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１ 開催日時 令和 2年 3月 16 日（木）18時 30分～20 時 40 分 

２ 開催場所 余目第二公民館 大ホール 

３ 出席委員 梅木均、髙橋聡、海藤喜久男、渡會正、吉田勝紀、田沢富雄、斉藤徹史、佐藤道子、 

石井範子、加藤容、佐藤あゆ子、長南久良、佐藤正義 

４ 欠席委員 大滝正博、疋田一 

５ 事務局  企画情報課長、課長補佐兼企画調整係長、五十嵐主事 

                                                

 

１ 開  会  企画情報課長                          （18：30） 

 

２ 会長あいさつ 

   お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

早速ではありますが協議に入りたいと思います。 

 

３ 協  議 

（１）第２期庄内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について 

【会 長】こちらは前回の会議で議論していただいて内容を、事務局と私自身で議事録を見返しなが

らまとめたものです。事務局から資料について説明をお願いします。 

【事務局】※第２期庄内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定についての答申案について説明 

【会 長】前回の議事録をもとに答申書（1）に「豊かな自然」という言葉を入れたり、「常に探究・

発掘し」という言葉を入れるなどしています。お気づきの点や趣旨が違うのではないかと

いったご意見がありましたら発言をお願いいたします。 

【委 員】（8）の 70 歳への雇用年齢の引き上げという部分に関して 70 歳と表記してよいのか。生涯

現役といった表現にしてはどうか。 

【会 長】70歳と言わずに、75歳でも 80歳でも働きたい人は働ける環境のほうがいいのではないか、

選択肢を増やしておくべきではということですね。 

【委 員】国が 70 歳まで働いてくださいと言っている状況があるので、そこも大事にしないといけ

ないのではないかと思う。生涯現役で 80 歳でも 90 歳でも働きたいという人はおおいに働

いていただきたいし、そういった場を作るということも大切だと思う。しかし今は 70 歳

までは働かなければならないというような動きになっているため、その部分を大事にして

いかなければならないと思う。 

【委 員】定年は 70歳でいいのだが、後半で町独自の施策を展開するなどして 70 歳と限らず生涯活

躍できる場を増やすという意味合いを出していくことが大切ではないか。 

【委 員】農家では定年という概念がないため、70 歳を超えても現役で活躍している方がいる。その

ため、70歳への雇用年齢の引き上げという表記をしても伝わりにくいのではないか。 

【委 員】この内容についての出発点となったのは、生産年齢人口が 15 歳～60 歳という現代と合わ

ないくくりであり、今後ズレが生じてしまうのではないかという話だった。 
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【会 長】社会的な動きや個々の人生観や価値観というものが混ざってしまい、まとめるのが難しい

