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平成 28 年度 第 2 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２２日（水）１０時００分～１２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 大滝正博、若松忠則、佐藤一郎、佐藤多佳夫、秋庭道雄、斉藤徹史、 

佐藤道子、石井範子、河村奈美、加藤容 

４ 欠席委員 池田智栄、鈴木茂、金井昌弥、中野靖子、成田浩輝 

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                             (10：00) 

   

２ 諮問 

  諮問第 7号 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 

  奥山副町長より斉藤会長に諮問書が手渡される。 

 

３ 副町長あいさつ 

   本日は年度末のお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。すっかり春めいてまいりま

して、卒園式や卒業式がおわり、庄内町の子供たちが無事に巣立っていきました。子供達が大きく

なる頃に、庄内町が元気な町でいられるように、ぜひまちづくりをしっかりと進めていかなければ

ならないと思っています。 

本日はお手元に 29 年度の一般会計等の予算の内容についての資料をお配りしておりますので、

後程ご覧いただければと思います。一般会計が 121億 700万円という過去２番目に大きい金額とな

っておりますし、特別会計を含めますと町の予算は 206億円となっています。新規事業もあり、地

方創生の流れに沿いながら、庄内町がこれから元気に暮らしていくための予算となっています。こ

の予算に基づきまして、町民の幸せのために事業を進めてまいりたいと思っております。 

   本日皆さんにも諮問させていただきました、地方創生事業の実施状況について、よろしくご審議

いただきたいと思います。 

   年度末のお忙しい中集まっていただきましたことに御礼を申し上げて、町長に代わってのご挨拶

とさせていただきます。 

 

４ 会長あいさつ 

   本日は年度末のお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日の諮問事項は庄

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でございます。原田町長から

「庄内町の目指すところは世界一住みやすい町をつくることだ」ということを伺いまして、私自身

感銘を受けました。今回のまち・ひと・しごと創生事業というものは、庄内町が日本一、世界一住

みやすい町にするために非常に重要な事項であります。皆様方のお力をもとに議論を進めてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

５ 報告事項等  

【事 務 局】・本日の日程、資料確認について 

 



2 

 

