
2019 年度 やまがたアルカディア観光局 街なか誘客強化助成事業交付 概要 

 

■助成の概要 

 （一社）やまがたアルカディア観光局（山形県長井市）では観光客の誘客強化を図るために、募集型企画旅行、

受注型企画旅行、手配旅行を実施する旅行会社、貸切バス事業者を対象に、旅行会社、貸切バス事業者と、その

旅行参加者（お客様）に対して助成金を交付するものです。 

 

１、実施期間  2019 年 4 月 1 日 ～ 2020 年 3 月 31 日 

  ※助成申請額が本事業の予算額に達した時点で募集終了。 

 

２、助成要件の概要 

  長井市内の有料施設等（注釈 1）１箇所以上（最大 3 箇所）と、市内の街歩きを実施し、旅行参加のお客様

が市内の予め定めた店舗（注釈 2）で「500 円利用券」を利用すること。 

  ※長井市内の有料施設等のみの利用では不可。必ず「500 円利用券」も利用すること。 

 

３、助成金額 

（１）有料施設等 1 箇所利用で貸切バス 1 台あたり１０，０００円 × 施設箇所。 

但し、最大 3 箇所 貸切バス 1 台あたり３０，０００円までとする。 

※同一の旅行で出発日が複数にわたる場合は、１申請とみなし、貸切りバスの台数を合算し、１申請当た

り貸切バスの助成金 30 万円を上限とする。 

（２）旅行参加者１人に対して、市内の予め定めた店舗で使用できる「500 円利用券」×旅行参加人数。 

     

４、支援要件 

 下記内容を全て満たすこと。 

（1）行程の一部又は全部において貸切バスを利用する旅行であること。 

（2）参加人数が 20 人以上（乗務員・添乗員等除く）であること。 

（3）長井市内の有料施設等 1 箇所以上（注釈 1）を組み入れた斡旋団体及び募集型企画旅行であること。 

（4）長井市内の街歩きを実施し、旅行参加者が市内の予め定めた店舗（注釈 2）で「500 円利用券」を利用する

こと。 

（5）国、地方公共団体が実施する会議、研修でないこと。 

（6）特定の政治、宗教活動を目的とした旅行でないこと、また反社会的勢力ではないこと。 

（7）日本国内の旅行業者、貸切バス事業者については、旅行業法に基づき旅行業の登録を受けた事業者である

こと。海外の旅行事業者については、当該国の旅行業等の登録を受けた事業者であること。 

（8）旅行業者、貸切バス事業者が山形県外エリアであること。または、山形県内の旅行業者、貸切バス事業者お

いては、貸切バス出発営業所より長井市まで、最短距離が片道おおむね 100 ㎞以上の距離がある行程である

斡旋団体及び募集型企画旅行であること。 

 

５、申請方法 

旅行実施の 14 日以上前まで「補助金交付申請書 第１号様式」を提出し、内容について審査し、交付決定通

知書を交付します。 

 旅行終了後「実績報告書 第３号様式」「補助金請求書 第４号様式」その他の必要書類を提出してください。

審査終了後補助金が交付されます。各様式は下記のとおりです。 



（要綱） やまがたアルカディア観光局 街なか誘客強化事業要綱 

（様式） 第１号様式 やまがたアルカディア観光局 街なか誘客強化助成事業申請書 

     第２号様式 やまがたアルカディア観光局 街なか誘客強化事業変更申請書 

     第３号様式 やまがたアルカディア観光局 街なか誘客強化事業実績報告書 

     第４号様式 やまがたアルカディア観光局 街なか誘客強化事業補助金請求書 

      ※要綱、様式は観光ＨＰよりダウンロードできます。【http://kankou-nagai.jp/】 

 

６、問い合わせ先  

  （一社）やまがたアルカディア観光局 

  〒993－0003 山形県長井市東町 2 番 50 号 

  ℡ ０２３８－８８－１８３１  fax ０２３８－８８－１８１２ 

  ｅmail - office@kankou-nagai.jp 

 

 

（注釈 1） 

有料施設等とは、下記の施設を組み入れた斡旋団体及び募集型企画旅行等であること。 

・長井市内の宿泊施設（タスパークホテル、はぎ苑、とらや旅館、ビジネスホテル長井屋、旅館 最上荘、 

ビジネスホテルいずみや、ビジネスホテルシンシア、HOTEL ウィークリー的場、 

会津屋旅館、加賀屋旅館、土田旅館、栄屋旅館、） 

・長井市内の昼食施設（タスパークホテル、中央会館、はぎ苑、米沢牛 福昌、農家レストランなごみ庵、 

そば処丸万、その他申請のあった施設） 

・長井市内の弁当等業者（アイディアのおもちゃ箱、須藤米店） 

・フラワー長井線 （区間指定無し 但し：車両内における食事は同一施設とみなす）  

・長沼孝三彫塑館           ・あやめ公園                ・道の駅「川のみなと長井」の立寄り 

・おらんだ市場 菜なポート  ・けん玉広場 Spike での体験   ・古代の丘資料館 

・葉っぱ塾山岳ガイドの利用 ・水陸両用バス（予定）      ・屋形船遊覧船（予定） 

 

 

【500 円利用券について】 

 ・市内の予め定めた店舗（注釈 2）でお買い物、飲食等のお支払の際、「500 円利用券」をご提示いただくと、

会計から 500 円引きとなります。 

・当日、街歩き実施前に道の駅「川のみなと長井」観光案内所にて、「500 円利用券」をお受け取り下さい。 

・有効期限は長井市内の街歩きを実施した当日のみとなります。 

 ・お一人様 1 回のお支払で 500 円以上のお買い物等の利用となります。（500 円以下では利用できません。） 

 ・1 回のお買い物等のお支払で、お一人様 1 枚の利用となります。（お一人様 1 回の利用で 2 枚以上は利用で

きません。） 

 