ところではありますが、70 歳に限らずいくつになっても働けるということ、社会の動きに

合わせるということを含めて考えてみたいと思います。 

 【委 員】細かいところですが、（7）で安心安全という言葉が出てきたが、総合計画を見ていくと安

全・安心という言葉づかいが多い。あえて逆にしている意図があれば教えていただきたい。 

 【事務局】特に意図はないので、総合計画や他の計画と統一する。 

 【委 員】（6）の「地元」は庄内町を指すのかそれとも庄内地域を指すのか。今の若者の働く場所と

いうのは庄内地域全体で考えていかなければならないと思う。庄内町だけの地元定着とい

うのは、計画としてはいいのだが現実的ではないように思う。また、企業誘致という言葉

を最近聞かなくなったが、IT 産業の企業でも誘致できれば、若者の働く場として機能する

のではないか。 

 【事務局】地元という言葉からすれば、庄内町とも庄内エリアともとらえることができるので、あえ

て絞る必要はないと考えている。「若者の地元定着を図るため、企業誘致を図るなどして働

く場所の創出や」といった文章にしてはどうか。 

 【委 員】企業誘致ということは何十年も前から言われている。しかし最近ではあまり聞かれなくな

っており、そういった言葉を答申に載せていいものなのか。 

【会 長】昨年の振興審議会の場においても企業誘致という言葉はあまり出てこなかったように記憶

している。 

【事務局】総合戦略自体が、事業をするためにある計画という位置づけもあるため、詳細な部分まで

書き込んだ計画にしてしまうと選択肢が狭まってしまう恐れがある。そのため、企業誘致

については総合計画に関するものなのかと思う。 

【委 員】（6）の奨学金返還支援制度はどのような制度なのでしょうか。居住が庄内町であればいい

のか、それとも就職先も居住も庄内町である必要があるのか。 

【事務局】県との連携事業で行っており、大学卒業後に町内に住むことと、県内企業に就職すること

で最大限の補助を受けることができる。住む場所が他市町になると補助率が変わってくる

といった内容だが、手元に資料がないため詳細な説明まではできない。 

【委 員】（6）の中で、「都会との給料格差の見直し等職場環境の改善」とあるが、職場環境の改善は

企業が行うことであり町でできることではない。職場環境の改善促進という表記にしたほ

うがいいのではないか。また、冒頭に「庁内での検討、本部会議等の要望を受けて検討し

た結果として」とあるが、本来、振興審議会は独立した組織であるはずなので、「町長から

の諮問を受けて検討した結果」といった表記になるのではないか。 

【事務局】事務局側の書き方になってしまっているので、どちらもそのように修正する。 

【会 長】他にいかがでしょうか。 

     それでは、こちらの協議事項の１については、答申が来週の 25日ということなので、今伺

った内容を反映させて事務局と修正をしたいと思います。 

 

（２）第２次庄内町総合計画の進行管理について 

【会 長】前回いただいた資料をもとに意見をいただき、昨年度からの答申書に加えていくという形

で、案を作っている。１年が経過し不要なものもあるかと思うので、削除についても皆様

からご意見をいただきたい。 
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【事務局】※第２次庄内町総合計画の進行管理及び庄内町まち・ひと・しごと創生事業の効果検証に

ついての答申案について説明 

【会 長】それでは 1 の全体意見について、皆様のご意見を伺いたいと思います。 

【委 員】答申は資料をいただいたのでわかったが、このような答申となった経緯がわからない。過

去の会議録なども見てきたのだが、まだ見えてこない部分がある。（2）に記載されている

学区再編と公民館のコミセン化が関連づいている理由がわかれば教えてほしい。 

【委 員】公民館の指定管理制度を進めたいがなかなか進まない現状があり、コミセン化や今後考え

られる学区再編の話が上がっていたように記憶している。 

【会 長】ほかにいかがでしょうか。 

【委 員】（4）は答申にはなくてもいいのではないか。利用料金は決定したので、どうにもならない

ことであり、決定に際しても上げ幅を 1.5 倍以内にといった経緯もあったので、削除で問

題ないのではないか。 

【会 長】全体意見として載せるのか、ほかの項目で載せるのか、削除に関しても他にご意見はあり

ますでしょうか。 

【委 員】ここに入れる必要はないと思う。 

【会 長】それでは、今ご指摘いただきましたので、（4）については削除したいと思います。 

     （2）の学区再編については「後期基本計画を策定するうえで施策の上位に置き」という表

現がわかりにくいように思うのですがどうでしょうか。 

【事務局】学区編成について施策の上位に置くというニュアンスの意見でした。 

【委 員】様々な施策がある中で学区再編成を上位に置くということ。 

【会 長】では、もう少しわかりやすい表現に修正したいと思います。全体意見については以上でよ

ろしいでしょうか。 

     それでは 2の総務分野についてご意見はございませんでしょうか。 

【委 員】（2）の地震や豪雨等の災害もそうだが、今年は庄内町での火災発生が多かった。被災者は

家を失う場合もあるため、空き家を活用するなど、町としてもサポートするようなことは

できないのか。 

【事務局】町には防災計画があり、そこには地域住民への周知や、自治会レベルでの自主防災組織の

編成といった内容が記載されている。実際に有事の際に臨機応変に対応できるほど進んで

いるようには個人的に感じていないが、情報の連携については、様々な仕組みについて周

知を図っているものと思う。 

【会 長】災害対策というものは掲載されているイメージがあるが、火災に対して行政が動くという

ものはあまりないように思う。 

【委 員】防災の中に火災も入っているのではないか。（2）では自助に重きが置かれているように感

じる。災害時は自助も大事が、共助も公助も大切になる。自分だけではできないものも多

くあるので共助が必要で、地域ではできないことには公助が必要になる。自助だけでなく、

共助、公助についても力をつける必要があるといった書き方にしたほうがいいのではない

か。 

【委 員】住民の危機意識を高める以前に、町として住民の危険を取り除くような整備を国や県を含

めて行うべきなのではないか。 

【会 長】これまで自助について答申してきたが、今回の答申で自助だけでないように表記をする、
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もしくは次期計画の中身に盛り込むという方法もある。 