６ 協  議  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 

【委  員】資料１を見ると交付金は平成 31 年度で終了するようですが、その認識で間違いはない

でしょうか。 

【事 務 局】基本的に、国のまち・ひと・しごと創生事業は平成 27年度から 5年間の平成 31年度ま

での計画となっており「その間にこの交付金を利用して、町で新しい受け皿となるよう

なきっかけ作りをしてください。その投資によって自走・自立するような取り組みや事

業に支援します。」という交付金になっています。 

【会  長】今、皆様方に申しあげた内容というのは、交付金をもとにして資料２の各事業が行われ、

それについての進捗状況を確認するということでよろしいですか。 

【事 務 局】資料１で交付金の流れを説明させていただきましたけれども、資料２で今年度取り組ん

だ事業について、委員の皆様の目線で評価、検証をしていただきたいと思います。説明

の後に質疑等を設けますので、ご意見を頂ければと思います。 

【会  長】資料２の見方について、一番左は事業名となっていて、事業概要というのは、昨年度と

今年度の概要、事業実施状況ではどのような内容を実施したかを表しているということ

で間違いないでしょうか。 

【事 務 局】事業概要に対して事業実施状況ということで、実績を対比して書かせていただいており

ますが、成果が上がっているものと上がっていないもの様々ございますので、ご意見を

頂戴できればと思います。 

【会  長】来年度の継続事業もあると思いますが、来年度は「こうしたほうがいい」というような

意見を述べてもよろしいでしょうか。 

【事 務 局】来年度事業への要望も頂戴したいと思います。頂いた意見は担当課の方へ伝えさせてい

ただきます。 

【会  長】各事業の概要等についてお伺いしたうえで、質問等していただくわけですけれども、も

し、質問に対して本日の回答が難しいようであれば、来週回答いただければと思います。 

      確認ですが KPIというのは目標値という認識で間違いないでしょうか。 

【事 務 局】目標値という認識で間違いありません。交付金を申請するに当たり、目標値の設定を求

められております。目標値に達しなかったという理由で交付金が減額されるわけではあ

りませんが、目標値が低いとなかなか採択されない実情もあります。 

     ※ KPI：Key Performance Indicator 重要業績評価指標（施策ごとの進捗状況を検証する

ために設定する指標） 

【会  長】この目標数値は国に示されたということですので、なるべくこの数値に近づけることが

重要となってきます。いかに仕事をつくるかということ、また、庄内町の中でいかに経

済の循環を図るかということに尽きるかと思いますけれども、各事業につきまして、皆

様からのご意見、質問、または、来年度へのご提案を頂戴したいと思います。 

【委  員】９番のＵターン・婚活支援事業の中で、平成 12～14 年度の卒業生を対象にした三学年

合同同窓会を開催しているようですが、これは継続的に実施するということで考えてい

るのでしょうか。過去に出席した学校の同窓会では、事務局の役割をする担当学年があ

り担当学年は出席者が多く、それ以外の学年はあまり参加していないようでした。その

ような形だとすると、3 学年を一緒にした場合に次回はどのように考えているのでしょ

うか。 
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【事 務 局】次回の平成 29年度は、平成 13～15年度の卒業生が対象となります。３回出席の機会が

あり、３回とも出席していただきたいところではありますが、先輩後輩の関係が弊害で

あるという意見や、上下関係なく会いたいという意見もあります。婚活の意味も兼ね備

えた事業であるため、出会いが多く持てる方がいいのではないかということで、同学年

だけではなく三学年で行ってみました。成人式は町が主導で行なっておりますが、自主

的に四十二、四十九の祝いを行っている町は少ないそうです。庄内町の特色として事業

を継続し、庄内町の文化の一部になってほしいと願っています。今回の実行委員は各学

年から何人か出ていただいて開催にこぎつけました。第一回目ですので試行錯誤の連続

でなかなか大変だったようです。様々な意見が出てくると思いますが、これから検証し

ていくことになります。一学年の方がいいということになれば、それはそれでいいと思

いますが、30歳ということを節目にみんなに会える機会というのは今後も続けていきた

いと考えています。 

【委  員】平成 12年度卒業の人は１回で終わってしまうということですね。 

【事 務 局】今年から始まっている事業ですので、そのようになってしまいます。 

【事 務 局】３年は継続して行い検証していきたいと考えます。都会で就職した人たちも生活が安定

してきている頃なので、出身地に対してどのような考えを持っているのか、また、ふる

さとに帰りたいけど帰れない要因は何かなど、意見をいただいて最終的に施策に活かし

ていきたいと考えます。先ほど、婚活という話もありましたが、「再開」というケース

が結婚に結びつくことが多いようで、30歳というところにターゲットを当てて始まった

事業です。対象者が 600人いる中で参加者が 100人弱という実態も含めて、成果の検証

を行い、まずは３年間実施してみて判断をしたいと思っています。 

 【委  員】１番の BIMについて、31年度までの交付金ということですが、その後はどのような形で

運営していく予定でしょうか。億単位の受注額を目標としていますが、実績は 8,000万

円代です。普及啓発がなかなか進まず周知が低いということであれば、事業を軌道に乗

せるために継続していく必要があると思います。もし補助金がなくなったらこの事業の

KPI の内容そのものを見直さなければならない状況になるのではないでしょうか。       

それから、３番の「食の安心・安全ブランドづくり」について、商品開発数や商品販売

額が目標値となっていますが、これはクラッセが主となっている事業なのでしょうか。

もしそうであればそのような事業に参入する組織を増やすという目標があってもいい

のではないでしょうか。また、６番の農産物交流施設の集客について、どのような人た

ちを対象として目標値を掲げているのでしょうか。次に、９番のＫＰＩの達成状況部分

について、転入者数 468人となっていますが、転入ばかりを表示するのではなく、転入

から転出者数を引いた数を目標値にしてはどうかと思うのですがいかがでしょうか。 

【事 務 局】 転入者数から転出者を引くと、圧倒的に転出者が多いためマイナスとなります。総合戦

略の「ひとをふやす」という基本目標の中では「転出入を均衡にする」となっています。

10～20代は進学や就職で庄内町から転出する人が多く、その中には卒業後、戻ってくる

人もいますが転出者を補えない状況です。そのような状況もあって、まずは転入者を増

やすという目標となったのではないかと思います。子供たちに庄内の魅力を伝え続ける

教育や、庄内町や庄内の優良な企業のことなどをもっとよく知ってもらえれば、戻って

くる人も増えると思いますので、庄内総合支庁とも連携をしながら事業を行っています
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が、今後益々拡大を図っていかなければならないと考えます。６番の風車市場について

