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(１) 市庁内体制 

① 上山市中心市街地まちづくり推進会議 

本市の中心市街地のまちづくりに係る施策を企画調整し、総合的に推進するため、

上山市まちづくり推進会議設置要綱を設置している。 

 

表 9-1 検討経過 

開催日 議事の概要等 

第１回 

平成 20年７月 17日 

・中心市街地活性化基本計画及び都市再生整備計画の策定業務スケジュ

ールについて 

・市民意向調査の実施について 

・旧中心市街地活性化基本計画の事業実施状況調査について 

・中心市街地の活性化の取組みに対する診断・助言事業の進捗状況につ

いて 

第２回 

平成 20年 10月 27日 

・旧中心市街地活性化基本計画の継続事業について 

・市民意向調査結果等について 

・中心市街地の現状及び課題整理について 

・中心市街地区域及び方針の検討について 

第３回 

平成 20年 12月 25日 

・中心市街地の現状及び課題整理について 

・中心市街地区域及び方針の検討について 

・施策事業メニューの検討について 

第４回 

平成 21年２月 25日 

・中心市街地活性化の課題と基本方針について 

・中心市街地区域及び施策事業メニューの検討について 

・目標指標について 

第５回 

平成 22年１月 19日 

・中心市街地活性化の目標指標について 

・中心市街地区域及び具体的な事業メニューについて 

・市議会議員相互連絡会での中心市街地活性化基本計画に係る状況報告

について 

第６回 

平成 22年３月 16日 

・中心市街地活性化の目標指標について 

・具体的な事業メニュー及び年度別実施計画について 

・中心市街地活性化基本計画（案）について 

第７回 

平成 24年７月 26日 

・中心市街地活性化の課題・基本方針・具体的事業・目標指標について 

・中心市街地活性化基本計画（案）について 

第８回 

平成 24年９月 27日 
・中心市街地活性化基本計画（案）について 

第９回 

平成 25年 9月 5日 

・中心市街地活性化基本計画の変更について 

・中心市街地活性化基本計画掲載事業の平成２５年度の進捗状況につい

て 

第 10回 

平成 26年 6月 26日 

・中心市街地活性化基本計画の中間フォローアップについて 

・中心市街地活性化基本計画事業の推進について 

第 11回 

平成 28年 2月 3日 
・中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

表 9-2 上山市中心市街地まちづくり推進会議名簿（平成 24年度） 

役職名 所属・役職 

議長 副市長 

委員 庶務課 課長 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 
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 経営企画課 課長 

 財政課 課長 

 健康推進課 課長 

 福祉事務所 所長 

 
商工課 課長 

観光課 課長 

 農林課 課長 

 建設課 課長 

 管理課 課長 

 生涯学習課 課長 

事務局 

庶務課 主任 

経営企画課 主幹 

経営企画課 主任 

 財政課 主査 

 健康推進課 主査 

 福祉事務所 主査 

 農林課 主査 

 建設課 主幹 

 建設課 副主幹 

 観光課 副主幹 

 管理課 主査 

 生涯学習課 副主幹 

 商工課 副主幹 

 商工課 主査 

注）平成 21年度に機構改革により、商工観光課が商工課と観光課に分割 

 

(２)民間事業者、地域住民等との連絡の場 

① 中心市街地活性化の取組に対する診断・助言事業 

平成 20年度の「市町村の中心市街地活性化の取組に対する診断・助言事業」に選定

された。その中で、行政担当者及びまちづくり関係者と専門家との勉強会を開催し、

上山市の地域特性に応じた活性化の取り組みの方向性について、レポートを作成した。 

 

 

 

(１) 上山市中心市街地活性化協議会 

   上山市商工会、上山二日町再開発株式会社、上山市観光協会が設立発起人となり、上

山市が作成しようとする中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に

関し必要な事項と、上山市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を

総合的かつ一体的に推進するための調整を図り、もって上山市中心市街地の活性化及び

地域経済の発展に資することを目的ととして、平成 20年８月７日、上山市中心市街地活

性化協議会を設立した。 

 

表 9-3 協議会構成委員名簿 

№ 法令根拠 所   属 役職等 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 
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１ 法 15条１項１号 上山二日町再開発株式会社 代表取締役 

