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地 域 再 生 計 画  

 

１ 地域再生計画の名称 

  水と歴史と公共交通を活かす 最上川「山の港町」長井市地域再生計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

 長井市 

 

３ 地域再生計画の区域 

 長井市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地域の現況 

長井市は、山形県の南西部に位置する人口約 28,000 人のまちである。市の面積 214.69km2

のうち西部一帯が朝日山系の険しい山岳地帯であり、東部は出羽丘陵地帯となっている。この

両山系の間を南より北に最上川が貫流している。 

昭和 29 年に旧長井町を中心として 1 町 5 村が合併して長井市が誕生し、平成 26 年度には

市政 60 周年を迎えている。市の中心部に公共施設や商業施設等の都市機能が集積する中央

地区（旧長井町）が位置し、その周辺に 5地区（旧 5村）が隣接する形で位置している。 

 

（人口） 

長井市の人口は、長年 33,000 人前後で推移してきたが、昭和 60 年以降減少が続いている

（図 1）。平成 27年国勢調査の速報値では 27,716人となり、平成 7年からの 20年間で 5,011人

（減少率▲15.3％）減少した。国立社会保障・人口問題研究所によると、20 年後の平成 47 年に

は約 21,000人となるという推計が発表されている（図１）。 

人口構成は、昭和 60年に 14.2％だった高齢者人口割合が、平成 22年には 29.8％に増加し

ており、今後も増加していくことが見込まれる。一方で、年少人口割合は昭和 60 年に 20.0％だ

ったが、平成 22 年に 12.9％となり、また、生産年齢人口割合は昭和 60 年に 65.8％だったが、

平成 22年に 57.4％と減少しており、今後も減少していくことが見込まれる。 

人口減少については、平成 17年以降の状況をみると毎年平均 300人強の人口減少となって

おり、このうち自然減が 200 人弱、社会減が 100 人強となっている（図 2）。国勢調査により平成

17年から平成 22年にかけての年代別の人口増減を見ると、高校卒業後の進学や就職を迎える

10 代後半から 20 代前半にかけて大きく減少し、20 代後半から 30 代前半にかけて増加が見ら

れるものの他の年代で全て減少している（図 3）。 

世帯数は核家族化の進展等により平成 17 年に過去最高となる 9,481 世帯となったが、平成

27 年国勢調査の速報値では 9,114 世帯と減少している（図 4）。また、平成 25 年度に初めて実

施した全市的な空き家調査では、空き家数は 319件（空き家率 3.2％）となっている。 
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（国勢調査結果に 

基づき作成） 

（「山形県の人口と世帯数」 

及びＨ27 国勢調査） 
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（Ｈ22 まで国勢調査、 

Ｈ27 から国立社会保障 

人口問題研究所推計） 



3 

 

（歴史） 

長井の地名は「水の集まるところ」を意味する。古くから豊富な水資源に恵まれた土地であり、

古代の丘資料館やキャンプ場等の整備が進められた長者屋敷遺跡をはじめとする縄文時代以

降の遺跡が多数存在する。江戸時代には、米沢上杉藩の物資輸送の拠点として船着場や米蔵

が設置され、最上川舟運を活かした流通拠点・商業拠点として繁栄した。明治期以降は舟運か

ら陸運へと変わる時代の流れのなかで、清流からの豊富な水量を活かした養蚕・製糸業へと主

産業を転換し、大正時代の郡是製糸の企業誘致によって工業化が進展した。昭和に入ると地域

を挙げた東京芝浦電気の誘致により、電子部品産業の集積地として発展してきた。最上川舟運

を源とする繁栄の形跡は、丸大扇屋や旧西置賜郡役所等をはじめとする歴史的建造物群として

市内に現在も残り、貴重な地域資源となっている。 

また、天然地下水を利用している水道水や生活用水を各家庭へ引き込むために市街地に張

り巡らされた水路など、水資源を活かした生活様式を今に残している。 

 