は、道の駅に来てくださった皆さんをカウントしているので、農家の方、観光の方など

の区分は設けていません。 

【事 務 局】３番の食の安心安全に関しては、クラッセということではなくて、クラッセの中にある

６次産業化工房の利用者の方々の商品開発や、販売の数値をあげています。そのため、

クラッセの中にある工房を利用している組織の方々の実績を KPIに設定しています。貸

工房は鶴岡や酒田を含めても近隣ではクラッセしかなく、利用した方々の集計となって

います。農家の方々は個人で工房を構えている方もおりますし、工房の会員になってい

る方もいますので、その方々の分も実績として加算されています。また、商品開発や販

売戦略などについては６次産業化推進専門員が携わっています。 

 【委  員】加工利用ばかりではなく、利用する組織を増やしていくという視点も必要になるのでは

ないでしょうか。 

【事 務 局】最終的には、工房利用をきっかけに起業していただくというのが目標であり、起業の際

の商工会の融資なども見据えて事業を行っています。 

 【事 務 局】１番の BIM については大変ありがたい意見をいただきました。担当課では 27～29 年と

いう３年の計画で、それ以降は自立していただくということでありました。今の段階で

は、普及・啓発に戸惑っている部分はあるものの、庄内町がこのような取り組みをして

いるということを PR していくことで、拡大が見込めるものだと考えています。あと１

年で自立できるかと言えばそれはなかなか難しい部分があると思います。今後どのよう

な対応をしていくのかを、担当課に確認しておきたいと思います。 

【事 務 局】BIM 事業については、大手ゼネコンなどにセールスを行っているようです。ただ、ゼネ

コンでも CAD などを用いた一般の設計に頼る部分が多いようで、BIM が主流とはなって

いないのが現状です。今後 BIMが主流になるだろうという考えは持っているので、社内

で BIMに係る部署をつくる動きも出ています。全国では沖縄に BIMセンターがあります

が、東は庄内町と言われるような取り組みとしていきたいところです。ブレンスタッフ

さんと協力しながら東京オリンピックを見据えて BIMの拡充を図っていきたいと思いま

す。２年間の 100%補助の後の３年目は 1/2補助となりますが継続していきたいというこ

とでした。最終的には雇用された方の賃金の支払いが続くことになります。その部分を

いかに確保していくかが重要となります。会長や社長が描いているストーリーがあると

思いますので商工観光課を通して確認をしながら、29年度、事業を続けていきたいと考

えます。採用者数も、28年度の KPIは 20名ですが、実績は 13名となり 7名達成されて

いない状況であり、人材の確保が難しいようです。29 年度の目標は累計 43 名を考えて

います。 

 【委  員】３番の利用者については、庄内町民の割合はわからないのでしょうか。 

 【事 務 局】庄内町の利用者割合は約 50％と聞いています。当初は町民が多かったものの、県内に同

様の施設がないということで町外の利用者増えています。山形市や県外の利用者もいま

す。 

 【会  長】婚活など様々な事業との関連で、１番の事業は庄内町に人が戻ってくるきっかけとも

なり、なおかつ庄内町を特徴づけることができる事業であり、非常に重要なものだと

思います。一方、３年間のうち２年が過ぎてしまっている状況を考えると KPI の達成
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はなかなか厳しいものになると考えられます。一年目からいきなり成果を出すのは難