２ 法 15条１項２号 上山市商工会 会長 

３ 法 15条４項２号 上山市観光協会 会長 

４ 法 15条４項３号 上山市 市長 

５ 法 15条４項２号 石崎商店会 会長 

６ 法 15条４項２号 駅前商店会 会長 

７ 法 15条４項２号 新湯通り振興会 会長 

８ 法 15条４項２号 新丁商店会 会長 

９ 法 15条４項２号 矢来三丁目商店会 会長 

10 法 15条４項２号 上山二日町ショッピングセンター協同組合 理事長 

11 法 15条４項２号 山形農業協同組合 代表理事組合長 

12 法 15条４項２号 上山市金融協会（山形銀行上山支店長） 会長 

13 法 15条４項２号 上山青年会議所 理事長 

14 法 15条４項２号 かみのやま温泉旅館組合 組合長 

15 法 15条４項２号 かみのやま温泉葉山旅館組合 組合長 

16 法 15条４項２号 上山市本庁地区会長会 会長 

17 法 15条４項２号 十日町地区景観・まちづくり協議会 会長 

18 法 15条４項２号 上山まちづくり塾 塾長 

19 法 15条４項２号 東日本旅客鉄道㈱かみのやま温泉駅 駅長 

アドバ

イザー 

法 15条７項 山形県土木部 部長 

法 15条７項 山形県商工労働観光部 商業経済交流課 課長 

法 15条８項 東北芸術工科大学建築・環境デザイン学科 准教授 

注１）上山市観光協会は、平成 21年度上山市物産協会と合併し上山市観光物産協会へ名称変更 

注２）かみのやま温泉旅館組合とかみのやま温泉葉山旅館組合は、平成 20年度合併し、かみのやま温

泉旅館組合へ名称変更 

(２) 協議会開催状況 

表 9-4 協議会等開催状況 

開催日 議事の概要等 

第１回設立総会 

平成 20年 8月 7日 

・上山市中心市街地活性化協議会の設立について 

・上山市中心市街地活性化協議会規約について 

・上山市中心市街地活性化協議会委員について 

第１回運営委員会 

平成 21年 6月 12日 

・上山市中心市街地活性化協議会総会の開催日程について 

・上山市中心市街地活性化協議会総会提出議案について 

第１回通常総会 

平成 21年 7月 3日 

・平成 20年度事業報告並びに収支決算について 

・平成 21年度事業計画並びに収支予算について 

・上山市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について 

・役員の改選について 

・運営委員選任の同意について 

第２回運営委員会 

平成 21年 11月 20日 

・中心市街地活性化基本計画（案）並びに今後の日程について説明 

・中心市街地活性化基本計画（案）について意見交換 

第３回運営委員会 

平成 21年 12月 10日 

・中心市街地活性化の基本コンセプト（案）及び具体的な事業例の説明 

・具体的事業について意見交換 

第４回運営委員会 

平成 22年 2月 17日 

・中心市街地活性化の基本コンセプト(案)及び具体的な事業例に対する

前回までの意見の集約と確認 

・具体的な事業(案)について、追加説明のあと意見交換 

・研修会の開催（鶴岡山王商店街振興組合理事長） 

第５回運営委員会 

平成 22年 3月 16日 

・上山市中心市街地活性化基本計画(案)について 

・上山市中心市街地活性化基本計画についての意見について 
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第２回通常総会 

平成 24年 1月 30日 

・平成 22年度事業報告並びに収支決算について 

・平成 23年度事業計画並びに収支予算について 

・役員の改選について 

・運営委員選任の同意について 

第６回運営委員会 

平成 24年 7月 25日 

・上山市中心市街地活性化基本計画(案)について 

・上山市中心市街地活性化基本計画についての意見について 

第７回運営委員会 

平成 24年 8月 9日 

・上山市中心市街地活性化基本計画(案)について 

・上山市中心市街地活性化基本計画についての意見について 

平成 24年度通常総会 

平成 24年 10月 18日 

・平成 23年度事業報告並びに収支決算について 

・平成 24年度事業計画並びに収支予算について 

・役員の改選について 

・運営委員選任の同意について 

平成 25年度通常総会 

平成 25年 11月 6日 

・平成 24年度事業報告並びに収支決算について 

・平成 25年度事業計画並びに収支予算について 

・役員の改選について 

・運営委員選任の同意について 

平成 26年度通常総会 

平成 26年 8月 22日 

・役員の選任について 

・運営委員の同意について 

・平成 25年度事業報告並びに収支決算について 

・平成 26年度事業計画並びに収支予算について 

・かみのやま温泉商店街振興会の中心な市街地活性化協議会への会員加

入について 

第８回運営委員会 

平成 28年 2月 8日 

・上山市中心市街地活性化基本計画の一部変更申請について 
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(３) 協議会から提出された意見書 
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(４) 協議会の規約（中心市街地の活性化に関する法律との適合） 

① 法第 15条第３項 協議会組織時の公表 

上山市中心市街地活性化協議会規約において、協議会の活動内容は、上山市の広報

紙への掲載の他、協議会ホームページに掲載することにより公表することとしている

（規約第３条）。 

 

