
1 

 

平成 28 年度 第 3 回庄内町振興審議会全体会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２９年３月２９日（水）１５時００分～１７時００分 

２ 開催場所 庄内町役場 西庁舎 第二会議室 

３ 出席委員 池田智栄、若松忠則、大滝正博、佐藤一郎、鈴木 茂、金井昌弥、 

秋庭道雄、斉藤徹史、佐藤道子、石井範子、成田浩輝、加藤 容 

４ 欠席委員 佐藤多佳夫、河村奈美、中野靖子、 

５ 事務局  小林情報発信課長 樋渡企画調整係長 五十嵐主事 

                                                

１ 開  会  事 務 局                          （１５：００） 

   

２ 会長あいさつ 

   年度末の大変お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。第３回目の振興審議会とい

うことで、今年度最後となります。活発な議論をもって年度末の区切りをつけたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

３ 報告事項等 

   （1）本日の日程、資料確認について 

【事務局】第 1回の振興審議会の会議録をもとに、事業ごとにいただいたご意見・ご質問を記載させて

いただいております。「1全般的な意見」には、前回の審議会の中で、全体にわたっていえる

ことと思われる内容を記載しております。「2事業別意見」には、ご意見・ご質問を羅列して

います。これを基に皆様からさらにご審議いただいて、答申書を作成していきたいと思いま

す。空欄の事業については、本日ご意見を頂ければと思っております。頂戴した意見は、国

への報告書の中にも記載されますので、全事業についてご意見をいただきたいと思っており

ます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

 

４ 協議 

（1）庄内町まち・ひと・しごと創生事業の実施状況及び効果の検証について 

【会 長】それではまず、空白となっている 4番についてご意見はありませんでしょうか。 

【委 員】参考になればと思いますが、町内にホテルを誘致したいと考え、フランチャイズのホテルチ

ェーンに問い合わせしてみましたが、いい返事はもらえませんでした。しかし、町に宿泊施

設は必要だと思っており、ビジネスホテルではなくファミリー向けのホテルにも問い合わせ

しています。建設にはリスクが伴うと思いますので、もしこのような誘致に補助金等があれ

ばと考えています。商工会では、交流人口を増やす目的で「枝豆」をテーマとして飲食店に

力を入れています。「全国商工会連合会主催の小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援

事業」に全国の商工会の中で 34 の商工会が認可され、県内では庄内町だけが認可されまし

た。特産品を開発すべく研究を進め、今年度、試作品を出しています。世界遺産などは一回

訪れれば充分かもしれませんが、食べ物は、おいしければ家族にも食べさせたいと思い複数

回の交流になると思いますので、特産品を利用した交流人口の増加を目指しています。 

【事務局】今年度の滞在型観光地域づくり事業における観光客動向調査や宿泊需要調査などの調査結果
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はまだ出てないと聞いておりますが、もう間もなく出ると思いますので、その結果も踏まえ