【委 員】第 1 次の時は火災について、町で火災報知機を配布したり、消防団を増やしたりといった

町主導の防災に関して盛り込んでいた。東日本大震災があって、人任せでは守れないとい

う意識が高まり、第 2次計画で自助の防災に重きを置いた経過がある。町も防災に関して

は力を入れているので、自助の自立した防災がまだまだ足りていないのではないか。 

【事務局】ご指摘のように自助だけでは成立しないということも事実だが、公助や共助だけでも成立

しないのが防災対策となる。 

【委 員】消防団を増やすことや火災報知機を配ることが共助や公助なのかという議論もあった。東

日本大震災で被災地の方たちが避難所で困ったのは、役場の人たちが手いっぱいになって

いる状況なのに、役場の人たちに頼らないと何もできないという事だった。そのため普段

からコミュニティ単位で防災訓練などを進めたほうがいいという話だった。 

【会 長】それらの経験を踏まえて、自助をあえて強調したということですね。公助、共助について

は重要なことではありますが、これまでの取り組みの継続性も大切になりますので、次期

計画で検討するということにしたいと思います。 

【委 員】（4）の自治会活動に「高齢化により参加者が少ない」とあるが若い人の参加が少ないとい

うことも原因の一つになっている。若者が参加できるような支援体制の構築といったこと

も盛り込めないか。 

【委 員】（4）については、全体意見の（1）住民自治につながる部分がある。（4）については若者の

参加の支援について今後の基本計画の組み立ての際に検討する事項なのではないか。 

【会 長】（4）の参加者が少ないという部分は（5）の自治会の維持の部分と重なる部分がある。また、

今後の基本計画において検討するという意見も出ているため、答申では（4）は削除したい

と思います。 

【委 員】（8）の職員研修だが、自治体によって取り組み内容が大きく異なる。海外の農業や福祉施

設なども視察するべきなのではないか。 

【会 長】国内だけでなく、海外にも目を向けて新しい刺激を受けてくることもこれからの施策立案

につながるのではないかということですね。ただ、予算が必要となるものになるので、町

のほうでは何かあるのでしょうか。 

【事務局】海外視察はこの時代ではなかなか難しい。職員は出向という形で、様々な組織で視野を広

げている。 

【会 長】民間では銀行に出向などもありますし、酒田市の職員が、特区を担当する内閣官房か内閣

府に出向した事例もあります。ご指摘いただいた点については、次の計画に活かしていき

たいと思います。 

【委 員】（6）についてバスは「高齢者が利用しやすい」となっているが、高齢者だけが利用してい

るわけではなく、高校生も多く利用していると聞いている。そのため高齢者だけが使って

いるような表現は違和感がある。 

【会 長】「町民が利用しやすい」といった表現に修正したいと思います。それでは次に 3 の産業建

設分野についてご意見はありませんでしょうか。 

     （3）について、4割が酒田地区の利用者とあるが、割合に変化はないのか。 

【事務局】割合まで新しい情報を確認していなかったので、確認してお知らせする。 

【会 長】クラッセの駐車場不足は、酒田駅前の大きな駐車場が無くなってからの話だったと思うが、
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それは今も同じような状況なのか。 

