３．中心市街地の活性化の目標
３つの基本方針に基づいて２つの目標を設定するとともに、目標達成状況を把握するた
めに目標指標を設定する。
基本方針１
歴史・地域資源を活かした
健康で歩きたくなるまち

基本方針２
生活者と旅行者が
集まる活気あるまち

基本方針３
人と人が結びつく
居心地良いまち

目標１

目標２

市民及び観光客の回遊促進・商店街の利用促進
による賑わい創出

市民及び観光客の居場所づくり・
市民活動の拡大による賑わい創出

目標指標
歩行者通行量

目標指標
まち中の交流施設利用者数

＜目標達成に向けたプログラム＞
これらの目標達成に向けた取組みは、相互に連動している。生活者（市民）と観光関係
者の協働による地域資源の再発掘からスタートし、それを市民及び観光客の回遊や、地産
地消、特徴ある個店づくりへとつなげ、まち中に活気を呼び戻し、そうして生まれた中心
市街地の活力が、次なる市民活動・商店会活動を誘発し、そのエネルギーをもって、さら
なる魅力向上に向けた取組みの持続的展開につなげる。
(１) 目標１ 市民及び観光客の回遊促進・商店街の利用促進による賑わい創出
温泉、上山城、武家屋敷、登録文化財等の歴史資源、食文化などの地域資源を活用し、
住んでいる人にとっても旅行者にとってもまち歩きができる魅力的な中心市街地をつ
くる。
また、市民の日常の買物や通院等の場であると同時に、多くの観光客が訪れ交流する
場として、中心商店街の利用者増加による賑わいの再生を目指す。
①

目標設定の考え方
市民の健康増進及び交流人口の拡大を目的に上山型温泉クアオルト構想による事業
を展開し、国内初の取り組みである気候性地形療法によるウォーキングなど温泉保養
地での滞在時間を長くするための各種プランを実施中である。これらの取り組み等に
より観光客をより多くまち中に誘導することによって、活気ある中心市街地の再生を
目指す。そのための方策として、歴史的建造物などまち中観光の拠点となる観光資源
の魅力を磨き上げるとともに、それらをつないで回遊を促す回遊ルートの美装化、景
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観整備・外観改修などの整備を進める。それらのハード事業と合わせて、温泉、観光、
健康、買い物、食を組み合わせた通年型の滞在プログラムなどソフト事業を実施する
ことで、まち中の市民及び観光客の回遊性の促進を図る。
まち中の市民及び観光客の回遊促進は、商店街への来街者増加にもつながる。各個店
の商品開発や人材育成等により中心商店街の賑わい創出のための事業を実施し、魅力
向上を図る。また、商店街には蔵や古い町屋など歴史を感じさせる建物が残っている
が、それらを覆っている看板やパラペットを取り払うなど外観改修を施し、大正から
昭和の時代の商店の姿を再現する。商品そのものの魅力だけではなく、景観を含めた
まち全体の魅力向上により歩いて楽しめるまちを目指していく。
さらに、目標２によるまち中の交流施設等を活用した取組みによって市民及び観光客
の来街目的を直接的に増やし、相乗効果により中心商店街のにぎわい創出を図る。
本目標の達成度を表す指標として、区域内の全７調査地点における歩行者通行量合計
値（休日）を用いる。
②

具体的な目標値の考え方
歩行者通行量は、カミンのオープン直後をピークに減少傾向にあったが、近年は旧基
本計画に位置付けしていた市街地回遊コース整備事業などの実施により、地点によって
は、まち中を歩く観光客が増えてきている。しかし、今後は、人口減少や観光客の減少
が見込まれることから、歩行者通行量も減少することが想定される。
上山型温泉クアオルト構想の推進や上山城の拠点機能の強化、山城屋保存・活用事業
などにより市民及び観光客のまち中回遊を促進するとともに、カミンの集客力強化、図
書館・店舗連携事業、一店逸品開発推進事業、食の駅設置事業等中心商店街の賑わい創
出、さらには高齢者サロンなどまち中の交流施設を通じて、市民及び観光客の来街目的
と来街頻度を増やすことにより、平成 21 年の基準値より約７％増（168 人増）の 2,566
人に設定する。
歩行者通行量７調査地点合計

