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 山形県内で広く使われている方言で

「良かった」という意味。豊かな自然、

温泉や美味しい物がたくさんある山形

さ来ていがった～！ 

平成２４年９月２５日 山形県観光交流課発行 い が っ た ～ ！

 

福岡出身の平間です。山形に来てようやく 1 年

が経ちました。行楽シーズンですね！色んな所に

出かけて、秋の山形を満喫したいと思います 

 

 
 

観光業の風評被害損害賠償 大筋合意！ 

 ９月７日（金）、山形県旅館ホテル生活衛生同業組合の佐藤理事長から吉村知事に対し、東北５県旅

館組合と東京電力との間で、原発事故による観光業の風評被害の損害賠償について大筋合意に至ったと

の報告がありました。 

 その内容は、東北５県（福島県を除く）の観光業の風評被害について、東京電力が原発事故との相当

因果関係を認めたこと、賠償の期間も平成２３年３月１１日から翌年２月末までと約１年間となったこ

と、賠償の額の算定方法について一定程度満足できるものであることなどです。 

  

  

これを受け、9 月８日（土）には第１０回風評被害相談会（主催：県旅館組合）が開催され、参加した

組合員約１５０名に対し、東京電力から賠償案の概要が説明されるとともに、賠償対象が、旅館ホテル

業のみならず、交通事業者や観光果樹園なども含めた観光業全体が対象となることが確認されました。

 また、9 月１８日（火）には、東京電力幹部が吉村知事に対して、大筋合意された観光業の風評被害

に対する損害賠償について説明しました。これに対し、吉村知事は、内容を了承し、大筋合意したこと

は評価しましたが、交渉開始から約１年という長期に渡ったことについて遺憾の意を伝え、観光業界へ

の早期の説明と、早期の賠償支払いを求めました。 

 山形県と山形県観光物産協会においては、9 月２７日（木）、観光事業者等を対象に、「観光業の風評

被害に関する損害賠償説明会（第３回）」を開催し、これまでの交渉経過や賠償内容等について説明す

ることとしています。 
 

  

東京電力からの説明(9/18) 第 10 回風評被害相談会(9/8) 佐藤理事長からの報告(9/7) 

 

  誘客プロモーション in 台湾 

東北各県と連携して、8 月 19 日（日）から 24 日（金）まで台湾で誘客プロモーションを実施しま

した。本県からの 2 施設を含む 17 施設 20 名が 12 名の自治体・観光団体関係者と共にプロモーショ

ン団を組織して、高雄・台中・台北の 3 都市で観光セミナー及び商談会を実施し、秋冬の商品造成・販

売促進のために、熱心に情報交換を行いました。台北では行政関係者が各航空会社等を表敬訪問し、台

湾から東北地方への定期便の増便や、チャーター便の運航について働きかけました。 

  

   
台北観光セミナー 台北市旅行商業同業公会 観光プロモーション団 
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香港・広州プロモーションを実施しました！ 
  

香港及び中国深セン・広州からのさらなる誘客を図るため、９月１０日（月）から１７日（月）の日

程で、東北の観光事業者等からなるプロモーション団が現地を訪問しました。山形県からは県の担当者

と香港現地コーディネーターが参加し、現地の旅行会社を訪問し、山形県の観光素材を PR しました。

中でも、NHK 朝の連続テレビ小説「おしん」映画化については、多くの旅行会社が興味を示しました。

「おしん」については、生家が庄内映画村へ移築される予定で、映画に関連した今後の誘客が期待され

ます。 

また、9 月１４日（金）から１６日（日）にかけて、中国広州市において開催された中国(広州)国際

旅游産業博覧会にブースを出展し、ポスターの掲示やパンフレットの配付を行い、多くのお客様に来場

していただきました。 

   
現地旅行会社の方々と 賑わいをみせる旅行博の東北ブース 現地の旅行会社に山形の観光をＰＲ 

 

 

