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令和元年度 第１回庄内町振興審議会全体会 会議録 
 
１ 開催日時 令和 2 年 2 月 19 日（金）18 時 30 分～20 時 30 分 
２ 開催場所 庄内町役場 西庁舎 第二会議室 

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

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 

                                                
※辞令交付 

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

 

２ 自己紹介 

 

３ 会長選出 

   立候補者無し。 

事務局提案の斉藤徹史さんについて異議無し。 

 

４ 会長あいさつ 

   東北公益文科大学の斉藤と申します。前期に引き続きまして会長を務めさせていただきます。少

しでも庄内町の発展に役立てるような議論ができ、なおかつ皆様方の意見を多く集めることができ

るように進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

５ 諮問 

   ・第２期庄内町まち・ひと・しごと創世総合戦略（案）について 

   ・第２次庄内町総合計画の進行管理及び庄内町まち・ひと・しごと創世事業の効果検証について 

 

６ 町長あいさつ 

   令和元年度の第１回振興審議会ということで、お集まりいただきました。先ほど諮問書をお渡し

しましたが、まち・ひと・しごと創世総合戦略については、国の地方創生事業を行うために必要な

計画となります。目的がはっきりとしている計画であるということを認識のうえ、様々なご意見を

いただければと思います。また、第２次庄内町総合計画の進行管理は、町の一番上位に位置する計

画となっています。そのほかにも各課に渡って数多くの計画があるわけですが、それらを最も網羅

した計画であり、総合計画には町づくりに関してのすべての思いが込められていると考えていただ

ければと思います。来年度は 10 年計画の５年目に入りますので、今の時代に合っているのかとい

うところも含めて、５年間を振り返りながら今後どのように進めていくのかということを、皆様か

ら意見をいただく非常に重要な計画づくりあるいは検証になると思います。  

   先ほど、会長の斉藤先生からは庄内町の幸福度アンケートをまとめていただいています。いわゆ

る幸福度や満足度というものを、庄内町に住んでいる人がどのように感じながら、どのような関係

を持ちながら生活しているのか、このことを基本にしながら、様々な計画の実効性や効果について
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皆様の置かれている立場からご意見いただければ、素晴らしい計画につながっていくことと思いま

す。また、その結果として新たな施策に結びついていくものだと思います。皆様は幅広い知識や知

見をお持ちかと思いますので、振興審議会の中でお力をお貸しいただければ幸いです。 

厳しい時代になっており、財政も厳しい状況にあります。しかし、知恵と工夫、そして皆様方の

協力があれば必ず乗り切れると思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

７ 会長職務代理者の指名 

   事務局案を提示し異議なし 

   佐藤道子さんに決定 

 

８ 報告事項等  

【事務局】 

・本日の日程、資料確認について  

 次第、分科会構成（案）、振興審議会条例、資料１、資料２ 

  ・改選後初めての振興審議会となるため、条例、施工規則などと、今後の開催スケジュールも説明 

 

９ 協  議 

（１）各分科会の委員の構成について（別紙 1） 

【事務局】別紙１に基づき説明 

【会 長】ただ今の事務局案について何か希望や質問はありませんか。 
【委 員】（意見なし） 

【会 長】特に意見等無いようですので、事務局の案を承認いただいたものとします。次に、各分科

会の会長を決める必要がありますので、部会毎に集まっていただいた方がいいでしょうか。 

【事務局】本日３名の方が欠席しており、各部会で欠席者がいるという状況ですので、それでもよろ

しければ会長、会長職務代理者を決めていただければと思います。 

【会 長】次回でも問題ないでしょうか。 

【事務局】次回に繰り越していただいても構いません。 

【会 長】それでは次回に繰り越してもよろしいでしょうか。 

【委 員】（意見なし） 

【会 長】それでは、次回委員の皆様が揃っている状態で決定したいと思います。 

 