基準値（平成 21 年）
2,398 人（休日）

目標値（平成 28 年）
2,566 人（休日）

約７％
増加
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山城屋

湯町温泉街

新湯温泉街

上山城
温泉クアオルト拠点施設
やぐら前
5

長屋門長屋

旧トキワ館前 6
カミン

カミン前

4

7 旧みよしや前

石崎Ａ１前
3
1 旧山交待合所
矢来三丁目 2
JR かみのやま温泉駅

本計画
の区域

図 3-1

③

旧基本計画
の区域

歩行者通行量調査地点と関連施設等の位置図

設定の方法
平成 21 年の歩行者通行量
ア）過去からの傾向が続いた場合の増減
イ）市民及び観光客の回遊促進による増加
ウ）中心商店街の賑わい創出の展開による増加
エ）まち中の交流施設の利用者増による増加
平成 28 年の歩行者通行量

ア）

過去からの傾向が続いた場合の増減
－３３２人
７調査地点における休日の歩行者通行量に対し、地点別に回帰式を当てはめてトレン
ド推計すると、平成 28 年の合計値は表 3-1 のとおり 2,499 人となる。
なお、回帰式の当てはめに当たっては、カミン開業による大幅な変動が落ち着き、近
年のほぼ横這い傾向となった平成 11 年以降で、５ヵ年分のデータを用いた。この時期
はちょうど、平成 12～14 年に相次いで山形市南部に大型店がオープンした時期と重な
っている。
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表 3-1

№
1
2
3
4
5
6
7

歩行者通行量の推移

（単位：人）

歩行者通行量実績
推計値
平成11年 平成13年 平成15年 平成18年 平成21年 平成28年
431
388
415
437
398
398
211
176
106
137
163
118
280
227
250
177
123
128
899
263
313
302
411
282
257
201
282
304
355
431
342
479
360
346
404
404
392
361
396
607
544
738
2,812
2,095
2,122
2,310
2,398
2,499

地点
旧山交待合所
矢来三丁目
石崎A1前
カミン前
やぐら前
旧トキワ館前
旧ミヨシヤ前
合計
調査日・天候

8月31日、雨 8月27日、晴 9月6日、晴

注）推計はトレンド法による。回帰式は以下のとおり。
No.１旧山交待合所＝
No.２矢来三丁目＝
No.３石崎 A1 前＝

決定係数が低いため、回帰式を用いずに現状値が続くと仮定。
-28.1Ln(x) + 199.1（決定係数 = 0.4460）

-57.6Ln(x) + 294.1（決定係数 = 0.762）

No.４カミン前＝

641.4222 x-0.3437 （決定係数 = 0.4322）

No.５やぐら前＝

12.2247 x + 211.3418 （決定係数 = 0.7279）

No.６旧トキワ館前＝

決定係数が低いため、回帰式を用いずに現状値が続くと仮定。

No.７旧ミヨシヤ前＝

39.3846 x + 731.7949 （決定係数 = 0.7945）

今後、上山市の人口及び観光客は下記にあるように、減少することが見込まれるこ
とから、推計値 2,499 人に、上山市民の人口減少トレンドと、観光客の減少トレンド
を加味させる。
まず、上山市の将来人口は、表 3-2 のとおり減少すると推計され、平成 28 年度／平
成 21 年度の減少率は 90.3％である。
また、中心市街地の観光客数は、表 3-3 のとおり将来的に減少すると推計され、平
成 28 年度／平成 21 年度の減少率は 52.2％である。
歩行者のうち、市民と観光客の割合は、歩行者のサンプル調査をしたところ、表 3-4
のとおり市民：観光客＝８：２であった。
これらの結果から、平成 28 年の歩行者推計合計値 2,499 人に、市民の人口減少ト
レンド 90.3％と観光客の減少トレンド 52.2％を加味した推計値は、市民：観光客＝
８：２であるので、
2,499 人×（0.8×0.903＋0.2×0.522）≒2,066 人
平成 21 年－28 年推計値
＝2,398 人－2,066 人＝332 人減
表 3-2

上山市の将来人口推計

（単位：人）

平成

28 年度

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 推計値
人口 36,521 36,208
※

推計値：出生率

35,836

35,394

35,008

34,557

34,253

33,745

H28/H21

31,216

1.178（2009.10.1～2010.9.30 までの住基データによる独自集計）
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90.3%