（産業・雇用） 

長井市の産業構造は、平成 22 年度国勢調査によると第１次産業の就業者数が 1,157 人、第

２次産業が 5,780 人、第３次産業が 7,648 人となっている。第１次産業の就業者数割合は昭和

60 年の 17.8％から平成 22 年には 7.9％、第２次産業は 42.0%から 39.0%と減少している一方、

第３次産業の就業数割合は 40.1％から 52.4％と増加している（図 5）。 

第１次産業は、稲作を主とする農業が中心であり、市全体の耕地面積に占める稲作面積は

66.5％に及ぶ。その他は転作による豆類栽培等（26.7％）や野菜（5.0％）、果樹栽培（1.8％）とな

っている（図 6）。 

第２次産業は、これまで電子部品産業の企業城下町を形成し、中心企業のもとで基盤技術を

有する地元中小企業が操業してきたが、ＩＴバブル崩壊以降の中心企業の経営縮小や大手企

業の工場撤退等により、製造品出荷額等が平成 12 年の約 913 億円から平成 25 年には約 464

億円に大幅に減少している（図 7）。長井市の製造業は部品加工が主体であり、最終製品を持つ

企業が少ないことから、今後、製造品出荷額等が大きく増加に転じることは構造的に厳しい状況

である。 

第３次産業は、平成 9 年には年間商品販売額が約 716 億円だったが、人口減少に伴い商圏

規模が縮小したことなどにより、平成 24 年には約 499 億円となっている（図 8）。商業事業所は

中心市街地に集中して立地しているが、販売額の減少に伴って空き店舗が増加し、平成 19 年

には 16.4％だった空き店舗率は、平成 27年には 21.4％になっている。宿泊業や飲食業等の観

光関連産業については、平成 19 年から平成 24 年にかけて事業所数が 388 件から 317 件に、

従業員数が 1,695 人から 1,502 人にそれぞれ減少している。（平成 19 年事業所統計、平成 24

年経済センサス） 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 

図 6 

図 8 

（農林業センサス） 
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（交通） 

長井市における市民生活の交通手段の中心は自動車であり、市内の主要な道路は、長井市

内を南北に走る国道287号と市南部を東西に走る国道113号がある。山形県内の１３市で唯一、

高速道路や新幹線が市内を通らない位置にあり、高速交通網への接続には自動車で 30 分以

上の時間を要する。 

公共交通は、鉄道として第三セクター鉄道の山形鉄道が運行するフラワー長井線があり、バ

スとして都市間バスである山交バス（山交バス株式会社）と市内を循環する市営バスがある。 

フラワー長井線は、南陽市の赤湯駅から白鷹町の荒砥駅間 30.5km を一日 12 往復運行して

いる。長井市内には全 17 駅のうちの７駅があり、山形鉄道の本社がある長井駅を軸として中心

市街地と市周辺部を結ぶ役割を果たしている。また、市南部にある今泉駅で米沢市と新潟県村

上市を結ぶ JR米坂線と接続している。 

赤湯駅は山形新幹線や JR奥羽本線の停車駅であり、乗り継ぎが可能であるが、フラワー長井

線の運行本数が限られるため、新幹線との乗り継ぎができない時間帯がある。フラワー長井線の

利用者数は、平成 2年度には約 144万人であったが、利用者の約 70％を占める高校生の通学

定期利用者の減少等により、平成 26 年度には約 62 万人とピーク時の約 43％にまで減少して

いる。利用者数の減少に伴い、経営状況は厳しい状態となっているため、十分な施設整備や更

新ができず、さらに利用も伸び悩むという悪循環を招いているが、山形県及び沿線２市２町によ

る財政支援や沿線住民の支援活動、観光誘客による定期外収入の確保等の経営改善策を講じ

ながら現在まで存続してきている。 

バス路線としては、山交バスが都市間バスとして長井市－山形市間を運行しているほか、長

井市が市内を循環する市営バスを運行している。市営バスの利用者数は、平成 18 年度には約

21,000 人であったが、平成 25 年度には約 16,000 人まで減少したため、市民の生活利便性の

向上を目指して平成 26 年度に路線増設等を実施したことから、平成 26 年 8 月から平成 27 年

7月の利用者数は約 21,300人へと増加に転じている。 

現状の公共交通機関のうちバスについては、利用者の中心は高齢者であり、市周辺部から市

中心部にある医療機関への通院や商業施設での買い物等に活用されている。フラワー長井線

については利用者の中心は高校生であるが、今後は高齢化の進展や生産年齢人口の減少に

より高齢者を支える人の割合が減っていくため、通院や買い物等の際の家族による送迎等が困

難になり、高齢者自身の自立的な行動が必要になっていくと考えられることから、都市間バス及

び市営バスとともに、高齢者の移動手段としての役割が高まっていくことが見込まれる。また、公

共交通は、高齢者に限らず障がい者等も含めた交通弱者の移動手段や商業施設等の利用者

の集客などを行う「都市の装置」として欠くことができない存在であり、今後も維持していく必要が

ある。 

 

（観光） 

長井市には国指定記念物の「伊佐沢の久保桜」「草岡の大明神桜」の桜の巨木や100年以上

の歴史がある「あやめ公園」等があり、春から夏にかけては花を目当てにした観光によって平成

26 年度には約 32 万人の観光客が訪れている。山形県と置賜地域３市５町が連携し、「やまがた

花回廊」として広域観光に取り組むなど地域間連携が盛んであり、その一つとして、フラワー長

井線の沿線自治体の桜の名所を結ぶ「置賜さくら回廊」等を実施している。フラワー長井線は、
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「うさぎ駅長」や「プロレス列車」等のユニークな企画がメディアで紹介されることでフラワー長井

線自体が誘客のツールとなるなど、長井市にとって重要な観光資源となっている。 

また、江戸時代以来の伝統文化である市内各地域の黒獅子舞が一堂に会する「ながい黒獅

子まつり」、水をテーマにした体験イベント「ながい水まつり」には、会場が人で埋め尽くされるほ

どの来客があり、市内の賑わいを生み出している。 

市内の歴史的建造物群や川沿いのフットパス、長井市が生産量日本一を誇る競技用けん玉

等を活かした着地型観光も展開し、個人旅行者への訴求も進めている。さらに、平成 26 年度に

開設した長井市東京事務所が立地する大田区を始めとして、首都圏での観光ＰＲを積極的に展

開している。しかし、観光交流人口は、東日本大震災前の平成 22年度の約 86万人が近年のピ

ークであり、平成 26年度には約 62万人まで落ち込んでいる。 

 

 

４－２ 課題 

平成 27年国勢調査速報値では、平成 22年調査からの人口減少率が 6.0％となり、前回調査

時の 4.7％から減少幅が増加している。このような人口減少を抑制していくため、長井市人口ビ

ジョンでは令和 12年（2030年）を目標年次として出生率の向上と社会増減の均衡を目標に掲げ

ている。特に毎年 100人強の社会減で推移していることは、地域活力の低下や将来の出生数の

減少につながってしまうため、社会増減の改善が優先すべき課題となっている。 

長井市からの転出抑制については、長井市人口ビジョン策定の際の市民アンケート調査結果

を分析すると「交通の便が悪い」「買い物などに不便」「働く場が少ない」ということが長井市から

転出する主な理由であることから、公共交通等の改善による生活利便性の向上や地域産業の

活性化による賑わいの創出、働く場の確保が課題となっている。 

公共交通等の改善については、フラワー長井線の存続のため、関係自治体の連携による経

営改善や沿線の地域資源を活かした観光客等の新たな利用者の確保、地域住民の利用拡大

に取り組んでいくことが重要である。市営バスは、中心市街地で整備する集客施設等を含む市

中心部と、公共施設の配置等により市周辺部に構築する小さな拠点との間をつなぎ、地域住民

の就業や買い物等の場と居住の場を結ぶものであり、今後も、利用者ニーズを捉えたさらなる改

善や計画的な車両更新によって、安全で地域住民が利用しやすいバスにしていく必要がある。 

買い物の不便さの改善については、買い物に不便とされる理由が、公共交通の利便性が良く

ないことや中心市街地に集客施設が少ないことであることから、公共交通の改善により商業施設

が集中する中心市街地と周辺地域のアクセス性を高めるとともに、中心市街地に公共施設や民

間商業施設等の集客施設を配置することにより、中心市街地の賑わいの創出を図り、買い物等

に便利で生活しやすいまちづくりを進める必要がある。 

働く場の確保については、長井市の主要産業であり、市内の産業で最も多くの就業者数（約３

割）を占める製造業の活性化が課題である。製造業が今後も雇用を守り、持続的に発展していく

ためには、部品加工主体の業態から脱却し、高付加価値なものづくりへの転換が重要であること

から、高付加価値化に寄与する ICT やデザインを中心とした業種による創業・起業を促進し、働

く場が少ないと言われる状況を改善する。 

また、人口の社会減の改善のためには、転出抑制だけでなく、長井市への転入を増加させる

ことが必要であるが、そのためには、新しい人の流れを生み出すことが重要であり、長井市総合
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戦略では、移住交流事業の推進や魅力ある住環境整備、観光交流の充実等を掲げている。特