て、本町に宿泊施設の建設が可能性についてお知らせできると思います。今いただいた意見

を全庁的に共有していくことが大事だと思います。 

【会 長】町の助成というと、補助金か税金を優遇するなどが考えられると思います。PFI を用いると

いったことも考えられます。 

【委 員】昨年、境港市に議員の方々が視察に行っています。チェーンのホテル誘致に町が補助金を出

したと聞いています。ビジネスホテルが完成していました。初期投資の部分をある程度補助

できればリスクが減ると思いますので、助成制度を検討していただきたいと思います。 

【会 長】宿泊ニーズはあると思いますか。 

【委 員】八幡スポーツ公園の人工芝のサッカー場で、土曜日と日曜日に大会やイベントをおこなって

も、酒田や鶴岡に宿泊してしまっている状況です。町内に葬儀場が 4か所ありますが、親戚

の方などは庄内町には泊まっていないことが多いのではないでしょうか。そういったことか

らも宿泊施設への需要はあると思います。 

【会 長】宿泊者数の KPIの数値についてはどのように思いますか。事業内容に、観光動向調査とあり

ますが、差支えない範囲で結果を教えていただけないでしょうか。 

【事務局】今年度いっぱいの契約となっているため、もう間もなく結果が出ると聞いています。 

【会 長】結果が出た際に情報は開示されるのでしょうか。 

【事務局】担当は商工観光課ですが、最終的なデータについては開示されると聞いております。先ほど

委員からお話がありました通り、様々なイベントや大会を誘致して開催しますと、2 日にわ

たるものであれば宿泊が伴いますし、1 日のものでも前泊ということが考えられます。しか

し、それが町外に出てしまっている状況です。宿泊した場合と日帰りの場合の経済波及効果

は数倍も違うと言われており、本町に宿泊施設が必要なのではないかという意見がございま

した。新総合計画では、コンベンション機能の強化に向けた取り組みを盛り込んでおり、そ

のための第一歩として調査を行っています。その結果を受けて、宿泊施設の建設について商

工会との連携を図っていくものと考えられます。日本全国の自治体を見ますと、宿泊施設を

誘致、または建設するうえで、自治体からの助成制度があるところもありますので、調査結

果によっては、様々な支援施策が検討されるものと思います。 

【会 長】第三セクターという選択肢もあるのでしょうか。 

【事務局】民間主導で、行政が支援するという形の可能性が高いのではないかと思います。 

【会 長】第三セクターになった場合、需要予測の見通しの甘さなどが指摘される事例が多いため、こ

のような調査を行うことは非常に重要なことだと思います。 

【委 員】滞在型観光について、かなり検討されて久しい内容だと思いますが、昨年開催された龍神マ

ラソンでは、滞在型への期待が高かったのではないかと思います。結果的には期待していた

ほど滞在していただけなかったようで、反省する部分が顕著だったように思います。事業は

いろいろ展開していますが、滞在はしてくれる方は少ない現状です。今後、どのようなあり

方がいいのかを含めて議論していくべきだろうと思いますし、個人的に、滞在型観光という

のは期待したい分野です。 

【委 員】完全な素泊まりのみの提供で、食事は町中の施設を利用してもらうようなホテルでも十分だ

と思います。 

【委 員】響ホールのイベントには、内陸の方や県外の方が多くいらっしゃいます。せっかくチケット
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の受取や講演鑑賞に庄内町に来ていただいているのに、宿泊は町外に出てしまっている状況