純移動率
生残率

表 3-3

2005～2010 の住基データの転入転出実績値で一定
国立社会保障・人口問題研究所公表の山形県の生残率

中心市街地内観光客数の推計

（単位：千人）

平成

28 年度

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

1,176
※

1,195

1,137

1,150

1,049

1,044

832

783

推計値

H28/H21

545

52.2%

推計はトレンド法による。回帰式は-58.8631x + 1310.5714 （決定係数 = 0.8408）

表 3-4

歩行者通行市民・観光客割合調査結果

カミン前
明光義塾前
合計
割合
※

調査実施日時

図 3-2

市民
191
133

観光客
29
53

324
79.8%

82
20.2%

（単位：人）

計
220
186
406
100.0%

平成 24 年 6 月 10 日（日）午前 10 時から 12 時、午後 2 時から 4 時

歩行者通行量（休日）の推移

人
8,000
6,996

7,000

6,000

5,000

4,000
2,812

3,000

3,296
2,095

目標値
2,310

2,122

2,398

2,566

2,000
2,066

実績値

1,000

0
年

5

対策を講じない
場合

イ）

市民及び観光客の回遊促進による増加

２９７人

イ－１ 温泉クアオルト拠点施設の来訪者増による増加
上山型温泉クアオルト構想により新たに事業を展開していく中で、市街地の美装化
により整備した道路や歴史小路（フットパス）を活用したまち歩きや商店での様々な
体験を組み合わせることにより多様な魅力づくりを行い回遊型観光の普及拡大に努め
ていく。上山城の玄関口である立地条件を活かし、十日町郵便局向いにある土蔵を改
修し、上山型温泉クアオルト事業を展開する際の拠点施設として整備する。
ここは、ウォーキングの受付場所及び発着点になるのをはじめ、ギャラリーの機能
も合わせ持つことになるため、施設に立ち寄る市民及び観光客が回遊することが見込
まれる。
ａ） まち中ウォーキング参加者による増加
温泉クアオルト拠点施設を発着点にして、美装化により整備した道路を使用し、
土地の起伏を利用した新たなウォーキングコースを設定し、４月～10 月の期間でま
ち中ウォーキングを毎週日曜日に実施する。これまで、里山で実施していた日曜ロ
ングウォーキングは１日当たり平均参加者数が８人であり、同程度の参加があると
想定する。
想定されるまち中ウォーキングのコースは２通り設定していて、日替わりでコー
スを変えるが、どちらのコースも調査地点３箇所（旧トキワ館前とカミン前とやぐ
ら前、または、石崎Ａ－1 前とカミン前とやぐら前）を１回は通ることから、
８人×３箇所＝24 人

湯町温泉街
山城屋

上山城

新湯温泉街
春雨庵

温泉クアオルト拠点施設

5 やぐら前
旧トキワ館前 6
4
カミン前

石崎神社

3 石崎Ａ－１前

図 3-3

想定されるウォーキングコース
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高齢者サロン

ｂ） ギャラリーの来訪者による増加
さらに、温泉クアオルト拠点施設の一部をギャラリー（50.15 ㎡）として整備し、
展示品を定期的に入れ替えすることで、何度も観光客や市民から立ち寄ってもらえ
る施設とする。ウォーキング目的以外での来訪者が見込めることから、近隣の類似
施設である長屋門ギャラリー（28.87 ㎡）の利用状況を参考に来訪者を積算すると、
平成 23 年度長屋門ギャラリー来訪者数は 1,204 人で、開館日数が 52 日間である
ことから、１日平均では 23 人。
よって、温泉クアオルト拠点施設のギャラリー来訪者数は面積按分により、
50.15 ㎡ ×23 人≒40 人
28.87 ㎡
温泉クアオルト拠点施設前にある調査地点（やぐら前）を往復することから
40 人×１ポイント×往復＝80 人
よって、増加する人数は
80 人
イ－２ 上山型温泉クアオルト構想の事業実施による増加
城下町探索ウォークラリーの開催による歩行者の増加
上山型温泉クアオルト構想による事業を展開していく中で、温泉地における滞在時
間を延長させる新たな取り組みとして、美装化した道路などを活用した城下町探索ウ
ォークラリーを毎日通年で開催する。上山城を中心としたエリアで、温泉街、武家屋
敷通り、商店街などを巡り、湯めぐりや買い物やそば、玉こんにゃく、どんどん焼き
などの地元の食を体験しながらクイズに答えてもらうもので、主に宿泊客や日帰り客
を対象に実施する。
平成 24 年５月３日、４日の２日間、上山城まつり時に城下町探索ウォークラリーを
試験的に実施したところ、２日間で 119 人が参加している。この２日間の中心市街地
にある旅館の宿泊客及び日帰り客の合計は 1,472 人（上山市観光課調査）であったの
で、宿泊客・日帰り客のうちウォークラリーに参加した割合を求めると、
119 人÷1,472 人＝8.1％
平成 28 年度の中心市街地の旅館の宿泊客と日帰り客の合計推計値は、表 3-5 のとお
り 123,976 人であり、１日当たりの宿泊客・日帰り客数は、
123,976 人÷365 日≒340 人／日
このうちウォークラリーの参加者は、上記と同じ割合であると見込むと、
340 人×8.1％≒28 人
この企画では、やぐら前、カミン前、旧トキワ館前の調査地点をぞれぞれ１回は通
ることになるので、
28 人×３ポイント＝84 人
表 3-5