（２）第２期庄内町まち・ひと・しごと創世総合戦略（案）について（資料 1） 

【事務局】第２期総合戦略（案）、人口ビジョン（案）について資料 1を含めて説明 

【会 長】現在の総合戦略は今年度いっぱいの計画であり、来年度から５年間の計画について事務局

から説明をいただいた。内容を見ても、将来的に庄内町の人口は半分、あるいは３分の１

になるという推計もある。長期的な人口減少の流れを長い目で見ながら、足下の地域再生、

地方創生に取り組んでいくという二つの視点での取り組みが必要だと思う。事前にお配り

しているということですでに目を通しているかとは思うが、なにか気づいた点等あれば発

言をお願いします。 
     なかなかすぐにというわけにもいかないかと思うので、私から一点確認したい。総合戦略
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に記載の「若者のきぼうをかなえる」の内容が結婚や子育てに偏っているように感じるが、

そこには何か考えがあるのか。 
【事務局】結婚や子育てに対する経済的不安や、精神的負担を少しでも払拭することで、若者が庄内

町に魅力を感じていただく一つのきっかけになると考えている。なおかつ、子育てをしな

がら仕事を続けていけるようなワークライフバランスの確率など、KPI 設定事業以外にも

様々な事業を通じて若者を支援するといった内容になる。「若者のきぼうをかなえる」と

なった時に、晩婚化や少子化が課題となっていることもあり、やはり結婚や子育てに重点

を置く必要があると考える。 
【会 長】学生の話を聞いていると、就職を考える際に奨学金返還支援制度が地元に残るかどうかの

検討材料になることがある。しかし、就職活動は４年生から始まるにもかかわらず、大学

３年生までに申請する必要があるため、なかなか申請しづらいようである。そういった部

分についても今後なにかサポートがあるときっかけの一つになるのかもしれない。 
     他にみなさんから意見はないでしょうか。 

【委 員】結婚問題について、今の若者には自分の結婚について真剣に考えてほしい。以前は集落を

訪ねていくなど親も真剣に子供の結婚に向き合っていた。晩婚化が進む今の状況では、生

産年齢人口の減少に歯止めがかからない。町をあげて取り組みを進めてほしい。 

【事務局】以前は様々な方法で結婚相手を探していたとのことだが、現在もインターネットの発達や

婚活・出会いのイベントなどが開催されており、結婚相手を探す方法はたくさんある。こ

れまでの婚活イベントなどは、自治体単位や地域単位で行われることが多かったが、数年

前から山形県が出会いサポートセンターを立ち上げ、県全体で取り組んでいくとしている。

戦略の中では、県との連携はもちろん、地域イベントとの連携も進め情報発信を効果的に

行っていき、若者が結婚について真剣に考えるきっかけを作ることができればと考えてい

る。 

【会 長】結婚するかしないかは個人の自由になるため、結婚したいという人がいるのであれば出会

いの場を提供するということが政策として有効だが、結婚をしなければならないといった

考えを押しつけるようなことはできない。結婚を考える環境作りが重要となる。 

【委 員】今私が住んでいる地域では、結婚するかしないかよりも子供たちが町から出て行ってしま

うことが問題になっている。酒田や鶴岡に住んで帰ってこない。そのような状況を考える

と結婚をするしないというよりも、今の地域をどうやって維持していくかが重要なのでは

ないか。おじいちゃんやおばあちゃんがいることで、働きながら子育てをできる事もある

ので、そういった町の施策も必要なのではないか。 

【事務局】時代が大きく変わってきたこともあり、いったん町から出て就職をしてしまうとなかなか

戻ってこられない状況になっており、その流れは簡単に変えられる物ではない。世代が若

くなると家族間や地域との関係が薄くなり、近所付き合いを嫌がる人も出てくる。そうい

ったことを踏まえると地域コミュニティで作り上げていくことが必要になる。 

     若者が大学や就職のために町から離れていくというのは、庄内に無い大学や企業があるの

で当然のことと考える。庄内に戻ってくるには、大学で学んだことや仕事を通して経験し

たことを生かせる仕事が必要である。特に若者にとっては「この仕事をやりたい」という

ような魅力的な仕事が必要になる。 

     基本目標１の部分になってしまうが、観光をきっかけとして関係人口の創出を図ることは、
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町民が町外の人とふれあう機会を設けることになる。観光事業の中にはプロモーション事