に、長井市を知ることが移住につながる第一歩になることから、長井市を知り、体験するきっかけ

となる観光交流の取り組みが重要であるが、東日本大震災以降、観光客数は減少傾向にあるこ

とから、フラワー長井線や舟運文化に触れられる歴史的建造物等の地域資源を活用した長井市

に訪れてみたくなる仕掛けづくりと長井市の知名度向上の取組が課題となっている。 

また、観光から生まれる交流を移住につなげていくために、創業や就農の支援等により働く場

の確保を図るとともに、空き家等を資源として活用して移住希望者へ提供するなど、住まいの確

保を支援していくことも必要である。 

 

 

４－３ 目標 

本計画においては、「山の港町」といわれる当市の地域資源を活かし、観光情報の発信や地

場産品の販売を実施する魅力ある交流拠点を中心市街地に形成するとともに既存のシティプロ

モーションと合わせた戦略的な広報事業を実施することより、観光交流人口の拡大を図り、新た

な人や産業の流れを生み出すことを目指す。 

また、中心市街地において民間商業施設の整備を促進し、中心市街地の賑わいを創出する

とともに市周辺部に公共サービスの集約拠点となる小さな拠点を整備し、中心市街地と市周辺

部を結ぶ公共交通ネットワークを改善することにより、市民の生活利便性の向上を図り、住民の

転出抑制を目指す。 

 

・目標１ 人口の社会増減     ▲136人（平成 26年度） → ▲60人（令和 2年度）      

・目標２ 観光交流人口        62万人（平成 26年度） → 75万人（令和 2年度）       

・目標３ 新規創業者数      3件／年（平成 26年度） → 30件（累計）（令和 2年度）    

・目標４ 中心市街地における歩行者通行量  

                    190人/日(平成 26年度) → 397人/日(令和 2年度) 

・目標５ まちなか観光客数(年間)  

                    177,754人(平成 26年度) → 393,057人(令和 2年度) 

・目標６ 長井小学校第一校舎活用による市全域への経済波及効果 

                    0千円（平成 26年度） → 358,640千円(令和 2年度) 

・目標７ 長井小学校第一校舎活用による収入額 

                    0千円(平成 26年度) → 83,515千円(令和 2年度) 

・目標８ 長井小学校第一校舎利用者数         

                 ０人(平成 26年度) → 154,400人（累計）(令和 2年度) 

※目標４、５は地方創生推進交付金事業に係る重要業績評価指標（KPI）に該当。目標６、７は

地方創生拠点整備交付金事業に係る重要業績指標（ＫＰＩ）に該当。目標８は地方創生推進

交付金事業及び地方創生拠点整備交付金事業に係る重要業績指標（ＫＰＩ）に該当。各年

度の目標数値は後記のとおり。 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 
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   本計画では、住民の転出抑制に向けた生活利便性の向上として、中心市街地の賑わいの創

出、公共交通の維持改善による交通利便性の向上、小さな拠点の形成に取り組むとともに、長

井市への転入促進に向けて、観光交流の拡大、移住促進、創業支援に取り組む。 

中心市街地の賑わいの創出については、山形鉄道と国道 287号を交流ネットワークの中心軸

と位置付け、観光資源が豊富な中心市街地に観光客を誘客するため、山形鉄道長井駅から伸

びる県道と国道 287号が交わる地点に観光交流センターを整備することにより、魅力ある交流拠

点を形成する。また、中心市街地の商業機能の向上を図るため、住民や観光客が利用する商

業施設や旧家を活用したコミュニティスペースを整備し、歩行者数の増加や中心市街地の賑わ

いを創出する。 

公共交通の維持改善による交通利便性の向上については、長井市の交流の核となる公共交

通ネットワークとして、山形鉄道と市営バスの維持改善による交通利便性の向上を図る。また、小

さな拠点形成については、地域コミュニティ機能の維持や生活利便性の向上を図るため、市中

心部と公共交通ネットワークでつながる市周辺部において、地域おこし協力隊の導入や小学

校・地区公民館等の公共施設が集積する地域拠点の機能を強化する小さな拠点形成事業を実

施する。 

転入促進については、観光交流の拡大から移住支援や働く場の確保により移住促進につな

げていく。観光交流の拡大については、市内の観光マーケティングや観光商品の企画販売を行

う日本版 DMO として「観光地域づくりプラットフォーム」を整備する。さらに、戦略的広報事業や

シティプロモーション事業の実施により、首都圏等への情報発信を強化していく。移住促進や創

業支援については、観光やプロモーションで生まれた交流を移住希望者の移住や地域産業の

活性化につなげていくため、移住定住促進事業等の実施により移住相談や住宅取得支援の充

実を図るとともに、インキュベーション施設の整備事業等の創業支援に取り組む。 

 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例（内閣府、総務省、国土交通省、経済産業省）

【A2006】 

中心市街地活性化基本計画の名称 

   長井市中心市街地活性化基本計画 

 

中心市街地活性化基本計画の範囲 

中心市街地の区域は、交流人口がにぎわうエリアであり、市街地の中で商店街、公共施設等

の都市機能、歴史的資源や産業資源等が特に集中し、今後 5 年間で各事業を適正かつ効果

的に取組むことが可能な区域である下図赤線内の約 134ha とする。 
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 中心市街地活性化基本計画の概要 

（１）計画の期間 

    平成 28年 4月から令和 3年 3月まで 

 

（２）計画の目標 

    長井市中心市街地活性化基本計画では、中心市街地が持つ多様な都市機能や歴史的、

文化的な地域資源等を活用して、魅力や利便性等を向上させることにより、多くの人が訪れ、

交流し、住み、かつ住民がいきいきと活動する「にぎわい」のあるまちを目指す。 

  【数値目標】 

 ①歩行者通行量（休日） 190人／日（平成 26年度）→397人／日（令和 2年度） 

 ②中心市街地における創業事業所数 

                    平均 1.6件／年（平成 22～26年度の平均） 

→平均4.6件／年（平成28～令和2年度平均） 

 ③まちなか観光客数   199,657人／年（平成 24～26年度の平均） 

→393,057人／年（令和 2年度） 

   