中心市街地の宿泊客及び日帰り客の推計
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宿泊客数
日帰り客数
合計

単位：人回
平成
推計値
16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 28年度
190,543 201,790 189,337 179,868 168,449 181,867 141,272 137,867
44,892
49,046
44,790
42,965
41,558
33,167
31,708
35,619
235,435 250,836 234,127 222,833 210,007 215,034 172,980 173,486 123,976

注）推計はトレンド法による。回帰式は

-10631.2857 x + 262183.0357 （決定係数 = 0.8417）

イ－３ 上山城拠点機能強化事業・特別展開催事業による増加
上山城入館者数の増加
本計画に位置づけている上山城の「施設のグレードアップ」
「観光インフォメーショ
ン機能の充実」
「特別展開催」により上山城の魅力を高めることで、入館者数の増加が
期待される。平成 14 年度に齋藤茂吉記念館と中国の漆工芸品や日本の美術刀剣類など
重要文化財を含めた 4000 点を展示している私設博物館・蟹仙洞とともに３館めぐりの
ソフト事業を実施した際に、来客者数は対前年比で 1.12 倍に増加し、その後も増え続
けて５年後の平成 18 年度には平成 13 年度の約 1.15 倍になったことから同様の増加が
あると見込むと、
平成 23 年度入館者数 45,322 人×1.15 倍＝52,120 人
増加分は 52,120 人－45,322 人＝6,798 人
１日当たりの増加は、6,798 人／年÷365 日≒19 人／日
これらの方が回遊して、調査地点であるやぐら前を１回は通ると想定すると、
増加する人数は 19 人×１ポイント＝19 人
イ－４ 山城屋保存・活用事業による増加
山城屋保存・活用事業による回遊者の増加
山城屋旅館は、地元出身の歌人齋藤茂吉の実弟が経営していた旅館で、茂吉も頻繁
に訪れており、茂吉の書籍の展示も行われていた。木造和風の建物は清楚な美しさが
漂い、大正時代に建てられた旧館と蔵は国の登録有形文化財にも指定されているが、
平成 22 年６月から閉館されて現在に至っている。
この歴史的建造物を温泉クアオルト事業を実践するための宿泊施設・休憩施設とし
て再整備する。長期滞在にも適合する宿泊施設、まち歩きやウォーキングの疲れを癒
す温泉入浴施設、地元の食材などにこだわった健康食メニューを提供するレストラン
に加え、まち中ウォーキングの基地として更衣室、荷物預かり施設、シューズ・ウェ
ア等のレンタルの機能も備える。
山城屋を利用する宿泊客または日帰り客がウォーキング等でまち中を回遊すること
で歩行者が増加すると見込まれる。
山城屋の宿泊収容人数は
10 室×４人＝40 人
かみのやま温泉の旅館の稼働率（平成 21 年度～23 年度の平均）は表 3-6 のとおり
32.4％であることから、山城屋の宿泊者数を推定すると、
40 人×365 日×32.4％≒4,730 人／年
宿泊者とは別に日帰り客が、宿泊者数比で 22.5％いることから（参照：表 3-6）宿
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泊者数から日帰り客数を求めると、
4,730 人×22.5％＝1,064 人／年
山城屋の宿泊者・日帰り客の合計は、
4,730 人＋1,064 人＝5,794 人／年
１日当たりの宿泊者・日帰り客数は
5,794 人÷365 日≒16 人
山城屋は、温泉クアオルト事業を実践する施設であることから、宿泊客・日帰り客
のすべてがまち歩きをすると見込み、まち中ウォーキングコースはやぐら前、カミン
前、旧トキワ館前の３調査地点を１回は通ることから
16 人×３ポイント＝48 人
表 3-6