で、その問題が解決できますので、宿泊施設はぜひほしいと思っています。 

【委 員】庄内町の中には温泉施設「町湯」があり、また、特産品を食べることができる「やくけっち

ゃーの」があります。新しくホテルを建設するとして、その中に温泉やレストランを作って

はお客さんの取り合いになってしまうので、既存の施設をうまく利用して集客ができるよう

な滞在拠点を作ることができればいいのではないでしょうか。 

【会 長】それでは、続いて 5番目の高齢者向け野菜集配事業についてはいかがでしょうか。 

【事務局】この事業は、道の駅がオープンした昨年 10 月からの事業となりますけれども、高齢者の出

荷会員数を KPI としています。すでに会員数は 33 人となっており、順調に推移していると

思っています。これまでは、出荷するに至らなかった人たちが販売し収益を得ることで、喜

びや生きがいを感じていただくという目的となっています。まだ、事業が始まったばかりで

すが、今後も拡大していってほしいと思います。福祉的な意味合いもありまして、一人暮ら

しのお年寄りの方々の見守りも含めて、集配をさせていただいています。風車市場だけでな

く、このような事業が町全体に広がってもらいたいと思います。 

【委 員】確かにこの内容が実践できればご長寿のまちにふさわしい事業だと思います。産直事業だけ

ではなく、新しい給食施設もできるので、そこに絡めることができればと思っています。し

かし、まとまった数量の確保が難しいのではないかと思います。高齢者の生きがい、見守り

といった大きな目的を達成するため、また、収入を得て自立すること、さらには地産地消の

観点からも大きな意味がある事業だと感じています。応援していきたいと考えています。 

【委 員】昔は余目の街中にたくさんのお店がありましたが、現在はどんどん減少しています。野菜      

だけではなく、生活必需品の宅配事業にも取り組んでいただければと思います。食べ物と違

って毎日必要なものではないですが、高齢者にとっては欲しいときに買いに行けないという

状況があるのではないでしょうか。 

【委 員】集配する人が出荷する人に何か付加価値のようなこと、より消費者に好まれる商品となるよ

うな提案ができる体制や、人材育成を考えていただきたいと思います。 

【委 員】雇用されている方の人件費も確保しながら、利益をあげていくことはなかなか難しいと思い

ますが、可能性のある事業だと思いますし、地域おこし協力隊の起用について検討してみて

はどうでしょうか。 

【会 長】ほかにいかがでしょうか。 

【委 員】私も現在、クラッセに野菜を出荷しており以前は風車市場にも出荷していました。道の駅に

なってからも誘いは来るのですが、なかなか出荷できないでいます。高齢者向け野菜集配事

業のような事業を行うことで、見守りネットワークが進んでいくので推進すべきだと思うの

ですが、その段階まで持っていくことはなかなか難しいのではないでしょうか。 

【委 員】野菜以外は集配してくれないのでしょうか。 

【事務局】現時点では野菜のみとなっていますが、頂いた意見をもとに増やしていければいいのではな

いかと感じました。 

【委 員】野菜だけではなく、ちょっとした加工品なども取り扱うようになれば、もっといい事業にな

ると思いますが、集配と販売を任せることになるので、生産者は消費者がどのような野菜を

求めているのかが見えにくくなってしまい、消費者にとっても生産者が見えにくいものにな

ってしまうのではないでしょうか。 
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【事務局】一般の生産者の方は、レイアウトや売れ筋の商品などについて把握していると思いますが、