【主要事業】 

・観光交流センター整備事業 

  ・本町複合施設整備事業 
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  ・本町テナント整備事業 

  ・本町旧家活用整備事業  等 

  

地方創生推進交付金（内閣府）：【A3007】 

 

１ 事業主体 

長井市 

 

２ 事業の名称及び内容：歴史的建造物のリノベーションによるコンパクトなまちづく

り促進事業 

本市の学びのシンボルである登録有形文化財「長井小学校第一校舎」（木造校舎）は、

現在整備中の観光交流センター「川のみなと長井」（「道の駅」登録）から中心市街地の中

心部への導線上に位置する。現在は耐震強度等の問題により活用されていないが、平成 27

年度まで小学校校舎として使用され、昭和 8 年の建設以降、82 年間にわたり長井市民の

学び舎として愛されてきた。本事業は、この校舎を学び舎の雰囲気を残しながら「まなび」

と「交流」をテーマとした集客施設にリノベーションすることにより、中心市街地の賑わ

いの創出及び暮らしやすいコンパクトなまちづくりをリードする仕掛けづくりを図るも

のである。また、長期的には集客面だけではなく、子どもたちがキャリア教育等の学びか

ら自ら社会的課題の解決や起業に取り組む力を身につけ、長井市の地方創生に寄与する

ひとづくりを目指すものである。 

校舎リノベーションのコンセプトを「子どもたちが楽しく学べる空間」、「市民と観光客

の交流や多世代間の交流を生み出す空間」、「買い物や観光の途中に立ち寄る憩いの空間」

として事業を行う。なお、リノベーションについては、市が耐震化等の基礎的な整備を行

い、校舎内部の改装や管理運営については民間事業者のノウハウを活用する。 

 

３ 事業が先導的であると認められる理由 

【官民協働】 

 長井小学校第一校舎の活用については、市が建物の基礎的な整備を行い、建物の指定管

理により施設の活用・運営は指定管理者が行う。また当該民間事業者の事業支援にあたっ

ては、やまがた長井観光局、市内金融機関等と行政が連携し、必要な支援を行う。 

 

【地域間連携】 

 該当なし 

 

【政策間連携】 

 長井小学校第一校舎の活用を行うことによって、観光振興、地場産業の情報発信、移住

希望者への PRが図られ、全体として中心市街地の賑わいの創出に効果を発揮する。 
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【自立性】 

 長井小学校第一校舎を民間事業者への指定管理で運営する。民間事業者は指定管理料

のほか、各部屋の賃料・使用料及びカフェ等の営業やイベント収入等により、施設のラン

ニングコストをまかなっていく。事業期間終了後、収入に併せて指定管理料を減額してい

くとともに、市もふるさと納税の活用等による独自財源確保に取り組むことにより、期間

終了後も自走していく。 

 

【その他の先導性】 

 本市の交通の軸であるフラワー長井線長井駅と観光交流センターをつなぐ通りの導線

上の位置に、長井小学校第一校舎を活用した集客施設を配置することにより、中心市街地

の交流人口の増加や回遊性の高まりが期待される。さらに、本事業は、まちづくり会社等

による複合商業施設の整備や本町旧家活用事業、市が取り組む複合型公共施設の整備等

へと発展していくためモデル的な事業であり、コンパクトなまちづくりの促進をリード

する事業である。 

 

４ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 

中心市街地

における歩

行者通行量 

211人 167人 222人 309人 397人 

まちなか観

光客数 ( 年

間)  

199,286人 202,879人 251,922人 322,481人 393,057人 

長井小学校

第一校舎利

用者数 

0人 0人 12,400人 49,600人 92,400人 

 

５ 評価の方法、時期及び体制 

 毎年度６月に、長井市人口ビジョン及び長井市総合戦略の策定に関わった有識者を中

心に構成する外部組織が、市及び実施主体からの報告に基づき、事業進捗やＫＰＩの達成

度を検証する。検証結果に基づき、事業内容及び手段の見直しを行う。検証結果は、外部

組織の検証後、速やかに市ホームページで公表する。また、毎年度９月に、上記の検証結

果を踏まえて、市議会で事業内容について検証する。 

 

６ 交付対象事業に要する費用 

①法第５条第４項第１号イに関する事項【A3007】 

・総事業費 265,000千円 

 

７ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から令和３年３月 31日（５ヵ年度） 
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８ その他必要な事項 

 該当なし 

地方創生拠点整備交付金（内閣府）：【Ａ3007】 

 

１ 事業主体 

長井市 

 

２ 事業の名称 

長井小学校第一校舎整備計画 

 

３ 事業の内容 

 現在整備中の観光交流センター（「道の駅」登録済）から中心市街地の中心部への導線

上に位置し、本市の学びのシンボルである登録有形文化財「長井小学校第一校舎」（木造

校舎）は、現在、老朽化や耐震強度不足により遊休化している。本事業は、長井小学校第

一校舎を学び舎の雰囲気を残しながら「まなび」と「交流」をテーマとした集客施設とし

てリノベーションし活用することにより、地方創生人材の育成、中心市街地の賑わいの創

出及び暮らしやすいコンパクトなまちづくりをリードする仕掛けづくりを図るものであ

る。 

 リノベーションのコンセプトを「子どもたちが楽しく学べる空間」、「市民と観光客の交

流や多世代間の交流を生み出す空間」、「買い物や観光の途中に立ち寄る憩いの空間」とし、

以下のような事業を行う。なお、リノベーションについては、市が耐震化等の基礎的な整

備を行い、校舎内部の改装や管理運営については民間事業者のノウハウを活用する。 

 

＜長井小学校第一校舎を活用して行う事業の概要＞ 

●利用者の主なターゲット： 

市民（子育て世代の親子等）、観光客（観光交流センター等との連携による誘客） 

●校舎活用予定事業： 

（１）商業機能  カフェ・レストラン、ギャラリー、レンタルオフィス等 

（２）交流機能  食育講座、市民マルシェ等のイベント開催 

（３）教育機能  キャリア教育の実践（経済の仕組み等の実学教育、地場産業等の疑似 

         体験等） 

         大人の学びなおし（ソーシャルビジネス、語学等）  

 

４ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

■概 要 

  長井小学校第一校舎は市との指定管理契約により民間事業者（29年度中に選定予定）

が運営する。民間事業者は指定管理料及び賃料・使用料に加えて、カフェ等の営業やイ

ベント収入等により、施設のランニングコストをまかなう。 
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  なお、指定管理料は、フル稼働する令和 2年度以降は収入に併せて減額し、公共的事