上山温泉の宿泊者数・日帰り者数の割合、稼働率

宿泊者数（人）
日帰者数（人）
小計

21 年度
349,826
70,888
420,714

22 年度
283,992
64,922
348,914

23 年度
282,517
70,781
353,298

29
3,320
34.7%

28
3,208
29.8%

23
2,959
32.7%

日帰り者数／宿泊者数

宿泊施設数（軒）
宿泊可能人数（人）
稼働率（％）

計
916,335
206,591
1,122,926
22.5%

32.4%

資料：上山市観光課

イ－５ 長屋門長屋整備事業による増加
十日町地区にある長屋門長屋の一部２店舗分が空き店舗になっていたが、ＮＰＯ上
山まちづくり塾などが協力してセルフビルドにより改装を行い、平成 21 年度から東北
芸術工科大学の学生の展示スペースとしてオープンしている。平成 22 年度からは、残
りの１店舗も体験工房としてオープンし活用を始めている。現在は、長屋門ギャラリ
ー企画運営委員会をつくり、企画展の開催など利用拡大に向けた取り組みや棟続きの
車庫部分の整備活用の検討をしている。今後、車庫部分をギャラリーに改装してギャ
ラリーの面積を拡張するので、面積が増えることにより来訪者の増加を見込む。
平成 23 年度は東日本大震災の影響もあり平成 23 年 11 月以降来訪者数をカウントし
ていたが、開館日 52 日間で来訪者数は 1,204 人であったため、１日平均では 23 人。
また、床面積の増床分は 26.89 ㎡で、これまでのギャラリーの床面積は 28.87 ㎡で
あることから、
長屋門ギャラリーの利用面積拡張により増加する１日当たりの来訪者は、
23 人×26.89 ㎡ ≒21 人
28.87 ㎡
これらの人が、ギャラリーの指定駐車場であるカミンまたは二日町駐車場から歩い
てくることから、カミン前の歩行者通行量が増えるため、
21 人×１ポイント×往復＝42 人
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イ－６ 道路の美装化事業による増加
まち中の道路は、車歩道が分離されていない道路も多いため、道路の美装化事業に
より、道幅はそのままに車道と歩道を区分するなど安全に歩行するための環境整備を
行うとともに、周囲の歴史を感じさせる景観に配慮した舗装を施すことにしている。
まち中には、温泉、上山城、武家屋敷や登録文化財などさまざまな地域資源があり、
今回の計画期間中にこれらの資源の一部についてブラッシュアップを予定しているが、
これまでは、それらが点で終わっていて繋がりがなかった。道路の美装化によりそれ
らを繋ぎ、安全に歩行し、回遊できる環境を整備するものである。
平成 17 年に武家屋敷通りを石畳風に美装化したところ、新湯温泉と湯町温泉の宿泊
客を中心にこの通りを歩く人が格段に増加した。この歩行者の流れをもっと広いエリ
アに拡大していくために武家屋敷通りから商店街に繋がる道路を美装化するものであ
るが、美装化により整備したこの道路を使い、まち中ウォーキングや城下町探索ウォ
ークラリーなどソフト事業を実施するほか、数値としてあらわすことができないもの
の、来街者がフリーで散策することによる歩行者の増加が想定される。
ウ） 中心商店街の賑わい創出による増加
１３３人
ウ－１ 図書館・店舗連携事業による賑わい創出
図書館・店舗連携事業は、カミン内の市立図書館利用者への割引制度によって商店
への回遊を促す事業である。
現在、カミン集客力強化策としてカミン内にある市立図書館とカミン内の６店舗が
連携をして図書館利用者割引制度を導入し実施している。この利用による実績は、７
人/日（１店舗平均 1.2 人）である。今後、この割引制度を拡大し、新たにカミン周辺
の商店街の 10 店舗と連携することで、割引制度利用者数が 12 人/日増加することが想
定できる。
中心市街地内にある連携店舗を巡ることで、カミン前ともう１箇所の調査ポイント
をそれぞれ少なくとも１回通ることを想定し、
12 人×２ポイント＝24 人
ウ―２ 一店逸品開発推進事業による賑わい効果
平成 21 年度から展開している一店逸品開発推進事業の加盟店舗数を 10 店舗増やす
ことで賑わい創出につなげていく。平成 21 年度の逸品を買い求める客数は、加盟店ア