今回対象となるのは、普段販売していない人たちへの支援となりますので、まずは出荷して

いただきたいと考えています。 

【委 員】パッケージに関してはお手伝いなどもしてくれるのでしょうか。 

【委 員】それは風車市場の方から提案してもらうものであり、出荷基準を満たすものを販売するとい

うことになるのではないでしょうか。 

【委 員】今は風車市場の出荷基準に合ったものを集荷して販売しているということになるのでしょう

か。 

【事務局】そこまでは詳しい内容については把握しておりません。 

【委 員】事業が広がれば広がるほどある程度の出荷基準を設けていかないといけないと思います。 

【委 員】なかなかイメージを捉えにくいのですが、今年に入って 33 名の会員登録があったとのこと

ですが、具体事例などあるのでしょうか。 

【事務局】担当課より、会員登録された方々の声などの資料はもらっておりませんでした。 

【事務局】今まで野菜づくりを商売にしてこなかった方に対して、出荷したらどうですかと促し、買い

物に行けない人には届けますよという事業です。この事業のキーとなる方が、ビジネスとし

て成り立つように指導しながら企画を組み立てている最中だと聞いています。ご指摘をいた

だいたように、野菜だけではなく様々な付加価値を付けて広げることで、子育て世代への支

援などにもつなげていくことができればと考えます。そうした拡充により、一定の効果が見

込めるようになるのではないかと思います。 

【会 長】今、お話しいただいたように、せっかくのチャンスですので、福祉目的だけではなく、ある

程度のビジネスとして、地元でお金が回るようなシステムにしていただきたいと思います。

続いて６番についてはいかがでしょうか。 

【事務局】事業内容としては、観光ガイドの配置、レンタサイクルの設置、ゆるキャラの制作等を行っ

ております。 

【会 長】観光ガイドというのは道の駅にいることになるのでしょうか。 

【事務局】道の駅に配置されています。 

【会 長】庄内町に観光客が来る場合は電車で来るのでしょうか。車で来る方が多いのでしょうか。も

し、電車で来る方が多いようでしたら余目駅に配置した方が高い効果を得られるのではない

でしょうか。 

【事務局】庄内地域で集客力がある出羽三山関係については、遠方からいらっしゃる方も多いので、電

車や飛行機が多いと思いますが、近隣市町村や近県からは車が主となっております。JRのキ

ャンペーン等で高齢のご夫妻がいらっしゃる場合などは電車を利用されるようです。飛行機

を利用される方については、ほとんどがツアー化されておりまして、知名度の高い施設を訪

れているようです。そのため、本町へはマイカーを利用していらっしゃる観光客が主となっ

ていると思います。クラッセは、駅前ということもありまして、JRとタイアップしたイベン

ト等での集客を図っており効果も出ているようです。 

【委 員】余目駅の話が出ましたのでお願いしたいのですが、バリアフリー化をぜひ進めていただきた

いです。エレベーターの設置ができないのであれば、１番線の活用をしていただき、階段を

使わないで利用できるよう要望していただきたいと思っています。 

【委 員】羽黒山に向かう観光バスが立谷沢をたくさん通るのですが、休憩は白糸の滝ドライブインで
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済ませ、立谷沢は素通りされています。そのような観光バスを何とか道の駅しょうないに誘