 平成 23 年度山形県観光者数調査発表 
～観光者数は 7 月以降持ち直し～   

平成 23 年度の山形県観光者数調査がまとまりました。総数で約 3,540 万人となり、前年度と比較

して 404 万人、率にして 10.2％の減少となりました。減少要因としては平成 23 年 3 月 11 日に発

生した東日本大震災により、交通機関の一部途絶、出控えや、東京電力福島第一原子力発電所事故によ

る風評被害の影響があったものと考えられます。 

各月の対前年増減率は、４月の減少率が 30.4％と最も大きく、以下、５月が 23.5％、６月が 20.5％、

２月が 16.6％となっています。 

第２四半期以降の観光客数の持直しがみられましたがこれは、東日本大震災後の自粛ムードを払拭す

るため様々な観光誘客対策が取られたことにより、減少幅が小さくなったためと推測されます。 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

観光者数 1,869.2 3,393.8 3,314.5 3,909.8 4,957.3 3,291.7

構成比 5.3% 9.6% 9.4% 11.0% 14.0% 9.3%

対前年比 △30.4% △23.5% △20.5% △6.7% △9.8% △6.4%

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

観光者数 3,897.1 2,682.3 1,854.6 2,389.3 1,879.7 1,959.3 35,398.6

構成比 11.0% 7.6% 5.2% 6.7% 5.3% 5.6% 100%

対前年比 △6.3% △5.8% △4.0% △0.1% △16.6% 44.8% △10.2%

 （単位：千人）
 

詳細は以下のホームページをご覧ください。山形県観光者数調査結果について 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110011/kankotokei/kankoshasuchosa.html 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110011/kankotokei/kankoshasuchosa.html


  

 

 

 

食べっしゃ ぐるっと 485 系＆つばさ号 運行 

ハイウェイフェスタとうほく２０１２開催 !!  

 

  
停車駅や社内で、各地域の「歓迎のおもてなし」と「食」

を楽しみ「ふれあいの旅」となりました。 米沢牛サラミ 

高畠ワイン（チーズ付） 

ちびかり（あげ饅頭）

大名漬・こうじ味噌 

 ９月８日(土)、山形新幹線開業２０周年記念キャンペーンの一環で「食べっしゃ ぐるっと 485 系＆

つばさ号」が運行されました。 

 福島駅～（東北本線）～仙台駅～（仙山線）～山形駅～（山形新幹線）～福島駅と、まさに南東北３

県を「ぐるっと」列車で巡りながら、沿線各駅の食を楽しむ旅です。福島駅～山形駅間は、往年の特急

つばさ号“485 系”が疾走し、沿線も多くの鉄道ファンで賑わいました。特に、485 系から山形新幹

線つばさに乗り換える山形駅では、地域の方々によるおもてなしが行われ 

ました。また、沿線各駅からは各地域の観光関係者が乗り込み、地域の食 

材を列車内でお客様にお渡しする「ふれあいの旅」が展開されました。 

 

 

 

愛子駅 

山寺駅 

山形駅 

わらび餅 

宝珠っ子（おやき） 

乃し梅 
かみのやま温泉駅 

赤湯駅 

高畠駅 

米沢駅 

名取駅 

白石駅 

仙台駅 

蔵王プリン・白石フライドチキン 
大河原うめらむね 

遊里揚（ゆりあげ・揚げかまぼこ 

ひと口牛タン麦ご飯・ずんだ餅ぷち 

  
おしながき 

 

東北６県の味覚や郷土芸能、観光情報等が集結する「ハイウェイフェスタとうほく2012 ～明日を乗

せて～」が、９月１６日（日）・１７日（月）の二日間、仙台市の勾当台公園市民広場で開催されました。

本県からは、やまがた観光キャンペーン推進協議会が観光ブースを設置し、観光案内や観光パンフレッ

トの配布を行いました。また、会場に設けられたステージにおいて、山形のおすすめ観光情報の紹介、

食の都庄内による豊富な食材のＰＲ、山形おきたま【愛】の武将隊による演舞、四方山会による花笠踊

りの披露を行い、本県の観光を存分にＰＲしました。 

    
山形の観光と食ＰＲブース 四方山会による花笠踊り披露 山形おきたま【愛】の武将隊
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米沢 なせばなる  まつり  
 