ンケートによると月平均で 14 人であることから、
店舗数 10 店舗×14 人÷30 日≒５人
中心市街地内にある一店逸品店舗を巡ることで、調査ポイントをそれぞれ少なくて
も１回通ることを想定し、
５人×１ポイント＝５人
ウ―３ 食の駅設置事業による賑わい効果
観光客と市民を対象に地元食材、地場産農産物、伝統野菜等を使用したご当地メニ
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ューや郷土食を提供する店を「食の駅」に認定し、新たな魅力を発信するとともに滞
在時間の延長やリピーターの確保を図る。
この事業による目標加盟店舗数を 20 店舗、月平均来客数を 30 人と設定しているこ
とから、１日当たりの来客数は
20 店舗×30 人／月・店舗÷30 日＝20 人
中心市街地内にある食の駅加盟店舗を巡ることで、調査ポイントをそれぞれ少なく
とも１回通ることを想定し、
20 人×１ポイント＝20 人
ウ－４ カミン集客力強化事業（物産販売、情報発信）による増加
ショッピングセンターカミンの１階に物産コーナーがあり、市民が贈答用に購入し
たり、観光客がお土産として購入している。今後、商品販売取扱事業所数を現在の 14
店舗から７店舗増やすとともに、市内の観光情報・イベント・物産情報の発信も充実
させることで、集客力を上げる。
カミンの物産コーナーの年間来客数は、平成 21 年から 23 年の平均で、30,324 人で
あるので、７店舗増加する分で増える来客数は、
30,324 人×7 店舗／14 店舗＝15,162 人
１日当たりに増加する来客数は、15,162 人÷365 日≒42 人
カミン前の調査ポイントを往復することから、
42 人×1 ポイント×往復＝84 人
ウ―５ その他の商店街活動による賑わい効果
イベントの開催における集客状況は、十日町商店街及び駅前商店会で定期的に開催
している定期市や 100 円商店街のメイン会場への入込数で、３年間平均約 1,300 人、
カミン前で開催した歩行者天国による開催では、４年間の平均で約 2,500 人となって
いる。
また、100 円商店街開催時の商店街の区域を両方向に移動する歩行者の通行量は、
開催中、調査地点２箇所で平均 866 人となっており、イベント開催により目的をもっ
て回遊する通行客が大きく増え、賑わい創出に貢献していることがわかるが、効果は
一時的なものであり継続的に賑わいを維持するための指標としては適切なものではな
い。
しかしながら、定期的に開催することで、出店者にとっては新たな顧客が来店する
きっかけとなり、さらにはリピーター化による中心商店街への集客効果と賑わいづく
りが図られることから、今後も継続的に事業を実施していく。
エ） まち中の交流施設の利用者増による増加
１０２人
エ－１ 高齢者サロン開設による賑わい創出
高齢者が気軽に立ち寄り、趣味の活動や交流ができる場として、平成 25 年度に高齢
者サロンを整備することにしている。平成 23 年９月からカミン内で高齢者サロンの社
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会実験を実施しているので、その利用状況を参考にすると、
平成 23 年９月から平成 24 年３月までの１日当たりの平均利用実績は 49 人であり、
カミン前の調査地点一箇所を往復することから、
49 人×１ポイント×往復＝98 人
エ－２ まちづくりセンター充実事業による賑わい創出
まちづくりセンターは、明治 45 年に建設された洋風の建物であるが、１階は店舗と
して使用していた時に外観がガラス張りに改装された。かつて郵便局として使われた
古い情緒を感じさせるファサードを再現するほか、開設時間やスタッフ体制の見直し
など、施設の運営体制を強化することにより、まちづくり団体関係者を中心に利用者
を 20％増やすことを目標にしていることから、
平成 23 年度年間利用者数は 2,800 人であるので、
2,800 人×1.2 倍＝3,360 人（増加分は 560 人）
１日当たりの増加分は、 560 人÷365 日≒２人
この人がカミン前を往復することから、
２人×1 ポイント×往復＝４人
以上ア）～エ）を加算すると、
ア） 過去からの傾向が続いた場合の増減
イ） 市民及び観光客の回遊促進による増加