しいとは思いますが、今後の見通しについては委託先と話をしているのでしょうか。 

 【事 務 局】ご指摘いただいた点、ブレンスタッフさんの経営計画を含め確認する必要があると考

えています。新規雇用者数及び受注額について、また、今後の雇用についてどのよう

な計画を持っているのか確認をしなければならないと思っています。ちなみに、クラ

ッセに２棟ある貸オフィスのうち１棟にブレンスタッフさんが入居している状況です。 

【会  長】首都圏での情報交換会も少ないのではないかと思います。他に何かありませんでしょう

か。 

【委  員】移住コーディネーターが 28 年度から廃止となっています。成果が出たのか出なかった

のかはわかりませんが、１年で廃止というのはなぜなのでしょうか。 

【事 務 局】移住コーディネーターについては、職員ではなく専門的な方から移住定住についての情

報発信や相談会を担ってもらおうということで設置してきました。その中で、移住コー

ディネーターに就任された方が不動産業者さんということで力になってくれるものと

思い始まったのですが、役場が特定の業者と委託契約を結んでいるため、町内の４社ほ

どの不動産業者のまとめ役をお願いしても、契約を結んでいない業者との連携が難しい

ようでありました。また、庄内町の不動産物件の７割近くが町外の業者が握っていると

いう状況があり、酒田、鶴岡の大手不動産業者さんとの連携を図らないと物件の把握が

ままならないことがわかりました。そのため、不動産業者さんには委託せずに再び直営

に戻し、職員が直接行った方が進むのではないかということになり、単年度での廃止と

なりました。通常であれば 2～3 年行ったうえで評価をするものですが、早い段階で見

直しをかけた方がいいと判断したものです。 

【委  員】昨年の振興審議会で空家対策をどうするのかということで、町内全域のリストを作って

ランク付けし、移住定住に活用しようと答申したと思うのですが、今の回答を聞くとそ

ういったことが進んでいないように思えます。職員の方が不動産情報を明確に把握して

いるのであれば、もっと活かされるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

 【事 務 局】危険空家を含めた空家実態調査と活用計画を策定しております。その中で庄内町にある

空家を全 5段階に分けて把握しておりまして、状態のいいものについては、移住定住の

ための物件として、持ち主の方に貸していただけるかということも含めて調査を終えて

います。そのデータを活用すれば直営も可能だろうということで、当課の担当職員も参

加して計画づくりをして、29年度から計画に基づいて始めていこうということでござい

ます。大家さんに聞くと、「貸してもいいけれど、貸すためには今ある空家を改修した

り、片づけなければいけない。そのための費用負担が難しい。」というような意見が寄

せられました。そのため、新たに補助制度を来年度設けております。町の空家バンクに

登録していただけるのであれば、空家の改修費用の一部を補助するようなもの、または、

行政でリフォームを行い 10 年間貸していただきながら借りたい方に提供するという制

度など、様々な形で空家の所有者にアプローチをしていこうと考えております。町内不

動産業者に役場の施策を伝えながら、大家さんに情報を伝えていただきたいということ

で進めているところです。ぜひ物件があれば、情報提供をお願いしたいと思います。 

 【委  員】昨年何月頃だったか、空家を見に部落に来たことがありました。 

 【事 務 局】建設課がコンサルを通して半年くらいかけて調査を行いました。 
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 【委  員】結構まだ立派な家もあり、また、昔、民宿していた家もあります。 