業部分以外の完全自立を目指す。 

 

■施設全体の収入及び経済波及効果見込み（令和 2年度） 

  テナント入居や個別貸出しによる施設の床を対象とする収入のほか、事業者による

ブックカフェやレストラン、体験工房等の運営、各種イベント実施による収入を

【8,351.5万円】と見込む。内訳は下記①及び②のとおり。 

●賃料・利用料収入見込み：1781.5万円/年・・・① 

 Ａ．常設スペース 

 （ⅰ）貸事業スペース（6部屋）：月額 4万円×12月×6事業者＝288万円 

 （ⅱ）飲食施設（1部屋）：月額 3万円×12月×1事業者＝36万円 

 （ⅲ）体験工房（3部屋）：月額 3万円×12月×3事業者＝108万円 

 Ｂ．レンタルスペース 

 （ⅰ）教室形式（1部屋）：3,250円/h×平均使用時間 3h×稼働 40日＝39万円 

 （ⅱ）ギャラリー（1部屋）：3,250円/日×稼働 100日＝32.5万円 

 （ⅲ）ホール 3,250円/h×平均使用時間 3h×稼働 80日＝78万円 

 Ｃ．民間事業者による自主事業 

 （ⅰ）イベント収入：100万円/1回×12回＝1,200万円 

●入居者の事業による売上：6,570万円/年・・・② 

 a．カフェ・レストラン 

 （ⅰ）販売収入：1,200円/人日×100人×360日＝4,320万円 

 b．体験工房 

 （ⅰ）体験料：3,000円×10人×100回×3事業者＝900万円 

 （ⅱ）販売収入：300万円×3事業者＝900万円 

 c．ギャラリー 

 （ⅰ）入場料：500円×30人×100日＝150万円 

 （ⅱ）販売収入：300万円×1事業者＝300万円 

●経済波及効果  

生産誘発効果（市内生産額）： 

 3億 5,864万円/年（長井市産業連関分析プログラムで算出） 

 

■収入を増やすための工夫 

 ・東北財務局山形財務事務所、東北経済産業局及び中小機構、日本政策金融公庫、市内

金融機関と定期的に意見交換を実施し、入居者募集や事業性評価、融資等について金

融機関が関わる体制を構築している。 

 ・テナント入居者は、長井商工会議所及び市内金融機関から助言や協力を受けながらよ

り高い収益性の確保に努める。 

 ・創業・起業者は、創業支援機能を有する（一財）置賜地域地場産業振興センターによ

る支援を受けることができる。 

 ・地方創生推進交付金を活用した調査事業において対話型市場調査等を実施し、事業の
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実現性や収益性を高める。本調査は（株）三菱総合研究所が受託し、県内企業のＮＤ

ソフトウェア(株)及び山形銀行との連携体制を構築している。商業機能については

新丸の内ビルのコンサル実績を有する街制作室(株)の渋谷正明氏、地方創生に知見

を有する(株)ローカルファースト研究所の関幸子氏、教育機能については石巻市で

廃校を活用し子ども向けの体験活動事業を運営している（一社）MORIUMIUSの立花貴

氏・油井元太郎氏、山形県高畠町で廃校を活用し大人の学びを行う「熱中小学校」を

展開している佐藤廣志氏（ＮＤソフトウェア代表取締役）など、県内外からの協力を

得ながら活用方法を検討している。 

 

【官民協働】 

 ■関係者それぞれの役割 

 【施設運営主体】 

 ・長井市：校舎の免震化等の基礎的なハード整備及び管理運営する民間事業者の選定・

委託、施設利用の PRを行う。 

 ・校舎を管理運営する民間事業者：経営ノウハウを生かし、校舎内装工事等を実施する

とともに、校舎の管理運営やテナント入居者の募集、観光交流センターや入居者等と

連携したイベントの企画実施、やまがた長井観光局（ＤＭＯ）との連携による校舎を

活用した観光商品の企画実施等を行い、収益をあげることで地域に貢献する。 

 【施設活用者】 

 ・市内事業者：校舎への入居を検討するほか、学びに関するプログラムに参画する（講

師派遣等）。 

 【事業参画企業】 

 ・ＮＤソフトウェア(株)：同社社長が関与している廃校活用事業（熱中小学校事業）の

ノウハウの提供及び、地方創生推進交付金を活用して実施中のニーズ調査や対話型

市場調査への協力を行う。 

 ・(株)山形銀行：校舎を活用して事業を行う事業者の紹介、管理運営する民間事業者や

テナント入居者に向けた融資や経営指導等の協力を行う。また地方創生推進交付金

を活用した調査事業への協力を行う。 

 ・(株)三菱総合研究所：地方創生推進交付金を活用した調査事業の実施及び事業全般へ

の専門的なアドバイスを行う。 

 ・(一社)MORIUMIUS：廃校を活用して収益性がある子ども向け体験プログラムの運営経

験から、本校舎を活用して行う学びのプログラムへのアドバイスを行う。 

 ・街制作室(株)渋谷正明氏：新丸の内ビルのコンサルティング実績から、商業機能や校

舎活用デザインへの協力を行う。 

 ・(株)ローカルファースト研究所 関幸子氏：校舎の活用方法や中心市街地活性化に関

するアドバイスを行う。 

 【事業支援体制】 

 ・東北財務局山形財務事務所、東北経済産業局：市と市内金融機関との連携体制を構築

し、本事業の情報共有と金融機関への協力の呼びかけを行う。（Ｈ27に 1回、Ｈ28に

2回の連携会議を開催。） 
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 ・山形銀行・荘内銀行等の市内金融機関、日本政策金融公庫、中小企業機構：校舎の活

用を希望する事業者の紹介、校舎を管理運営する民間事業者やテナント入居者に向

けた融資や経営指導等の協力を行う。 

 ・長井商工会議所：校舎を活用して事業を行う事業者の紹介や創業・企業を考える者へ

の支援を行う。 

 ・(一財)置賜地域地場産業振興センター：長井商工会議所等と連携し、校舎を活用する

創業・起業者への支援を行う。 

 ・観光交流センター(道の駅)：校舎の紹介や誘導案内を行うほか、校舎と連携したイベ

ントを定期的に実施する。 

 ・やまがた長井観光局：校舎を活用した観光商品の企画・販売及び情報発信を行い、国

内外からの集客を図る。 

 ・山形大学人文学部等の県内教育機関：アクティブシニア等の学びに関するプログラム

の構築及び実施を支援する。 

 