【事務局】昨年ではあったが、クラッセの駐車場が不足ということで担当課と話をして 20 台分をク

ラッセで使えるような話をしていた。 

【会 長】ほかに何かご意見はございませんでしょうか。 

     それでは、3 の産業建設分野については（3）の割合の部分だけを確認しておきたいと思い

ます。次に 4の文教厚生分野についていかがでしょうか。 

【委 員】どの項目に該当するかわからないが「8050 問題」が今後深刻化していくと言われている。 

     ひきこもりの人たちの親が亡くなった後のケアについて町としても考えていかなければ

ならないのではないか。 

【事務局】そこまでには至っていない部分もあるかと思うが、就労支援などへのサポートは担当課で

行っている。 

【会 長】この部分に関して、私自身もまだわからないことが多いので、確認を行ったうえで検討し

たいと思います。 

【委 員】（1）の医師の高齢化に関連して、庄内余目病院が開院 30年となり、移転の話が出ている。

町の医療施設の確保と従事者の確保・育成についても課題となっている。 

【会 長】病院との連携を深めて事業を進めていくということですね。町としてはどうでしょうか。 

【委 員】以前町長がほかの場所に移転してしまわないように連携をしていかなければならないと言

っていた記憶がある。町としても高い関心を持っていると思う。 

【事務局】この度の議会でも話は上がっていて、他に行かれては困るということで、様々な支援の方

法があると思うので、町としても考えていかなければならない。 

【会 長】ほかにいかがでしょうか 

【委 員】（4）は次期計画に入れるということでいいのではないか。 

【会 長】内容としては時期にかなった重要な話ではあるが、ご指摘のように事業の検証としては適

切ではないかもしれない。次期計画での検討というようにしたいと思います。 

      

（３）庄内町まち・ひと・しごと創生事業の効果検証について 

【事務局】※事前に郵送していた資料について追加の数値を報告。 

【委 員】どういった経過があったのかわからないが、先端的建築設計拠点化事業が KPI の達成状況

が低い状態で事業完了としているのはどういうことなのか。事業を実施したがその事業は

間違いだったのではないか。 

 【事務局】KPI の達成状況は低調ではあるが、相手先の企業より事業として自立することができると

の話があった。また、本事業はスタートアップを目的に開始したものであるため、平成 30

年度で町としての支援事業は終了している。交付金を活用しての支援は終了となるが、今

後も国の政策の紹介や企業に対する支援措置の情報提供などこれからもサポートを続け

ていく。 

【委 員】国からの交付金を含めどのくらいの補助が出たのかわからないが、一つの企業に対して、

総合戦略がいいように使われてしまったのかなという感覚がある。次期計画からは無くな

るということなので、ここまでにしておく。 

【委 員】（3）の「行政、農協、全農、山大農学部等関係機関と連携し」とあるが、ここまで具体的

に名称を出していいものなのか。「産官学一体となって」といった表現のほうがいいのでは
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ないか。（5）の健康しょうないマイレージ事業というのはいつまで行う事業なのか。事業

の名前をあげるよりも、町民の健康増進推進事業など全般を指すような言い方にしたほう

がいいのではないか。 

【事務局】（3）については具体的に書いてしまうことによって、選択肢が狭まる恐れがあるため、提

案いただいた内容で修正する。（5）の健康しょうないマイレージ事業は今年度で終了する

ため、提案いただいた内容で修正する。 

【会 長】他にいかがでしょうか。 

     それでは、ここまでご意見いただいた内容を反映させるように答申書をまとめたいと思い

ます。 

 

４ その他 

 【事務局】今年度の審議会は本日で終了できればと考えている。予備日として 18 日も確保している

が、第 4回の開催の必要性についてご意見いただきたい。 

 【会 長】本日も含め、議論を進めてきたわけですが、18日に再度集まって最終的な答申をまとめる

方法と、会長と事務局に一任いただいて答申を作る方法がある。差し支えなければ、一任

いただきたいがよろしいでしょうか。 

 【委 員】異議なし 

 【会 長】それでは答申をまとめたうえで、事務局から委員の皆様に報告をお願いします。 

 【事務局】それでは答申の内容については事務局から皆様にご報告いたします。  

      今年度の振興審議会は今回で終了となりますが、来年度の振興審議会についても簡単に説

明いたします。来年度は総合計画の後期基本計画策定の年となりますので、7 月までの間

に審議会を数回開催することになります。スケジュール等は改めてお知らせいたしますが、

今回のような全体会だけでなく、分科会も複数回開催することになりますので、よろしく

お願いいたします。 

 【会 長】例年よりも開催回数が増えることになりますので、よろしくお願いいたします。 

  

５ 閉 会 会長                                 （20:40） 