業などもあるため、いわゆるクリエイティブ職も必要になってくる。今現在、庄内町では

多くの地域おこし協力隊が活動を展開しており、少しずつ東京の人とのパイプができつつ

ある。そのようなチャンスをいかして、町としていかに魅力的な仕事を作っていけるのか

が重要であり、魅力的な仕事を作ることで、地域の課題解決に少しでもつながっていけば

と考えている。 

【委 員】西袋ではここ数年で空家が増えているが、うち２件の空家が購入へとつながり、新しい人

が住んでいる。なんとか空家活用を絡めて地域課題の解決を進めてほしい。 

     第１期の総合戦略では有識者会議を設けて意見をいただいたとなっているが、どのような

メンバーで校正され、検討結果はどのような物だったのか知りたい。 

【事務局】手元には資料がないためメンバーや検討内容については後日お伝えする。今回の第２期戦

略については、事業の変更が主であるため有識者会議は設置していない。 

【委 員】第１期の総合戦略には先端的建築設計拠点化事業が掲載されているが第２期に掲載されて

いないのはなぜか。またどのような内容だったのか。 

【事務局】事業内容については、BIM と呼ばれる建築設計の手法の拠点を庄内に作るという計画であ

る。第１期総合戦略で掲載し、実際に交付金を使って事業を行った。現在は自立運営がで

きるようになっており、交付金事業から外れているため第２期総合戦略には掲載していな

い。 

【委 員】全体的に KPI の設定内容について、目標値設定の根拠となる説明がないため、説得力がな

い。KPI の設定項目についてもこれから検討していくことになるのか。 

【事務局】振興審議会でいただいた意見は、担当課へとフィードバックすることになる。KPI の見込

みの設定については担当課の判断になるかと思うが、分かりやすい指標に繋げることがで

きればと思う。 

【委 員】人口減少が様々な影を落としている。これまでの取り組みを元に計画を作っていることと

思うが、思い切った施策の展開もしていかないと、目先のほんの少しの効果だけで終わっ

てしまうのではないか。 

     65 歳以上が高齢者と言われるが、70 歳でも元気な方がたくさんいる。全国的には 65歳以

上が高齢者だが、庄内町では 70 歳以上が高齢者といったような、地域独自の施策といっ

た物も必要なのではないか。 

【事務局】今後定年の年齢が段階的に上がっていく中で、生産年齢人口という考え方も変わっていく。

定年を迎えた後も、地域活動など様々なことにチャレンジできるよう、地域の通いの場の

構築や、立川総合支所庁舎の利活用などを進める予定でいる。そのような部分から労働意

欲の向上などにつながれば、町としても変わることができると考えている。 

【委 員】人口減少は著しく、学校の定員を充足することが困難な状況にある。県外に就職する生徒

もいるが、ほとんどの生徒が県内に就職している。地域の産業の人材育成なども有り活用

してほしい。人口減少が叫ばれるが、県内では東根市の人口が増えている。増えている自

治体から学ぶことも重要。 

     県内や地元に就職すると給料が安いと言われる。同じような業種にもかかわらず関東圏で

は給料が高い。「しごとをつくる」において、数を増やすのではなく、高い給料をもらえ

るということを意識してほしい。 
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     酒田市では、市内から大学に通って就職した場合と、市外との場合で経済的な負担がどの