 【事 務 局】実は、空家はあるのですが、貸していただけない方が多く、その理由のほとんどが「こ

のままでは貸せない」というものでした。ですからその部分に支援を行おうとしていま

す。余目地域では需要があるようです。町中ではなくても周りの集落にも住む方がいる

ようですので、整備をすれば住まわれる方は多くなると思っています。加えて移住定住

のための引っ越し費用の補助制度も新設しています。庄内では本町だけだと思います。

新年度から最高 24 万円までの補助が出ることになります。転入のみ対象であり、町内

転居は対象外となります。ただ、新婚夫婦のためには転入転居を含めてアパートや貸家

を借りる場合の引っ越し費用を補助する制度も新設しています。 

 【委  員】24万円の支給を受けた方は、何か月間以上住まなければいけないという条件はあるので

しょうか。 

 【事 務 局】本人の意向確認はあります。３年や５年住む意向を示した人が対象となります。ただし

何らかの理由により１年で転居しなければならない場合もあるかもしれません。その場

合の返還は不要としています。あくまでも本人の意思確認というようになっています。

この施策によって、転入者の増大を図っていきます。 

 【委  員】定住であったり、空家対策であったり、婚活であったり、何でもかんでも全部国の補助

金がなくなったらやめるということがあってはいけないと思います。複数年かかること

だと思いますので、そのあたりを十分考慮していただいたうえで事業を進めていただき

たいと思います。定住についてはこの課、空き家対策に関してはこの課という縦割りは

やめていただきたい。 

 【事 務 局】ご指摘の通り、縦割り行政の改善は難しいものがあります。ただ、そのようなお問い合

わせが来た時には、しっかりと担当窓口に案内する対応を行っています。今回の空家利

活用についても関係課が一同に集まって進めています。空家の利活用に限らず、行政サ

ービスの縦割りを改善することは難しいので、お問い合わせに対してしっかりと担当窓

口につなぎ、応えられるような体制を整えていきます。婚活につきましても、婚活とい

う言葉を掲げてイベントを行いますと、女性の参加者がなかなか応募いただけなかった

り、庄内町の事業に酒田、鶴岡からは来るけれど、庄内町からはなかなか参加しないと

いうこともあります。今は県主体でやっていただいたりしています。仲人奨励金も、遊

佐、酒田、本町の広域で行ってまいります。奨励金は、５万円から 10万円に引き上げ、

転入してきた市町村が仲人さんにお支払するというシステムとなります。ぜひ仲人奨励

金を町民の方から頂いてほしいと思っておりますので、情報提供についてもよろしくお

願いいたします。 

 【会  長】まち・ひと・しごとの主管課はどこになるのでしょうか。 

【事 務 局】情報発信課が主管課となります。 

 【会  長】ほかの自治体を見てみると「調整監」という役職置いているところもあるようですが。 

【事 務 局】調整監を置くシステムが庄内町にはございません。ただ、プロジェクトとなりますと、

企画調整係に、さらに大きなものになりますと副町長が中心となって動くという形がご

ざいます。特に地方創生については企画調整係長が中心になってまとめているという状

況です。 

 【委  員】２番についてですが、月山のジオパーク登録に向けて動いているとのことですが、登録
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されることによって、観光産業についての設備整備などが制限されるのではないかと不

