターツターを実施するなどの動きが出てきた

モニターツアーからの商品造成や販売先の確保

観光課
クアオルト推進室
上山市温泉クアオルト
協議会

（１）観光に対する意識の向上
ホスピタリティの啓発、市民一人ひとりが観光
ボランティアという意識の醸成

学校等における祭参加やホスピタリティを持っ
た観光受入への呼びかけ

○
上山小学校の児童が、オリジナルパンフレット
やポスターを制作し、観光客らにプレゼント

観光に対する理解・意識醸成には時間を要する
観光課
上山市観光物産協会

（２）市民による観光客向け地域情報の発信
市民に旬な観光情報や地域情報を提供し、市民
がその情報を来訪者や観光客に伝えられる取組
を実施

かみのやま温泉観光案内所における市内イベン
ト情報等の発信

○
かみのやま温泉観光案内所に地域内イベントの
チラシを配架するなどして情報提供

配架やストックするスペースが不足（物理的問題）

観光課
クアオルト推進室
上山市温泉クアオルト
協議会
上山市観光物産協会

５　観光プロモーションの実施

６　みんなでおもてなしの実施