くらい違うかをグラフでわかりやすく表示している。庄内町に残った時にどのくらいのメ

リットがあるのかを明示することも説得材料になるのではないか。 

     観光事業を進める中では、鉄道があるということが利点である。JR との連携も必要だと感

じる。関係人口の創出では、県内でも祭りの神輿の担ぎ手を募るような取り組みもあった。

そういったやり方も面白いと思う。 

     今朝の山形新聞に、庄内町の来年度予算についての記事があり、宿泊施設に関する補助金

3,500 万円とあったが今回の総合戦略とはどのように関係しているのか。 

【事務局】来年度予算の宿泊施設に関す補助金は、総合戦略の稼げる観光産業づくり事業が該当して

いる。今年度認定を受けた地方創生推進交付金事業であり、宿泊施設の不足により、庄内

町に観光に来ても宿泊のために鶴岡や酒田に流れてしまう現状があった。宿泊を伴うこと

で経済波及効果が大きくなるため、宿泊施設の整備を行うと同時に６次産業化によるお土

産品での経済効果や、地元飲食店への経済効果などを高める事業となっている。 

     JR との連携という意見が出ていたが、2018 年のプレ DC、2019 年の DCなど JR との連携は

随時行っている。また、県との連携事業となるが、庄内空港を活用した事業も展開してお

り、昨年の 8 月から就航しているジェットスターを活用して JR とは異なる客層へのアプ

ローチも進めている。LCC 利用者の多くが 20～30 代ということもあり、関係人口の創出に

おいて非常に重要なツールとなる。観光産業から関係人口の創出さらには仕事の創出まで

を狙った施策を展開していく。 

【会 長】それでは、まだ発言をいただいてない委員からも何か意見をいただきたいと思います。 

【委 員】庄内町に移住してくる理由として子育ては大きいと思う。また、高齢者が安心して暮らせ

る町というのも重要となる。つまり子育て支援を入り口とした時に、出口である高齢者支

援もしっかりと取り組む必要がある。この総合戦略にも様々な事業の記載があるが、もっ

と事業を絞って特徴ある町づくりを展開していく必要があるのではないか。子育て支援を

強化する中で、庄内町に小児科が無いのは大きな課題となる。 

【事務局】小児科設置には山形県で一定のルールがあったように記憶している。町単独で動けるよう

な話ではないため、今後の対策を考えていかなければならない。 

【委 員】テレビで見たのだが、シルバー世代が住みたい町一位が酒田市となっていた。また子育て

世代が住みたい町は鳥取市であった。引っ越し費用の支援など様々な支援があるようだっ

た。酒田・鶴岡ほどの知名度がない中で、家を建てるのであれば庄内町というような選ば

れ方をするような、何かに特化した手厚い支援をした方がいいのではないか。東根市の方

では、どんどん住宅が建っている。ネットで見れば情報があるのかもしれないが、広報で

も繰り返し掲載するなどして更なる情報提供が必要と感じている。 

     近年大きな農家や法人化が進んでいる。10～15 年後の農業を集落でどうするかと言うアン

ケート調査があった。個人でできる面積にも限界があり、法人化の必要性を感じている。

しかし、後継者不足や高齢化によって難しい状況にある。農家として頑張っている若者た

ちに出会いの場を提供できるような支援も必要ではないか。 

【事務局】総合戦略に乗っている事業は町の事業のごく一部であり、町では様々な補助や支援を行っ

ている。しかし、情報を提供するというのが得意ではない自治体が多い。人を呼び込むこ

とに成功している自治体には、情報発信を上手に行っているところが多く、今後情報発信
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の手法などについてもしっかり取り組んでいく必要がある。その中で、総合戦略では観光