お知らせ 山形ご当地グルメフェスティバル   ひがしねが開催されます！ 

食（ご当地グルメ）を通したまちづくり、まちおこし活動に取組む団体が、地域のご当地グルメを実演
販売する「山形ご当地グルメフェスティバル 2012in ひがしね」が開催されます！当日は、内容盛りだ
くさんのステージイベントの他、地域食の強いグルメの実演販売を行う「ひがしねフードフェス 2012」
も同時開催。入場は無料！たくさんのご来場をお待ちしています！！ 

【開催日時】 9 月 29 日（土）・30 日（日） 午前 10 時～午後 4 時 

【開催場所】 東根市役所南側 市民交流広場 

【アクセス】 会場周辺の駐車場又は、公共交通機関をご利用ください。 
さくらんぼ東根駅から徒歩約１０分。 

【お問合せ】 山形ご当地グルメフェスティバル in ひがしね実行委員会 ℡0237-41-1200 

【出展グルメの購入方法】 
  ●出展グルメの購入には、食事チケット（金券）が必要です。 
  ●食事チケットは、100 円券 10 枚つづり 1,000 円で販売いたします。 
  ●現金での出展グルメ購入は出来ません。 
 
 
【出展団体】   【FOOD PRO あきた！友好出展】 

・かほく冷たい肉そば研究会    ・「大曲の納豆汁」旨めもの研究会 
・山形芋煮カレーうどん奇合    ・しあわせ巻き巻き よこまき。の会 
・庄内シルク焼そば研究会    ・本荘ハムフライ・ハム民の会 
・東根風お好み焼き「おこふ」宣隊  ・栗駒食彩倶楽部 
・蔵王温泉パン製作委員会    ・あげそば全力普及会 
・おばなざわ牛ラーメン実行委員会  ・横手やきそば暖簾会 
・尾花沢牛☆肉まん宣隊 
・山辺町農業再生協議会 
・協同組合 新庄駅前通り商店会 
 

 

秋 

in 

山形ご当地グルメフェスティバル 

 

 

 

【出展団体】 
・東根市料理飲食業組合 ・東松島市（あんてなしょっぷ まちんど） 
・JA さくらんぼひがしね長瀞マコモダケ生産組合 ・東根元祖どんどん焼普及会 
・JA さくらんぼひがしね長瀞枝豆生産組合 ・東根六田麩組合 
・県立東根工業高等学校生活クリエイト科 ・東根市商工会青年部＆女性部 

 
同時開催 ひがしねフードフェス 2012 

 

 

【開催日時】 9 月 29 日（土）午前 10 時～午後５時 ／ 30 日（日）午前 10 時～午後 4 時

【開催場所】 米沢市松が岬公園・伝国の杜周辺 

【アクセス】 会場周辺に駐車場はございません。米沢市役所からのシャトルバスをご利用ください。 

【お問合せ】 なせばなる秋まつり実行委員会 ℡0238-22-9607 

9 月 29 日（土）のみ 

≪ 草木塔祭 ≫草や樹木の命に感謝し、自然を大切にする心を今に伝える「草木塔」の祭です。 

≪ 時代行列 ≫米沢の偉人たちや米沢にゆかりのある人物で構成された米沢時代行列が 
練り歩きます。 

9 月 29 日（土）・30 日（日）両日 

≪ 益子陶器市 in よねざわ ≫昨年に引き続き国道 121 号線の終点である 
栃木県益子町の「益子陶器市」を開催します。 

≪ 米沢どん丼まつり・米沢うまいもの市 ≫ 
米沢牛丼、ステーキ丼などの地元オリジナル丼、米沢風芋煮 
など置賜近隣の美味しい物が集結します。 

≪ 棒杭市 ≫上杉鷹山の時代、庶民が杭などに紐をつるしその中に商品を 
入れて販売していた棒杭市を再現。貧しくとも盗みを働くも 
のがいない、人を信じる心を受け継ぎます。 

≪ 伝統市 ≫上杉鷹山が奨励し今に伝わる米沢の伝統工芸、米沢織・笹野 
一刀彫り・米沢焼の展示・体験・販売市を開催します。  



 