導できないものでしょうか。 

【事務局】地理的な条件で、現在の道の駅は新庄方面から羽黒山へ向かうルートから外れています。今

後、道の駅だけでなく、立谷沢地域の景観や自然環境等を活かした集客に向けて手を打って

いく必要があります。高規格道路ができたときに、また人の流れが変わってくると思います

が、ご指摘いただいた部分を含めまして検討していきたいと思います。 

【委 員】高規格道路のルートはいつ決まるのでしょうか。インターチェンジができる場所によっては

道の駅に人が来なくなってしまう可能性もあります。戸沢村の方ではトンネルを掘っている

のに、清川から先のルートが公表されていないのはおかしいのではないでしょうか。 

【事務局】町の方でも情報はありません。用地買収等の関係もあるため、公表されていないものと考え

ます。道の駅は、国からの認定をいただいたものですので、高規格道路のルートについても、

配慮していただけるものと考えています。 

【委 員】これから高規格を作るというときに道の駅の認可をいただいているわけですので、考慮して

いただけるのではないでしょうか。全国の道の駅で人気のあるところを見ると、地理的な条

件もありますが、地元の人も行きたくなるような施設となっているようです。そのような施

設になるように、山菜などの魅力ある商品を展開していただきたいと思います。 

【委 員】朝日では「とちもち」、遊佐では「魚介」で人気がでているようです。そう考えたときに、

庄内町では山菜が有力なのではないでしょうか。もう少し行政の力も入れて、進めていただ

きたいと思います。 

【事務局】道の駅の体制を一新して頑張っているところです。今、ご指摘いただいたように、地元に愛

される施設でないと長続きしないという考えでやっているようですので、風車市場ならでは

の商品の開発を行いながら、品揃えの充実を図っていきたいと思います。立谷沢地域では「小

さな拠点整備事業」で観光施設の計画もあり、そこでも特産品の開発等に取り組んでいきた

いと考えております。 

【委 員】風車市場を活性化するために地域おこし協力隊の力を活かしてほしいと思います。庄内町の

協力隊がここに残ってくれれば、最高の形になるのではないでしょうか。 

【事務局】地域おこし協力隊は最長で 3年間の契約となっています。それ以降については、地域に残っ

て起業していく際の支援制度も 29 年度から設定しております。道の駅等の組織も含めまし

て、人材の育成や起業の支援を行っていきたいと思います。 

【委 員】風車市場でぜひ山菜を売って欲しいのですが、採りに行く人が少なくなっている状況です。

採りに行く人を何とか育成できないものなのでしょうか。 

【事務局】地元の方からも同じような声が聞かれます。山菜がある場所はわかるのですが、高齢化が進

み後継者がおらず、採りに行く人がいなくなっているようです。ただ、山菜の生えている場

所をなかなか人に教えてくれないのも実情です。山菜を通年化するのは難しいですが、季節

に合ったものを販売して、農家さんの副業として所得の向上につなげることができればと思

っています。羽黒の宿坊に山菜を卸している人もいるようです。 

【委 員】道の駅から見る夕日や風車の景色が非常に素晴らしいものだと思うのですが、近くにあるハ

ウスが妨げているように思います。景観のために改善していただけるのであれば、ぜひ働き

かけをしていただきたいと思います。 

【事務局】地域一体となって盛り上げていくべきと思いますので、農林課にもお伝えしたいと思います。
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全国的にも風車を真下から見られるような場所はあまりないと思いますので、そういった部

分も売り出していけると思います。 

【会 長】それでは 7番についてご意見を伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

【事務局】昨年 10月町農協の 2階にオープンしており、大変好評をいただいているようです。 

【委 員】通っている人から話を聞いたことがあるのですが「とても楽しく、もっと仲間を連れて行き

たい」と言っていました。行くまでは二の足を踏むのですが、一度行くと、とても楽しかっ

たということでしたので、このような拠点を各地域に設けて、たくさんの人が利用できるよ

うにできないでしょうか。 

【事務局】今後、保健福祉課で各地域に施設や拠点の設置を推進していくものと思います。現在の場所

については、町農協の 2階を会場にしておりますので、帰りに買い物ができるといった付加

価値もあると感じています。各地区の公民館などでも展開することで、健康管理を広めてい

くことができればと考えています。 

【事務局】町が主催するものではなく、民間が行っているものに支援しておりますので、地域の方や民

間企業が主体となり展開していくことが必要になってきます。 

【会 長】事業委託ということですが、軌道に乗ってうまくいくようであれば、あとは各団体にお任せ

することになるのでしょうか。 

【事務局】一部委託ということもあるかと思いますが、自主運営が基本となります。 

【事務局】完全に自立できる事業ではないと思いますが、これを利用していただくことで、医療費の削

減にもつながる部分もありますので、行政の支援は継続する必要があると考えています。 

【委 員】高齢者を対象にした「いきいきサロン」とは別の事業なのでしょうか。 

【事務局】また別の事業となります。 

【委 員】「いきいきサロン」についても、寝たきりにならないよう、少しでも外に出るきっかけとな

り、保健師さんや栄養士さんに指導していただけますので、広がっていけばいいと思います。 

【委 員】「認知症の予防」などと言われると敬遠してしまう部分もあると思いますが、空き店舗を活

用し、様々な目的で展開して、多くの人と交流できるものということであれば、いろいろな

ことに繋がっていくのではないでしょうか。 

【事務局】本事業の中に「子育て世代との交流」もありますので、今後さらに世代を超えて集まるよう

なものになると思います。 

【事務局】目的を別に設定すれば老若男女が揃って多世代の交流ができ、最終的には健康を保つことが

できます。高齢者だけでなく若い人もいることで、考え方や経験を学ぶこともでき、相乗効

果もあると思いますので、多種多様な取り組みを行っていきたいと思います。 

【会 長】それでは、前回欠席の委員もいらっしゃいますので、1、2、3、8、9、10 番についてもご意

見を伺いたいと思います。 

【事務局】1 番について、前回の会議で回答できなかったものを担当課に確認しておりますので説明い

たします。町からの支援について、29年度で終了ということではなく、KPIの達成状況を確

認しながら継続していくべきではないかというご意見がありましたが、支援のあり方として、

BIM の一層の普及を図るべく、建設・行政・教育機関を巻き込んで啓発に努めながら事業展

開を行っていきたいということでした。特に、委託業者では、当初から 3年の支援というこ

とで始めているため、30年度以降の補助は想定していないとのことでした。その中で行政と

しての普及、啓発について協力をいただきたいということです。具体的には UIJターンに絡
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めた東京での人材確保や、大手ゼネコンや建設会社への啓発を行うことで、公共事業への導