安になります。ただ、登録によってさまざまな交付金を頂いた方が地方創生にとってプ

ラスになるのかどうか疑問に思いました。 

【事 務 局】ご指摘の通りだと思います。指定、認定をいただくと規制が入ります。ただ、規制が入

るよりも知名度が上がるというメリットのほうが大きいと思います。ジオパークにつき

ましては、本来観光目的というよりも、そこの資源を継承していこうという意味合いが

強いものであるため、認定いただくことによって観光分野での知名度が上がり、羽黒山

などの様々な地域資源と合わせて、庄内に足を運んでもらい、産業振興や雇用の拡大に

つながるという判断から、規制はあるけれどもそれ以上の効果があるものと考えていま

す。引き続き取り組んでいくこととしています。 

 【委  員】２番に関してですが、個人的に高野山と熊野に年末に行ってきました。そこでは 100～

200km の区域でお寺や神社を回りました。庄内や戸沢村、大蔵村では 100km もないよう

な場所に温泉や神社、山があってコンパクトに楽しめるのではないかと思っています。

連携市町村の 60～70 代の方とお話しすることがあって、ジオパークに意欲的なのです

が、何をしたらいいかわからないという方が多く、うまくこの人たちを取り入れて能力

を引き出すことができればいいと思います。出かける前に役場に問い合わせたところ、

パンフレットをたくさん送っていただきまして、そのパンフレットの充実さに魅力を感

じました。JRのポスターを見て羽黒山を知った人もいましたので、そういったものを作

るといったようなことも必要だと思います。婚活ではないですが、女性がいらっしゃる

イメージが大きかったのですが、年明けから若い男性の旅行客が、雪を見に来たり、お

寺や神社を見に来たという方が多い印象があります。若い方向けのツアーを企画してみ

るなど、各市町村に可能性がありますし、それにストーリー性を持たせて集客をするこ

とで、さらに多くの人が来ていただけるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

【事 務 局】ジオパーク認定に関しては、事業の取り組み方に課題があったというような指摘もある

ようです。構想そのものはいいのですが、地元の方と行政との盛り上がりという部分で

改善点があったと思いますので、連携をして取組んでいくことが重要です。次年度、主

体となる自治体にも、担当係の方から伝えていきたいと思います。 

 【委  員】るるぶなどのパンフレットに載っていないような、地元の人たちが行くお店などが載っ

ていれば、魅力的なパンフレットになるのではないかと思います。 

 【委  員】10番についてですが、女性が集まりにくい傾向があるということでしたが、協力謝礼の

100 万円は何に使うものなのでしょうか。また、女性の参加費を安くしたいというよう

なこともあると思いますので、ある程度予算を確保しておくと企画するにしても、イベ

ントを開催するにしても動きやすいと思いますので、ぜひ婚活の金額を増額していただ

きたいと思います。あと、同窓会の話がありましたが、同窓会そのものというよりは、

実行委員会の中で仲良くなって結婚するといったこともありますので、ぜひ継続して行

っていただきたいと思います。３番の６次産業推進専門員の部分ですが、地域おこし協

力隊を要請して、人件費がかからないようにしてもいいと思います。鳥取県雲南市では、

地域おこし協力隊が 29 名いて、日本で一番多いということでした。ぜひ地域おこし協

力隊を活用していただきたいと思います。 

【事 務 局】地域おこし協力隊については、商工観光課に２名、農林課に１名が活躍しています。来
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年度は農林課でさらに２名を予定しています。協力隊の活躍が町内に周知されることに