【政策間連携】 

 長井小学校第一校舎の整備・活用に併せて以下の政策分野で連携が図られる。 

 ■中心市街地の賑わいの創出（観光交流施策との連携） 

   本校舎で実施する商業機能・教育機能等により、近接する観光交流センター（道の

駅）と併せて人が集まる中心市街地の賑わいの拠点となることができる。また、観光

商品開発・販売を行うやまがた長井観光局との連携により、校舎を活用した新たな観

光商品の開発や市民と観光客との交流イベントを実施し、交流人口拡大を図ること

ができる。 

 

 ■市内経済及び地場産業の振興（商業振興施策との連携） 

   上記観光交流施策との連携による中心市街地への交流人口の呼び込み等により、

市内経済や地場産業への波及効果が期待される。また、中心市街地への誘客と空き店

舗を活用した新規創業・起業支援助成制度等の商業振興施策との連携により、民間投

資を喚起させ、中心市街地の賑わいの創出と生活利便性の向上が図られる。 

 

 ■市内創業支援施設と連携した「しごと」創出（創業支援施策との連携） 

   地方創生加速化交付金を活用して 10月に市内に開設した創業支援施設「イノベー

ション Lab.長井.i-bay」と連携し、i-bayから巣立ち、事業拡大する者のオフィスと

して校舎 2 階を利用することで、創業から事業拡大までの受け皿を市内で整えるこ

とができ、多様なしごとの創出が可能となる。i-bayには既に 2社入居し、その他 2

社が入居に向けて協議中。 

 

 ■教育振興による定住の促進（教育施策及び移住定住施策との連携） 

   長井市まち・ひと・しごと創生総合戦略は「教育・子育て」を主軸とした人口減少

対策を掲げ、世界を相手に挑戦できる大人に育てる教育システムづくりに取り組ん

でいる。本校舎において子ども達に向けたキャリア教育を実施するとともに、現在長
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井市教育委員会で取組みを強化している英語教育（ALT増員、日本初の小学 3年から

のスカイプによる海外講師活用授業等）を踏まえて、本校舎をインバウンド旅行者や

芸術家等の外国人と子どもたちとの交流を行う場とすることで、全国でも稀有な教

育体験が可能となる。また、子どもの教育環境に関心が高い子育て世代に向けて、定

住体験ハウスや移住コンシェルジュ等の各種移住定住支援施策と併せて情報を発

信・提供することで、移住定住促進につなげていく。 

 

 ■生涯活躍のまちと一億総活躍の実現（福祉施策との連携） 

   同じ中心市街地に位置する公立置賜長井病院等の医療機関・福祉施設と連携し、本

校舎で実施予定のアクティブシニア等の学びをもとに市内事業者や教育現場で活躍

してもらう仕組みの出口の一つに医療機関・福祉施設を位置づけることにより、高齢

者になっても自己実現のために働きながら元気に住み続けられる生涯活躍のまちの

形成及び一億総活躍に資する施策連携が図られる。 

  

【地域間連携】 

 該当なし 

 

５ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

 
事業開始前 

（現時点） 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

令和 2年

度 

ＫＰＩ増加分

の累計 

長井小学校

第一校舎活

用による市

全域への経

済波及効果 

0千円 0千円 0千円 
66,870千

円 

286,910

千円 

358,640

千円 
712,420千円 

長井小学校

第一校舎活

用による収

入額 

0千円 0千円 0千円 
13,890千

円 

66,812千

円 

83,515千

円 
164,217千円 

長井小学校

第一校舎利

用者数 

0人 0人 0人 12,400人 49,600人 92,400人 154,400人 

 

６ 評価の方法、時期及び体制 

 毎年度６月に、長井市人口ビジョン及び長井市総合戦略の策定に関わった有識者を中

心に構成する外部組織が、市及び実施主体からの報告に基づき、事業進捗やＫＰＩの達成

度を検証する。検証結果に基づき、事業内容及び手段の見直しを行う。検証結果は、外部

組織の検証後、速やかに市ホームページで公表する。また、毎年度９月に、上記の検証結

果を踏まえて、市議会で事業内容について検証する。 

 



17 

 

７ 交付対象事業に要する費用 

①法第５条第４項第１号イに関する事項【A3007】 

・総事業費 781,500千円 

 

８ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から令和３年３月 31日（５ヵ年度） 

 

 

５－３ その他の事業 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

地域公共交通確保維持改善事業（国土交通省）：【B1208】 

イ 公共交通ネットワーク維持事業 

事業概要： 

山形鉄道株式会社が運営するフラワー長井線は、主な利用者である高校生の定期利用通

学者が減少していることにより、厳しい経営状況が続いていることから、地域住民の交通手

段として路線を存続していくために、抜本的な改革が必要である。このため、山形県や沿線

市町との連携により地域公共交通網形成計画を策定し、安全に運行していくために鉄道車

両の改修や信号設備・枕木等の計画的な整備を実施するとともに、市営バスと鉄道との接

続を考慮した運行を実施することにより、日常的な利用者の増加や観光交流の利便性の向

上を図り、公共交通ネットワークを維持していく。 

事業主体： 

鉄道事業者（山形鉄道株式会社） 

実施時期： 

平成 28年度～令和 2年度 

 

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組み 

イ 市営バス運行事業 

事業概要： 

住民の通院や買い物等の交通手段を確保するため、市中心部と周辺部や隣の川西町に

位置する公立置賜総合病院の医療機関等を結ぶ路線を走る市営バスを運行する。また、

安全な運行を維持するため、老朽化が進むバス車両を更新し、地域住民の交通手段であ

る市営バスの運行を維持していく。 

実施主体： 

長井市 

国の補助制度： 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（国土交通省） 

実施時期： 
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平成 26年～令和 2年度 

 

ロ 小さな拠点形成事業 

事業概要： 

市中心部と公共交通ネットワークで結ぶ市周辺部において、住民へのサービス機能を強化

するため、地区公民館をコミュニティセンター化し、地域福祉や防災拠点、交流拠点として

の施設の機能を強化するとともに、住民主体の地域づくりを支援していく。 

実施主体： 

長井市 

事業期間： 

平成 30年度～令和 2年度 

 