 

 
 

 
◆ 9 月 29 日（土）・30 日（日） 

・山形ご当地グルメフェスティバル 2012ｉｎひがしね（東根市市民交流広場／ 
       山形ご当地グルメフェスティバル in ひがしね実行委員会：℡0237-41-1200）

・米沢どん丼まつり・米沢うまいもの市（松が岬公園・伝国の杜周辺／ 
なせばなる秋まつり実行委員会：℡0238-22-9607）

◆ 10 月 6 日（土） 
・食を巡るサイクリング･ツアー（高畠町内／ 
             やまがた元気プロジェクト実行委員会事務局：℡023-630-2221）

◆ 10 月 6 日（土）・7 日（日） 
・まるだし尾花沢ふれあいまつり（尾花沢市文化体育施設サルナート／ 
                          尾花沢市商工会：℡0237-22-0128）

◆ 10 月 7 日（日） 
・由良港大漁祭（県漁協由良総括支所／県漁協由良総括支所：℡0235-73-3011） 

・鮭川きのこ王国まつり（鮭川村エコパーク／鮭川村産業振興課：℡0233-55-2111） 

・西川フェア（月山銘水館前広場名水公園／西川町産業振興課商工観光係：℡0237-74-4119）

・金山町産業まつり（町民グラウンド／金山町産業課：℡0233-52-2111） 

・あまるめ秋まつり（庄内町総合体育館／庄内町観光協会：℡0234-42-2922） 

◆ 10 月 8 日（月・祝） 
・ツールド SAKATA チャリで GO（東北公益文科大学カフェテリア前集合／ 
                         酒田市観光物産課：℡0234-26-5759）

◆ 10 月 13 日（土） 
・「食の桃源郷おきたま 秋の大収穫祭」米沢牛まつり・収穫祭（八食祭） 
            （米沢市松川河川敷／置賜総合支庁農業振興課：℡0238-26-6051）

◆ 10 月 13 日（土）・14 日（日） 
・山形県農林水産祭「秋の食彩まつり」・「林業まつり」（山形県総合運動公園 駐車場特設会場／ 
                       農林水産祭実施協議会：℡023-630-3085）

◆ 10 月 20 日（土） 
・山形市農畜産物フェスティバル（山形駅西口イベント広場／ 
                        山形市農林部農政課：℡023-641-1212）
・最上町大産業まつり「秋の収穫祭」 

（最上町向町商店街／最上町交流促進課：℡0233-43-2262）

・新庄味覚まつり（新庄市中心商店街／新庄市商工観光課：℡0233-22-2111） 

◆ 10 月 20 日（土）・21 日（日） 
・米沢市産業まつり（まちの広場／米沢市産業まつり実行委員会：℡0238-22-5111） 

・つるおか大産業まつり 2012（小真木原公園／鶴岡市農政課：℡0235-25-2111） 

・にしかわ秋まつり（間沢下堀特設会場／にしかわ秋まつり実行委員会：℡0237-74-4119） 

・酒田どんしゃんまつり（酒田市中心商店街／酒田商工会議所：℡0234-22-9311） 

◆ 10 月 21 日（日） 
・伝承館まつり長板そば三十三間堂（村山市農村文化保存伝承館／ 
                     村山市農村文化保存伝承館：℡0237-53-3277）

◆ 10 月 27 日（土）・28 日（日） 
・仙山交流味祭 in やまがた「むらやま地域地場産業祭」（山形駅 駅西広場 霞城セントラル南側／
      村山総合支庁地域振興課：℡023-621-8354） 

  
金山町産業まつり あまるめ秋まつり 新庄味覚まつり 長板そば三十三間堂

「山形の秋」祭りと食のイベント 
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発行：山形県商工労働観光部観光経済交流局 観光交流課 

    〒990-8570 山形県山形市松波二丁目８－１ 

    TEL：023-６30-2373   FAX：023-630-2097 

山形県観光情報ポータル：やまがたへの旅 http://yamagatakanko.com/ 

 

http://yamagatakanko.com/
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