－３３２人
２９７人

ウ） 中心商店街のにぎわい創出による増加
１３３人
エ） まち中の交流施設の利用者増による増加
１０２人
計
２００人
平成 28 年の歩行者通行量は２００人／日の純増となり、目標達成は可能である。
④

フォローアップの考え方
歩行者通行量の数値は、市が２～３年ごとに調査した結果を用いている。平成 25 年
度からは毎年調査を行う予定であり、毎年目標達成に向けた事業の進捗状況を確認し、
状況に応じた措置を講じる。
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(2) 目標２ 市民及び観光客の居場所づくり・市民活動の拡大による賑わい創出
市民や観光客が気軽に立ち寄れ、交流を図る場を整備するとともに、まちづくりセ
ンターを中心とした市民活動を支援し、人と人が結びつく居心地の良いまちづくりを
目指す。
①

目標設定の考え方
本計画では、子どもから高齢者、市民から観光客まで様々な世代・立場にとって、居
心地良く感じられる空間を増やすとともに、市民活動の活性化を促進する計画としてい
る。このため、誰もが気軽に利用できる高齢者サロンや市民活動の拠点であるまちづく
りセンターなどのまち中の交流施設の年間利用者数は、こうした場の普及状況を示す指
標として最適である。

②

具体的な目標値の考え方
中心市街地にある既存の主な交流施設は働く婦人の家、ＪＲかみのやま温泉駅にあ
るアビヤント・Ｋなどであるが、それらの施設の利用状況は既に飽和状態に近い。今
後は、高齢者サロンの開設、一般開放する上山小学校の屋内運動場・多目的ホール、
温泉クアオルト拠点施設及びまちづくりセンターの年間利用者数を積み上げて目標と
し、市民及び観光客がまち中で居心地の良い空間を増やし、市民活動の連鎖的な展開
を図ることで、平成 23 年度の基準値より約 1.6 倍（22,581 人増）の 60,000 人に設定
する。
まち中の交流施設年間利用者数
基準値（平成 23 年度）
37,419 人

目標値（平成 28 年度）
60,000 人
人（休日）
平成 23 年度のまち中の交流施設年間利用者数
約 1.6 倍
増加

ア）過去からの傾向が続いた場合の増減
イ）高齢者サロン開設による増加
ウ）上山小学校（屋内運動場、多目的ホール）改築
整備による増加
エ）温泉クアオルト拠点施設整備による増加
オ）まちづくりセンターの利用者数の増加
平成 28 年度のまち中の交流施設年間利用者数
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ア）

過去からの傾向が続いた場合の増減
－２，８０６人
現在も使われている働く婦人の家、アビヤント・Ｋ、上山小学校屋内運動場、まちづ
くりセンターの４施設の平成 28 年度の利用者数推計を算出するために、平成 23 年度の
利用者数合計に回帰式を当てはめると、決定係数が 0.2 以下と低くなる。このため、回
帰式を用いずに現状値が続くと仮定すると、平成 28 年度の推計値は 37,419 人となる。
今後、当市においては、下記の表 3-7 のとおり人口減少が見込まれることから、この
推計値に市民の人口減少トレンドを加味させる。
平成 23 年度／平成 28 年度の将来人口減少率は 92.5％であることから、平成 28 年度
の施設利用者合計推計値 37,419 人に、人口減少トレンドを加味した推計値は、
37,419 人×0.925≒34,613 人
よって、過去からの傾向が続いた場合に減少する値は、
37,419 人－34,613 人＝2,806 人
表 3-7

上山市の将来人口推計

（単位：人）

平成

28 年度

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 推計値
人口 36,521 36,208
※

35,836

推計値：出生率
純移動率
生残率

表 3-8

35,394

35,008

34,557

34,253

33,745

31,216

92.5%

1.178（2009.10.1～2010.9.30 までの住基データによる独自集計）
2005～2010 の住基データの転入転出実績値で一定
国立社会保障・人口問題研究所公表の山形県の生残率

まち中の交流施設の年間利用者数の推移

働く婦人の家
アビヤント・Ｋ
上山小学校屋内運動場
まちづくりセンター
上山小学校多目的ホール
温泉クアオルト拠点施設
高齢者サロン
合計

H28/H23

（単位：人回）

利用者数実績
推定値
平成
16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 28年度
17,443 17,563 18,000 17,680 17,367 16,535 12,332 15,496
7,384
6,345
6,550
6,799
7,537
7,164
5,307
5,665
14,860 16,241 13,520 16,209 10,820 13,388 13,794 13,458
2,091
1,588
4,929
5,349
2,934
2,800