ハ 戦略的広報事業 

事業概要： 

観光交流施策の最大の課題が首都圏等における長井市の知名度不足であることから、長

井市の暮らしや地域資源等を PR し、首都圏との観光交流ネットワークの拡大につなげるた

め、民間広報媒体を活用したプロモーション事業を実施する。 

事業主体： 

長井市 

実施時期： 

平成 28年度～令和 2年度 

 

二 観光交流センター整備・運営事業 

事業概要： 

長井市を訪れる観光客等に長井の歴史文化や水資源を生かした生活様式等を紹介し、ま

ちなか観光の玄関口とするために、新たに中心市街地に観光交流センターを整備する。ト

イレ等の休憩施設を設置するほか、市民によるまちづくり活動や地域特産物の紹介スペー

ス、観光ボランティアガイドによる観光情報等の案内機能を設けることにより、観光客と市民

間の交流の拡大や中心市街地への観光客の誘客を図る。 

実施主体： 

長井市 

国の補助制度： 

社会資本整備総合交付金（国土交通省） 

事業期間： 

平成 25年度～令和 2年度 

 

ホ 観光地域づくりプラットフォーム（日本版ＤＭＯ）構築事業 

事業概要： 
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観光マーケティングや着地型旅行商品の企画、観光に関わる団体・企業等の連携・調整を

図る観光地域づくりプラットフォーム（日本版ＤＭＯ）を構築し、市民を巻き込んだ観光地域

づくりを進める。 

これまで観光に関わる団体・企業等が個々に実施していた情報発信や商品販売の窓口機

能について、観光地域づくりプラットフォームがその窓口機能を一元化し、宿泊施設や飲食

店等の着地型旅行商品の提供者と市場（旅行業者・観光客）をつなぐワンストップ窓口にな

ることにより、長井市全体の観光ブランドの構築や市場への訴求力の向上を図り、観光客の

増加と観光産業の育成を目指す。 

実施主体： 

長井市・一般財団法人置賜地域地場産業振興センター 

国の補助制度： 

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）（内閣府） 

事業期間： 

平成 27年度～令和 2年度 

 

ヘ シティプロモーション事業 

事業概要： 

長井市の魅力を磨き上げ、首都圏等に情報発信し、産業連携や観光・交流を拡大させるこ

とによる地域活性化を図るため、東京都大田区内に開設している長井市東京事務所を拠

点として、主に首都圏での地場産品や水道水のペットボトル等の販売、情報発信を実施す

る。また、併せて長井市のコミュニティＦＭ「おらんだラジオ」と連携し、首都圏でのプロモー

ション活動状況や市内のイベント情報を発信するインナープロモーションを実施することに

よって、長井市に住んでいる市民自らが地域の魅力を感じ、長井市への誇りや愛着を高め

ていく。 

実施主体： 

長井市 

   国の補助制度： 

     新・地域再生マネージャー事業（一般財団法人地域総合整備財団） 

事業期間： 

平成 26年度～令和 2年度 

 

ト 複合型公共施設整備事業 

事業概要： 

長井市の玄関口であるフラワー長井線の長井駅周辺の民間所有未利用地を活用し、子育

てコンシェルジュやＮＰＯ等による子育て支援機能の集約化や市民の学びと産業の創造に

資する図書館機能などを配置するとともに、公共交通を利用して子どもから高齢者まで市

民が気軽に訪れることができる交流施設として複合型公共施設を整備することにより、まち

なかの新たな賑わいを創出する。 
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また、施設整備前の社会実験として、長井駅周辺スペースを活用したコンテナ広場

を設置し、子ども向け図書室やけん玉遊び体験等のまちづくり活動の拠点として賑

わい作りを実施する。 

実施主体： 

長井市 

   国の補助制度： 

     社会資本整備総合交付金（国土交通省） 

事業期間： 

     平成 28年度～令和 2年度 

  

チ タス再生整備事業 

事業概要： 

長井市での新規創業を促すため、民間所有の施設であり宿泊、飲食、スポーツ、コンベン

ション機能を併せ持つ複合施設であるタスビルの一部を改修し、市内のものづくり産業や農

業の高付加価値化に資するＩＣＴ関連等のインキュベーション用スペースの配置の検討、整

備を実施する。移住者向けの住宅確保施策との連携により、新規創業者の入居を促進し、

新たな雇用を創出する。 

事業主体： 

一般財団法人置賜地域地場産業振興センター・長井商工会議所 

実施時期： 

平成 28年度～令和 2年度 

 

リ 起業・創業支援事業 

事業概要： 

長井市の産業振興を図るため、市内の空き店舗等を活用して起業を希望する者に対して、

賃借料の一部又は改装費等について起業・創業支援事業補助金を支給する。また、創業

する人材の育成のため、長井商工会議所や市内金融機関と連携し、経営計画の作成支援

やブランド化に関するセミナー等を実施する。 

実施主体： 

長井市・長井商工会議所 

国の補助制度： 

地域活性化・地域住民等緊急支援交付金(地方創生先行型) （内閣府） 

実施時期： 

平成 26年度～令和 2年度 

 

ヌ 空き家再生事業 

事業概要： 

長井市に点在する空き家の所有者等を調査し、売却や賃貸を希望する空き家をデータ化
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することで、移住希望者と所有者の橋渡しを行う。特に市所有の住宅や市内の空き家につ

いて、長井市の独自の文化や生活スタイルを反映した住宅に改修し、居住可能な状態に

することで、移住促進のイベントや市外から募集する就農者、新規創業者向け施策と連動

した移住促進住宅、お試し移住住宅として活用する。施策連携により移住希望者が移住し

やすくなる環境を作ることで、移住者を増やす。 

実施主体： 

長井市 

事業期間： 

平成 28年度～令和 2年度 

 

ル 定住促進補助事業 

事業概要： 

長井市内への移住定住を促進するため、市内の土地を購入し、そこに自ら居住する住宅を

新築又は建売住宅を購入する移住者等に補助金を交付する。 

実施主体： 

長井市 

国の補助制度 

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）（内閣府） 

実施時期 

平成 27年度～令和 2年度 

 

ヲ 移住定住促進事業 

事業概要： 

移住希望者のニーズに速やかに対応するため、移住関連イベントへの参加や移住体験等

の PR 活動の実施、市役所内の移住窓口ワンストップ体制の構築に向けた移住コンシェル

ジュの設置等により、長井市への移住定住を促進する。 

事業主体： 

長井市 

国の補助制度： 

移住・定住・交流推進支援事業（一般財団法人地域活性化センター） 

事業期間： 

平成 24年度～令和 2年度 

 