プロモーション推進事業として観光プロモーションの強化を掲げている。様々な WEB ツー

ルを使って、ターゲットを絞った情報発信を行うことで、より多くの人の目に触れるよう

なプロモーションを展開していくことになるが、そこで培ったノウハウは町の情報発信に

も生かしていくことができる。きっかけは観光情報だったが知り得た情報の中に子育て支

援のメニューや婚活イベントの情報があるといったような展開に持って行けるよう、事業

間で連携しながら進めていきたい。 

【委 員】介護職の給料が安く、働き手が集まらない問題がある。町が給料の上乗せを行うなど、若

者の働く場として魅力ある介護職にすることで、労働力不足と若者の移住という課題を解

決できるのではないか。 

【事務局】一つの課題を解決することで二つの問題を解決できるような施策は今後必ず必要になって

くる。総合戦略は計画の変更が比較的容易であり、今はまだ具体的な策がないものについ

ても、新たな施策を追加していくことができる。時代に合わせた取り組みができる柔軟な

総合戦略にしていく。 

【委 員】稼げる観光産業づくり事業の中に宿泊施設の整備運営とあるが、新たに町が施設を作るの

か。それとも既存の施設の改修を進めるのか。 

【事務局】計画ではどちらも行う予定で、新規の施設と既存の施設の改修を行う。 

【委 員】新設宿泊施設は、いつからどこに建てると行ったような具体案はあるのか。 

【事務局】町が宿泊施設に対して補助を出すというもの。町が作るというわけではなく、民間事業者

が新たに整備する施設に補助を出し、町内の既存の宿泊施設で改修をしたいという場合に

も補助を出すということだが、議会にも具体的な内容を示しているものではない。地方創

生推進交付金を活用する事業であるため、内容はそれなりに聞いているが、担当課ではな

いためあまり話すことができない。 

【委 員】「子育て応援日本一」や「元気でご長寿日本一」といった目標を掲げているが、何でも日

本一を目指すのは現実的に難しい。ライフラインなど足元となる地味な事業をしっかりと

固めないと、華やかなところはいくらやっても空回りして終わると思うので、私も真剣に

取り組んでいきたい。 

     安心できる子育て支援の充実について、若い方たちが安心して子育てできるという大人の

目線も必要ですが、子供たちの目線も大事にして取り組んでいただきたい。若者のきぼう

をかなえるについても、結婚と子育てに重点が置かれているが、結婚に対する価値観や子

育てに関する価値観はそれぞれ違い、結婚をしない人がいるのも間違いではない。様々な

価値観があると言うことを認識して、見つめていただくことで、日本一の町づくりを進め

ていただきたい。 

【事務局】昨年、総合計画の後期基本計画の策定に向けて幸福度アンケート調査を実施した。結果を

見ると様々な幸福の感じ方があることを認識している。町としては、大多数の方の幸福に

つながる事業を優先的に取り組む必要がある。ただし、その中でも様々な考え方があると

いう理解を深める環境を作る事は、町としてもできる事であり、関係人口の創出を進める

ことで、町外の新たな価値観が入ってくることにつながり、新たな発見や幸福を感じて共

有できるような道筋を立てることができればと思う。 

【委 員】庄内町が子育てに優しい町だということはよく聞く。小児科の話題が出たが、ぜひ計画を
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立てて継続して取り組んでほしい。三川町には小児科があり、ワクチンの接種が安いとい

った情報は子育て世代に一気に広まり、庄内町の人がどんどん流れてしまう。 

     清川歴史公園がせっかくできたにもかかわらず、地域全体が盛り上がっていない。もっと

情報を発信して町全体で盛り上げるような取り組みがあった方がいいのではないか。 

     町を出て就職した人たちが帰ってくると、同級生たちと同窓会を開く機会があるようで、

その中では給料の話などしている。給料の格差が大きく、役職に就いていない人や家族が

いない人であれば戻る可能性はあるが、そうでないと戻ってくることは難しいようである。

そのため、若い人をターゲットにして取り組んでいくことも必要ではないか。 

【事務局】実際に関東圏との給料の差は大きい。しかし、必要となる家賃や食費などの生活費を考え

ていくと差は小さくなっていく。さらに子育て世代への支援などを含めた時にどのような

結果になるのかを、わかりやすく発信していく必要がある。先行して取り組んでいる自治

体の例を見ながらいいところをどんどん取り入れて進めていく必要がある。 

【委 員】事務局からいただいた名刺に清河八郎のイラストが掲載されている。せっかく作った施設

をどのように PR していくかというアイデアがもっと必要。 

【事務局】貴重なご意見をありがとうございました。 

 

（３）第２次庄内町総合計画後期基本計画策定スケジュールについて（資料 2） 

【事務局】資料 2 に基づき説明 

 

（４）今後のスケジュールについて 

【事務局】次回の会議は 2月 27 日 18：30 からを予定。 

第 3回以降の日程については会長と日程を調整し案内を送付 

 

10 その他 

  【事務局】第 2回の会議については、第 2期総合戦略（案）に対する答申をまとめていただきたい。 

 

11 閉 会 会長                           （20:30） 