入を視野に入れて展開することが求められています。 

【会 長】BIMというのは建物を建てるための建築方法なのでしょうか。 

【事務局】土木ではなく建築で使用するものです。現在の主流は CADを用いた平面的なものですが、BIM

は立体的に設計を行うことができ、わかりやすく正確性が高いものとなります。ですが、ま

だまだ導入に至るまでの理解等、普及していない現状があります。 

【会 長】鶴岡の建設業界との連携等は考えているのでしょうか。 

【事務局】庄内地域の設計士に対して BIMの説明会を行いましたが、実際に活用しているのはゼネコン

関係がほとんどですので、首都圏での活動が中心となっている状況です。地元でも普及する

ことが大事ですが、まだそこまでには至っておりません。国土交通省のホームページを見る

と BIMの推進について謳っておりますが、技術者不足が弊害となっていると思われます。 

【委 員】委託会社の方では普及させるのに何年くらいかかると想定しているのでしょうか。3 年後を

目途に普及させるため、実施したい事業等があるのであれば、それらへの支援はできると思

います。普及まで何年を目標にするというところまで求めていくべきで、目標によってはさ

らなる支援をしていく必要があるのではないでしょうか。 

【事務局】2020年の東京オリンピックに向けた建設ラッシュでは、BIMという手法を使っての建設にな

るだろうと言われておりましたので、そこに向けて着手しています。沖縄には BIMの拠点が

あり既に稼働しているようです。庄内に拠点を設けることで、西の沖縄、東の庄内と言われ

るよう頑張っているところです。 

【会 長】BIMセンターはすでに完成しているのでしょうか。 

【事務局】現在はクラッセに隣接する貸オフィスを中心として事業を行っている状況です。目標とする

雇用拡大が図られれば、さらにオフィスを拡充したいという話を聞いております。そのため

人材確保に努めている状況です。 

【会 長】この事業は経済効果が非常に高いと思います。しかし、本格稼働まで必要な準備を整えるこ

とが重要になってくるものと思います。 

【事務局】リスクがないとは言えないと思いますが、行政が支援し、民間が判断するということになる

と思います。 

【委 員】官公庁の建物を建てる際に BIMが採用されれば、普及も一気に進むと思うのですがいかがで

しょうか。 

【事務局】国交省でどこまで BIMを扱っているのかわかりませんが、ホームページでは普及を推進して

いるようです。 

【委 員】雇用が拡大した際にオフィスを新たに設けたいとのことでしたが、庄内町以外にオフィスを

移転してしまうことのないように願っています。 

【事務局】商工観光課が物件等の紹介はしていると思いますが、クラッセのオフィスはこれ以上入れな

い状況です。 

【委 員】一度 BIMの説明を受けたことがありますが、なかなかすぐに理解できるものではありません

でした。もともと、補助が無くても行うつもりであったのであれば、3 年の補助期間で十分

だと思います。ただ、計画通りにいかなかったために事業から撤退するようなことがあれば、

支援していく必要があると思います。そのような時は専門的な知識を持った人を交えて議論

するべきだと思います。 
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【事務局】振興審議会の中でも関心が高いということであれば、事業担当にも出席していただいて、29