 

 

 

 

 

http://kankou-nagai.jp/】


（注釈 2） 

「500 円利用券」が利用できる長井市内の予め定めた店舗とは下記の店舗となります。 

  

【あら町エリア】 ※予定店舗 

業 種 店舗名 住所：長井市 ℡（0238） 定休日 備 考 

茶舗 やまいち松龍園 あら町７−１５ 88-2216   

呉服店 特選呉服 いちまた あら町７－３２ 88-3005 水曜定休日  

喫茶店 WARM STONE あら町６－４９ 84－3411  不定休  

醤油店 山一醤油店 あら町６−５７ 88-2068 土日祝日休み  

菓子店 杵屋長井店 あら町４－５５ 84-3360 定休日無し  

菓子店 錦屋長井店 あら町３−１２ 84-7858 定休日無し  

らーめん店 新来軒 あら町４−１ 84-2379 火曜定休日  

酒造店 鈴木酒造長井蔵 四ツ谷 1-2-21 88-2224 日曜日定休日  

寝具店 ふとんの竹田 本町２－8-28 88-2360 水曜定休日  

      

 

 

【十日町・高野町・大町・横町エリア】 ※予定店舗 

業 種 店舗名 住所：長井市 ℡（0238） 定休日 備 考 

酒造店 長沼合名会社 十日町１丁目 1-39 88-2007 元旦休  

金物店 鍋屋本店 十日町１丁目 10-15 88-2577   

売店 丸大扇屋 売店 十日町１丁目 11-7 88-4151  月曜定休日 冬期休業 

売店 小桜館 売店 高野町 2 丁目 7-2 88-4151  月曜定休日  

そば類店 池田家本店 高野町２丁目 7-2 88-2336 火曜定休  

寿司店 すしてつ 高野町２丁目 9-38 84-5139 水曜定休  

眼鏡店 白井時計眼鏡店 十日町１丁目 2-3-9 88-2993 水曜定休  

そば店 手打ち田舎そばかく長 大町 4-18 88-2377 不定休 老舗店 

中華料理 桃華楼本店 大町 4-12 84-1518 日曜、祝日  

化粧品店 化粧品の店シカマ 大町 7-10 88-2319 毎月 19.20 日休  

生花店 花のササキ 大町 6-7 88-3313   

精肉店 後藤屋肉店 大町 8-10 88-2565   

味噌醤油店 貿上醤油店 横町１９−２７ 88-2205 日曜定休日  

酒店 まるはち酒店 横町４−２５ 88-2025  日曜定休日  

神社 總宮神社 授与所 横町１４−２４ 88-3348  祭事利用不可  

      

 

 

 

 

 

 



【長井駅前 栄町・本町エリア】 ※予定店舗 

業 種 店舗名 住所：長井市 ℡（0238） 定休日 備 考 

売店 山形鉄道本社売店・車内 栄町１−１０ 88-2002   

売店 ど田舎停車場 栄町１−１ 88-3605   

喫茶洋食店 Cafe & Lunch 山の下 栄町１−６ 87-0666 月曜定休日  

玩具店 おもちゃ屋 kimi 栄町１−６ 2Ｆ 87-0666 月曜定休日  

喫茶洋食店 春まちカフェ 栄町４−１７ 090-4961-1589 不定休  

生花店 ムスメヤ花店 栄町４−１６ 88-2313 元旦休  

菓子パン店 木村家本店 栄町７−４０ 88-2228   

けん玉 けん玉広場 Spike 栄町３−５ 070-2016-2509 年中無休  

喫茶洋食店 みよしの 栄町６－１ 88-2195 不定休  

らーめん店 らーめん長井駅前店 栄町７−１ 88-5330   

衣料品店 梅村呉服店 本町 1-3-18 88-2235 第 1.3 水曜定休  

婦人衣料店 ルイシャンタン 本町 1-3-18 88-2235 第 1.3 水曜定休  

菓子店 風林堂（ﾌｳﾘﾝﾄﾞｳ） 本町１－3-17 88-2373  不定休  

和食店 割烹 神戸 本町１－5-3 84-2510 不定休  

定食屋 いちわ食堂 本町２－4-40 87-1688 水曜定休  

衣料品店 サドヤ洋装店 本町２－2-10 88-2547 第 1.水曜定休  

そば店 そば処丸万 本町２－8-6 88-2543 水曜定休日  

手芸店 コットンハウス 3・3 本町２－8-14 88-2020 第 1.3 水曜定休  

飲食店 駒屋 本町 2 丁目 4－37 88-1831   

      

 

 

【その他市内地域】 ※予定店舗 

業 種 店舗名 住所：長井市 ℡（0238） 定休日 備 考 

そば店 あやめそば舟越 舟場５−18-2 84-2754 月曜定休日  

フランス料理 フランス厨房ジュアン 館町南 16-10-6 84-1442 月曜定休日  

ﾄﾝｶﾂ焼肉店 焼肉居酒屋 頓珍館 館町南 16-13 84-2493 月曜定休日  

和食店 鮨と季節の味 きらく 館町南 16-15 84-2464 月曜定休日  

麺.定食店 来夢 館町北 9-23 88-4838 水曜定休  

      

 