ワ 地域おこし協力隊事業 

事業概要： 

地域コミュニティの活性化を図るため、都市住民など地域外の人材を地域社会の新たな担

い手として受け入れる「地域おこし協力隊」制度を積極的に活用し、市周辺部における地域

活動を促進する。 

実施主体： 
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長井市 

事業期間： 

平成 26年度～令和 2年度 

 

カ 新規就農者支援事業 

事業概要： 

市内における新規就農を促進するため、家賃補助等による住居支援を実施することにより

生活の不安を解消するとともに、農業に関する技術情報や経営に関する情報支援を行う。 

実施主体： 

長井市 

国の補助制度：青年就農給付金（農林水産省） 

事業期間： 

平成 25年度～令和 2年度 

 

ヨ 学童クラブ整備事業 

事業概要 

  市周辺部における小学生の放課後の安全な居場所づくりのため、小学校・地区公民館等

の公共施設が集積する地域拠点の周辺に学童クラブを整備する。 

実施主体 

  長井市 

国の補助制度 

  子ども・子育て支援交付金（厚生労働省） 

事業期間： 

  平成 27年度～平成 29年度 

 

６ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から令和 3年 3月 31日まで 

 

７ 目標の達成状況に関する評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

定量目標の達成状況を確認するために、住民基本台帳人口数、市商工観光課が集計する観

光交流人口数及び新規創業者数の集計を行い、毎年度、事業の効果について評価を行う。ま

た、中心市街地における歩行者通行量、まちなか観光客数(年間) 、長井小学校第一校舎活用

による市全域への経済波及効果、長井小学校第一校舎活用による収入額、長井小学校第一校

舎利用者数については、毎年度６月に、市及び実施主体からの報告に基づき、長井市人口

ビジョン及び長井市総合戦略の策定に関わった有識者を中心に構成する外部組織が検証

する。 

評価結果、外部組織による検証結果を踏まえ、目標の効果的な実現に向けて必要な計画の

見直しや変更を行う。 
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７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

評価指数 関連事業 
平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

令和 2

年度 

目標１        

人口の 

社会増減 

公共交通ネットワーク維

持改善 

事業 

市営バス運行事業 

小さな拠点形成事業 

空き家再生事業 

定住促進補助事業 

移住定住促進事業 

地域おこし協力隊事業 

新規就農者支援事業 

学童クラブ整備事業 

― ▲120人 ▲105人 ▲90人 ▲75人 ▲60人 

目標２        

観光交流

人口 

戦略的広報事業 

観光交流センター整備・

運営事業 

観光地域づくりプラット

フォーム（日本版 DMO）

構築事業 

シティプロモーション事

業 

複合型公共施設整備事

業 

長井小学校木造校舎活

用事業 

長井小学校第一校舎整

備計画 

― 63万人 66万人 69万人 72万人 75万人 

目標３        

新規創業

者数 

インキュベーション施設

整備事業 

起業・創業支援事業 

 

― 5件 10件 15件 22件 30件 

目標４        

中心市街

地におけ

る歩行者

通行量 

戦略的広報事業 

観光交流センター整備・

運営事業 

観光地域づくりプラット

フォーム（日本版 DMO）

構築事業 

シティプロモーション事

業 

複合型公共施設整備事

業 

長井小学校木造校舎活

用事業 

長井小学校第一校舎整

備計画 

― 211人 167人 222人 309人 397人 
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目標５        

まちなか

観光客数

(年間)  

戦略的広報事業 

観光交流センター整備・

運営事業 

観光地域づくりプラット

フォーム（日本版 DMO）

構築事業 

シティプロモーション事

業 

複合型公共施設整備事

業 

長井小学校木造校舎活

用事業 

長井小学校第一校舎整

備計画 

― 
199,286

人 

202,879

人 

251,922

人 

322,481

人 

393,057

人 

目標６        

長井小学

校第一校

舎活用に

よる市全

域への経

済波及効

果 

戦略的広報事業 

観光交流センター整備・

運営事業 

観光地域づくりプラット

フォーム（日本版 DMO）

構築事業 

シティプロモーション事

業 

複合型公共施設整備事

業 

長井小学校木造校舎活

用事業 

長井小学校第一校舎整

備計画 

― 0千円 0千円 
66,870

千円 

286,910

千円 

358,640

千円 

目標７        

長井小学

校第一校

舎活用に

よる収入

額 

戦略的広報事業 

観光交流センター整備・

運営事業 

観光地域づくりプラット

フォーム（日本版 DMO）

構築事業 

シティプロモーション事

業 

複合型公共施設整備事

業 

長井小学校木造校舎活

用事業 

長井小学校第一校舎整

備計画 

― 0千円 0千円 
13,890

千円 

66,812

千円 

83,515

千円 

目標８        
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長井小学

校第一校

舎利用者

数 

戦略的広報事業 

観光交流センター整備・

運営事業 

観光地域づくりプラット

フォーム（日本版 DMO）

構築事業 

シティプロモーション事

業 

複合型公共施設整備事

業 

長井小学校木造校舎活

用事業 

長井小学校第一校舎整

備計画 

― 0人 0人 
12,400

人 

49,600

人 

92,400

人 

 

（指標とする数値の収集方法） 

目標１ 人口の社会増減 

住民基本台帳により確認する。 

目標２ 観光交流人口 

長井市商工観光課が調査・集計する観光交流人口により確認する。 

目標３ 新規創業者数 

インキュベーション施設利用者及び起業・創業支援事業利用者のうち、長井市商工観

光課が継続して操業している実態を把握した人数により確認する。 

目標４ 中心市街地における歩行者通行量 

    長井市商工観光課が調査・集計する中心市街地における歩行者通行量により確認 

する。 

目標５ まちなか観光客数(年間)  

      長井市商工観光課が調査・集計するまちなか観光客数により確認する。 

目標６ 長井小学校第一校舎活用による市全域への経済波及効果 

      長井市産業関連分析プログラムにより算出し確認する。 

目標７ 長井小学校第一校舎活用による収入額 

      長井小学校第一校舎を活用する事業者が集計する収入額により確認する。 

目標８ 長井小学校第一校舎利用者数 

      長井小学校第一校舎を活用する事業者が集計する利用者数により確認する。 

 

７－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 

地方創生推進交付金事業及び地方創生拠点整備交付金事業における外部組織による検証

後、地域再生計画における中間時点及び計画期間終了後、長井市ホームページや広報紙に

掲載する。 

 

 