39,687

40,149

40,161

14

42,276

40,653

42,436

34,367

37,419

34,613

人
70,000

目標値 60,000

60,000
50,000

42,436

42,276

39,687

37,419

40,000
40,149

40,161

40,653
34,367

30,000

34,613

20,000

対策を講じない
場合

実績値
10,000
0

年
図 3-4

まち中の交流施設の年間利用者数の推移及び推計

イ）

高齢者等サロン整備事業による増加
１７，５９１人
高齢者が気軽に立ち寄り、趣味の活動や交流ができる場として、平成 25 年度に高齢
者サロンを整備する。平成 23 年９月からカミン内で高齢者サロンの社会実験を実施し
ているので、その利用状況を参考に年間利用者数を推計すると、
平成 23 年９月から平成 24 年３月までの１日当たりの平均利用実績は 49 人であり、
１年間の営業日は年末年始（12／29～1／3）を除く 359 日間であることから、
49 人／日×359 日＝17,591 人

ウ）上山小学校改築整備事業（屋内運動場・多目的ホール）による増加

１１，２０６人

耐震化のため建て替えが必要になる上山小学校について、その一部のエリアを一般
開放する。これまでも屋内運動場は既設の施設を学校活動終了後、または休日に一般
開放され、市民を中心に利用されてきた。今回の改築整備で、屋内運動場以外にも、
サークル活動、イベントや集会、近隣地区の寄り合いなどで使用できる多目的ホール
２部屋を新たに整備することで見込まれる利用者数を推計する。
ウ－１ 屋内運動場（面積 756 ㎡）の利用人数
現在、一般公開されている屋内運動場は床面積が 882 ㎡で、平成 21 年度から 23 年
度の年平均利用者数は 13,546 人いる。新たに設置する屋内運動場のアリーナの床面積
が 756 ㎡であるが、これまでと利用形態は変わらないものと想定されることから、利
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用者数は現状値が続くと見込む。
ウ－２ 多目的ホール（面積１階 168 ㎡、２階 126 ㎡）の利用人数の増加
今回新設する多目的ホールは、サークル活動、集会、各種イベント等での利用が見
込まれる。
近接の交流施設であるアビヤント・Ｋふれあいホール（143.93 ㎡）の利用人数が直
近２カ年（平成 22 年度 5,307 人、23 年度 5,665 人）の平均で 5,486 人であることか
ら、
294 ㎡ ×5,486 人≒11,206 人
143.93 ㎡
エ） 温泉クアオルト拠点施設整備による増加
１，０８８人
温泉クアオルト拠点施設の利用者増
新設する温泉クアオルト拠点施設を利用する人数をカウントする。
目標１イ－１ａにあるように４月～10 月に毎週日曜日に実施するまち中ウォーキン
グの参加者が１日平均８人と想定し、
８人×（7 月×4 週×1 日）＝224 人
この他、通年で週３回、定期的にウォーキングの実施を予定しており、平成 23 年度
に中心市街地活性化基本計画の区域外で通年で実施している健康ウォーキングの１日
当たりの平均参加者数は６人であることから同程度の人数が参加すると見込むと、
６人×（12 月×４週×３日）＝864 人
よって、温泉クアオルト拠点施設の年間利用者数は、
224 人＋864 人＝1,088 人
オ）まちづくりセンター充実事業による増加
５６０人
まちづくりセンターは、明治 45 年に建設された洋風の建物であるが、１階は店舗
として使用していた時に外観がガラス張りに改装された。かつて郵便局として使わ
れた古い情緒を感じさせるファサードを再現するほか、開設時間やスタッフ体制の
見直しなど、施設の運営体制を強化することにより、まちづくり団体関係者を中心
に利用者を 20％増やすことを目標としており、平成 23 年度年間利用者数は 2,800
人であることから、増加分は
2,800 人×20％＝560 人
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以上ア）～オ）を加算すると、
ア）
イ）
ウ）
エ）
オ）

過去からの傾向が続いた場合の増減
－２，８０６人
高齢者等サロン整備事業による増加
１７，５９１人
上山小学校改築整備事業（多目的ホール整備）による増加 １１，２０６人
温泉クアオルト拠点施設整備による増加
１，０８８人
まちづくりセンター充実事業による増加
５６０人
計
２７，６３９人
平成 28 年度のまち中の交流施設年間利用者数合計は２７，６３９人／年の純増とな
り、目標達成は可能である。
④

フォローアップの考え方
働く婦人の家、アビヤント・Ｋ、上山小学校及びまちづくりセンターの施設利用者
数は、市で毎年利用者数を集計している。また、高齢者サロン及び温泉クアオルト拠
点施設についても利用者数を毎年集計することとし、平成 25 年度から毎年目標達成に
向けた事業の進捗状況を確認し、状況に応じた措置を講じる。
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