② 法第 15条第４項 関係者の参加 第 15条第５項 参加の申し出 

協議会の委員としての入会については、会長へ申し出ることとなっている（規約第

６条）。 

 

 

  

(１) 客観的現状分析、ニーズに基づく事業・措置の集中実施 

 本市は、平成 17 年３月に旧基本計画を作成し、「温泉と歴史・文化が輝く 人がに

ぎわうまちづくり」をテーマに取組みを展開してきた。 

 これまで、基本計画で位置付けた 41事業のうち 26事業を実施し、１事業を完了し

ている。 

 旧基本計画による事業効果が最も明確に現れているのが、武家屋敷通り周辺である。

ここでは市が実施した武家屋敷通り美装化をきっかけに、城下町再生志士隊による

本庄小学校体育館の古材の外板を活用した板塀設置や、女性のつどい実行委員会に

よる紫苑庭（休み処）整備等の関連プロジェクトを誘発し、武家屋敷通りを訪れる

観光客が格段に増えている。周辺には新たに店舗やギャラリーが出店するなど、波

及効果が見られる。 

 ソフト事業ではＴＭＯの設立には至らなかったとはいえ、約７割の事業について各

関係団体が取り組んでおり、一定の進展が見られた。特に観光振興策に関しては、

旧基本計画の事業枠組みを超えて先進的な取組みも行われている。商業関係の振興

策についても、商店街の若手を中心に意欲的な試みを始まっている。 

 こうした取組みの成果は、中心市街地の歩行者通行量の推移に現れており、平成

18年には減少から増加に転じている地点が見られる。 

 しかしながら、依然として小売業の衰退、観光入込客数の減少は続いている。 

 また、観光業関係者と商業関係者の垣根を越えた連携が十分機能しているとは言い

難い。 

 

①  旧基本計画に基づく事業の実施状況及び評価 

１ 中心市街地の活性化に関する基本的な方針（６）旧法に基づく中心市街地活性

化基本計画等の取り組み状況に記載している。（Ｐ40～Ｐ45） 

 

［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進 
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② 客観的現状分析 

１ 中心市街地の活性化に関する基本的な方針（４）中心市街地の現状に関する統

計的なデータの把握・分析に記載している。（Ｐ5～Ｐ33） 

 

(２) 地域住民のニーズ等の把握と現状分析 

① 市民・商業者の意向調査 

１ 中心市街地の活性化に関する基本的な方針（５）地域住民のニーズ等の把握・

分析に記載している。（Ｐ34～Ｐ39） 

 

② 中心市街地内の関係団体等から意見の聴取の実施 

関係団体等からの意見を計画作成の参考とするため、基本計画原案に対して意見交

換会を実施した。 

平成 22年１月６日から２月５日までの期間で、市議会に対する中間報告を含めて８

団体で実施したが、主な意見は次のとおりである。 

 

■主な意見 

・ 街路灯整備が懸案事項である。 

・ 宅配事業やポイントカード事業の統一事業などは継続的に必要ではないか。 

・ 歩道の案内表示事業は推進してほしい。平行して歩道の改修事業も必要でないか。 

・ 店が一軒でも多く立地するように空き店舗対策や後継者対策を進める。 

・ 店の特徴を活かすため色々なアドバイスをもらえるアドバイザーが必要である。 

・ 農産物等の産直は定期的に継続して開催していくことが必要である。 

・ 中條屋から永田歯科医院、市民会館､湯町、武家屋敷に抜ける小道を散策できるよ

うに整備できれば回遊性が増すのではないか。 

・ 武家屋敷通りからの回遊性を増していくために、湯町と新湯方向への歩行空間を整

備し誘導することが必要である。 

・ 既存駐車場のＰＲと活用策を検討すべきである。 

・ 足湯はあえてこれから整備する必要性はないのではないか。 

・ お城と共同浴場、小道をつないだまち中クアオルトをすべきである。 

・ JRかみのやま温泉駅周辺には、観光客等が滞留できる場所が必要ではないか。 

・ ファサード改修については、和風看板の統一など商売の歴史、地域の歴史が合致し

た統一したまちづくりが必要。景観の統一が必要である。 

・ 月岡公園周辺の整備を行う場合は、お城と合わせた景観づくりを考えることが必要

である。 

・ 他市では、高齢者向けの住宅やマンションなどの建設している。歩いて買物し生活

できる施策の展開を期待する。 

・ 土日祝日等にバスが運行しないので、高齢者の足の確保が必要である｡ 

・ カミン集客力強化事業、休み処整備事業は早急に実施することが必要である。 

・ 上山は前川沿いの通り等、裏通りに町らしい雰囲気がある。 


