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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（最大13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、連携事業を実
施
◇宿泊型新保健指導ツアー、ヘルスツーリズム
など、民間主導における受入体制の確立
◇健康経営に関心の高い企業への事業活用提案

○

◇上山版ヘルスツーリズムの今後の方向性（定
義付け、ニーズ調査、多様な商品造成、導入先
へのアプローチ手法、地域が儲かる仕組みづく
りなど）について地域関係者で協議（1回）
◇宿泊型新保健指導事業の実施（10回/89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（社内イベント1回）
◇宿泊型新保健指導事業における新たな保健指
導実施機関1社との連携（2回）及び全体コー
ディネーター（1社）への本格移行準備
◇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（42社）
◇首都圏健康保険組合に対する宿泊型新保健指
導事業に係る提案DMの送付（約100健保）

◇上山版ヘルスツーリズムの定義付けは、本市で様々
な滞在プログラムを楽しむことができ、“心と体がう
るおう”体験ができるまちという考え方で整理する。
今後、行政側で定義付けや方向性を明示した上で、連
携団体等については、求める役割分担の明確化が必要
◇キーワードは長期滞在をいかに促していくか、お客
様目線でここに来ないと体験できない、多様性のある
滞在プログラムを作っていくことが重要。昨今のコロ
ナ禍において、健康の大切さや三密を避けて自然の中
で過ごすことの大切さが注目される中、プロモーショ
ンの仕方や売り方の工夫を含め、社会状況に対応した
早急な仕かけが必要
◇宿泊型新保健指導事業は、これまで課題であった保
健指導実施機関が2機関確保でき、受入体制が整備され
たことから、今後、誘客促進活動を積極的に実施

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」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、法人向けプロモーションの展開
◇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、旅行
会社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」市内事業者のさら
なる拡大と申請支援
◇「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、旅行会社等に対する提案
◇首都圏企業・健康保険組合向けモニターツ
アーの実施
◇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、観光
物産協会、旅館、旅行会社等と連携したツアー
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
◇県外大手百貨店に対するウォーキングツアー
の提案
◇空色・暮色ウォーキングの開催
◇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
◇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2020”
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（899人）
◇「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（2社）
◇彩食健美ツアーの受入（3回/16人）
◇協定締結企業及び観光物産協会、旅館、旅行
会社等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（91回/608
人）
◇台湾、タイの旅行博への参加
◇海外旅行会社（台湾・タイ・中国）ファムツ
アー、旅行商品造成に向けた視察の受入（3
社）
◇レンタサイクルの実施（7人）
◇上山音楽祭“ル・シャトーかみのやま2020”
の中止（新型コロナウイルス感染拡大のため）

◇前年度（1,731人）より減少した主な要因は、大規模
ツアーの不催行、新型コロナウイルス感染拡大の影響
で上山音楽祭が中止になったこと等による。一方で、
ヘルスツーリズムに対するニーズは高まりつつあり、
継続的な取組が必要
◇「ヘルスツーリズム認証」は、現段階では取得後の
メリットが不明確のため、申請事業者数が鈍化
◇インバウンドに関しては、トレッキングの需要が高
くウォーキングや健康をテーマにした旅行を売るに
は、魅せ方の工夫が必要

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
取り組む地域間で温度差が発生

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
新型コロナウイルスの感染防止策を講じた上で、ワイ
ンツーリズムの開催方法や消費拡大に向けた取組につ
いて検討が必要

農林夢づくり課
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（1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
13,160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実施
◇ファサード改修に対する補助（1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、商業祭については、
新たな生活様式に対応した開催手法や体制等を検討
◇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運行 ○
◇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
◇レンタサイクルの実施

◇JRツアー参加者の減少もあり、利用件数が減少
◇新型コロナウイルスの影響もあり、今後の事業展開
の見直しが必要

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

○
自動翻訳機等を活用し、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、観光地のPRを実施

◇外国語対応スタッフの不足
◇新型コロナウイルス対応を進めながら利用者増を図
ることが必要

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

○
不定期開催が課題であった意見交換会を、昨年
度後半より定期的に開催し、活発な意見交換を
実施（2回）

新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮した案内コン
テンツの開発など、定期的な意見交換の場が必要

観光課
上山市観光物産協会

（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 ○

◇旅館関係者との意見交換会の開催（2回）
◇宿泊施設でのアンケート調査を実施し、観光
客の属性や本市を選んだ目的等を収集し、実態
や課題を分析

調査協力施設を増やし、より多くのデータ収集が必
要。また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
らも、アンケートの手法にオンラインを活用するな
ど、容易かつ効率よく調査を進める工夫が必要

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　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

４　ワクワク温泉城下町プロジェクト　令和元年度フォローアップ ＜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 令和元年度実績



（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 ○
◇かみのやまフェアの開催（1回/仙台駅）
◇日本橋イベントスペース物産展の開催（1回/
日本橋）

日本橋で共同開催していた和歌山県田辺市が不参加と
なったことで、今後は、開催場所等も見極めながらよ
り効果的な、かつ新型コロナウイルスの感染防止策を
講じた上で、首都圏での情報発信の手法について検討
が必要

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

新型コロナウイルス感染拡大を鑑み、大勢で交流を図
りながらの宣伝が困難になったことから、より効果的
な情報発信について検討が必要

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

○

◇東北観光復興対策交付金を活用し、海外エー
ジェントに対しアクティビティとしてのクアオ
ルトではなく、健康を切り口にした商品を紹介
◇宮城県名取市旅行代理店と連携し、東北中央
自動車道開通に伴う宿泊プランを造成

◇新型コロナウイルス感染拡大により、観光商品のオ
ペレーションが変化
◇国の支援制度を活用した営業展開

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、地域おこし協力隊と協
力し、英語で上山を紹介したパンフレットを作
成
◇観光ボランティアガイドによる案内ボラン
ティアの実施

◇学校の授業を通して観光について学び、観光振興に
取り組むことに対して積極的に協力
◇実際に観光客と触れる観光ボランティアガイドにお
ける、新型コロナウイルス感染を不安視しないよう、
感染防止対策に係る検討

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

新型コロナウイルス感染拡大により、チラシを手渡し
たり不特定多数の人が触れるものを用意したりするこ
とが困難な状況であることから、オンラインなどを活
かした情報提供の充実などを検討

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

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