年度の進捗状況を踏まえて、再度皆様からご意見をいただく場の設定をさせていただきたい

と思います。 

【委 員】29 年度 1 年間で目標達成するというのは非常に厳しいと考えます。29 年度に入ってからは

進捗について議論するのではなく、継続できる状態なのか打ち切るべきなのかを判断する 1

年間にしなければならないと思います。東京オリンピックに向けてということですが、29年

度で終わる事業ですので、うまく結びつけることができるのでしょうか。本来であれば、最

終年ですので、完成に向けての最終段階になっていないといけないと思います。KPI 達成ま

でにはまだまだ遠い状況ですので、打ち切りにならないように、どのように計画を立ててい

るのかという部分もしっかりと確認する必要があると思います。 

【事務局】計画については、担当課で把握しています。28年度の実績については、まだまだこれからと

いう状況ではありますが、事業継続という判断の元で 29 年度の予算化をしています。事業

者も 3年以上の補助は想定しておらず、それ以降は町の経費的な支援より、事業の連携的な

協力を想定しているようですので、再度担当課を含めて確認をしたいと思います。 

【会 長】支援最終年ですので、東京オリンピックにうまく繋げられないと今までの努力も報われなく

なってしまいますし、ほかの地域で BIMセンターができてしまうことも懸念されます。 

【委 員】BIMを用いた設計が東京オリンピック（2020年頃）には主流になるだろうということでした

が、現時点での状況を見ると東京オリンピックよりも万博（2025年）頃になるのではないか

と思います。 

【会 長】それ以外の項目についてはいかがでしょうか。 

【委 員】3 番について、前回の会議録に誤りがありました。庄内町には町農協管内で「槇島ほうき」、

庄内たがわ農協管内では「吉右エ門ほうき」という 2つの組織があって、それぞれの組織の

中でほうきを作っています。農協が栽培し、制作しているわけではありませんので、誤解の

ないようにお願いいたします。 

【事務局】会議録に、意図する内容と異なるような表現があった場合は、訂正いたしますので、ご報告

いただきますようお願いいたします。 

【委 員】3 番の 6 次産業加推進事業について、6 次産業化を推進するという方針は大賛成ですが、そ

の基盤となる農業についても、高齢化等で後継ぎが不足している状況もありますので、しっ

かりとフォローしていただきたいと思います。平成 29 年度の予算概要の中にも「農業生産

基盤の整備」とありますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

【事務局】6 次化は、加工や販売が注目されがちですが、入り口部分である原材料の確保が最も重要と

なります。本町においては商工観光課が担当しておりますが、ご指摘の部分を踏まえ、農林

課と一体となって取り組むことが必要だと思います。役所を挙げて 6次化の方向性を定めて、

町の施策の中心に置いた事業となるよう連携していく必要もあると思います。農林課では新

たに農業に従事する 2名の地域おこし協力隊を募集するとのことでした。直接的に 6次産業

化につながるというわけではありませんが、農業という基盤の部分を地域おこし協力隊の力

も借りつつ、6次化について連携できるように伝えていきたいと思います。 

【委 員】農業でも農業以外においても、新規産業への応援は金融機関として協力していきたいと思い

ます。相談先がわからないということがないように、ワンストップ窓口を設けるなど、わか

りやすい仕組みを作っていただきたいと思います。役所と金融機関が連携して協力していけ
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ればいいと思います。 

【委 員】9番と 10番についてですが、内容が似ている部分がありますので統合することはできないの

でしょうか。また、5 番の「高齢者向け野菜集配事業」の「野菜」を外すことはできないの

でしょうか。 

【事務局】資料に記載している事業名は交付金申請時の事業名となっております。申請時期が違います

ので、事業名は似ておりますが事業内容は違うものになっています。 

【事務局】10 番は 27 年度当初からの事業だったのですが、9 番はその後に上乗せ交付金として申請し

た事業であり、一体的に推進している事業となっています。 

 

５ その他  

【事務局】頂いた意見をまとめまして、各事業の答申書としたいと思います。その内容については会長

に確認しながら進めていきたいと思います。最初に、全般的な意見を記載して、次に事業ご

との意見を記載する形をとりたいと思います。 

【会 長】それでは全般的な意見として（1）～（3）の内容を基本として、そこから外れないように、

事務局とまとめさせていただきますのでご了解いただければと思います。 

 

６ 閉 会 

（１７：００） 