なれば、様々な分野での導入の可能性があると思っています。 

 【委  員】仲人の話についても若い人たちでもいいのではないかと思います。昔はおせっかいな人

たちがいっぱいいましたが、今はなかなか少なくなっています。 

【事 務 局】仲人報奨金の 10万円のほかに、支援員の方については少額ですが、活動費として月 2,000

円の費用弁償等の支払いを考えておりますので、適任者がいらっしゃいましたら、協力

依頼したいと思いますので、情報提供のほどをよろしくお願いいたします。 

 【事 務 局】謝礼については、街婚とは別に例えばセンスアップ教室を実施した際に協力いただいた

講師の方にお支払するものとして計上していたとも考えられます。ただ、168 万 2,000

円の予算額に対して 68万 6,000円の執行見込みとなっておりますので、協力謝礼の 100

万円がどのような執行状況なのかはここではわかりませんので、確認したいと思います。 

 【委  員】３番について、先ほどから説明はありましたが、私たちは庄内たがわ農協管内で吉右衛

門ほうきの、町農協管内では填島ほうきのほうききびを栽培しています。毎年種が余っ

ているのですが、成分調査の結果がないと商品化に結び付けることができません。専門

機関に頼むとそれなりに高額な費用がかかるという話も聞いていますので、クラッセで

成分分析をお願いできないものでしょうか。 

【事 務 局】健康志向の流れもあって成分分析の結果は注目されています。成分分析に関する助成制

度を先駆けてできないものかという話もありましたが、まだ実現していません。物によ

ってはかなり高額になるということや、そこまで浸透していないということもあります

が、いずれそのような支援は出てくるのではないかと思っています。食べられればいい

という時代は終わって、どのような成分なのかを見て買う時代になってきています。 

 【委  員】３番の「メイドイン庄内町」の特産品等の認証制度が非常に気になっている。この認証

を本当に活用するべく動けるのか。ブランドにして特産品として販売する場合、成分分

析結果等も加味しなければなりません。そうすると、この予算では厳しくなるのではな

いかと思います。どのような道筋を立ててこのようなことを考えているのか、KPI にど

のような影響を与えるのか疑問に思いました。 

【事 務 局】庄内町ブランドについては合併したときからの構想ですが、10年経ってもまだ実現して

いないものです。両農協さんの協力がないと実現できない部分が大きく、役場でもなく

農協でもない、そのための専門組織が必要なのだと思います。ただ、どうすればいいの

かということを新産業協議会で検討して、できればブランド化というものを進めたいと

考えているのですが、なかなかそこまで手が回っていないのが実情だと思います。 

 【委  員】前段にある事情は把握しているつもりなのですが、きびの種を使った食べ物や煎餅であ

ったり、これから新たな形で攻めていこうという考え方があるのかなと資料を見て感じ

ました。ブランド化するのであれば産地登録や栄養成分表記をしなければいけない。メ

イドイン庄内町という言葉は原田町長の言葉だったと思いますが、町長が考える花や米

などの庄内町ブランドというのはおそらく無理です。 

【事 務 局】４月から東京の巣鴨にある大正大学との連携事業でアンテナショップを設けて、庄内町

の特産品だけでなく、庄内地域の特産品を含めて発信していこうとしています。その中

で庄内町ブランドをどのように構築していくか、どのように推進していくか、模索しな

ければならないと思います。合併した頃からあった話ですが、なかなか本腰を入れて取
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り組まれてこなかったのではないかと思います。 

 【委  員】新農協管内で生産されたストックが日本一の評価を受けました。そのようなことがあっ

て花は庄内町の特産品であります。新余目の花が評価を受けたということで、新余目の

ブランドが一気に上がりました。作り方が違っても品物は同じですので、温海で作って

も、朝日で作っても花の集出荷場は余目になっている。農協が違うということで、庄内

町としての花のブランド化は無理です。お米に関しても、作り方や中身が違うので、同

一ブランドとしては販売することができない。庄内町産はできるかもしれないが、農協

さんによって作り方が違うので、規格統一するのは難しいと思います。なので、メイド

イン庄内町というのは、加工品で勝負していくしかないのではと思います。 

【事 務 局】現段階では何に焦点を当てればいいかさえ決まっていない状況です。 

【委  員】このメイドイン庄内町というのは原田町長が余目町時代から話しているもの。 

【事 務 局】ふるさと納税の返礼品として 7～8 割がお米になっております。主流であるお米が、ブ

ランド化できればいいのですが。 

【委  員】産地明記が非常に難しくなると思います。 

【委  員】JA あまるめのものは、JA あまるめと表記された米袋で出荷されている。しかし、広域

になるとそれがなかなかできなくなってしまう。農協同士が１つになるのは難しい。 

【委  員】１行政区に１農協であれば問題ないのだが、複数の行政の中に１農協という状態がある

ので、難しい。 

【事 務 局】広域になったことによって難しくなったこともあるということでしょうか。 

 【会  長】その点に関しては、来週もありますのでその時に、またお話ししましょう。 

【委  員】来年度から中学性にもカバンの贈呈があるということで、すごく新鮮に感じました。庄

内町が小学生にランドセルを贈呈していることを、他の市町村の方から「いいね」と言

われており、先ほどの住みやすい庄内町というものに近づいているように思います。 

      ９番の Uターンに関して、帰ってもいいかなと思いながら県外で働いている人は多いと

思いますので、移住・定住の促進に向けた施策や心配りは感じるのですが、やはり生活

するうえで仕事の情報が必要になります。先ほどの説明の中で、町内にある企業の紹介

ということが出ておりましたけれども、雇用の場の拡大など現時点で 29 年度はどのよ

うな計画でいるのでしょうか。 

【事 務 局】その部分については、商工労働係が担っておりまして、雇用の場の創出については企業

誘致もあるのですが、新総合計画の中にはさらなる工業団地の造成が必要と謳われてお

ります。担当課では雇用の場の拡大について今後も取り組んでいくことになります。 

【委  員】例えば、帰りたいと思った人が、どこに相談すればいいのかというような、窓口を設け

るだけでもいいのかなと思います。 

【事 務 局】移住定住の窓口はあるのですが、物件の紹介だけで、仕事の紹介までには至っていませ

ん。物件があっても働くところがないとなかなか戻って来れないということになってし

まいますので、商工労働係と連携していきたいと思います。 

【委  員】庄内町だけではなく、ほかの地域を含めてどういう仕事があるかという紹介だけでもで

きればいいのかなと思っています。 

【事 務 局】大学生などを含め県内の情報を探すのであれば、やはりハローワークということになり

ます。高校生に対しては、庄内総合支庁と連携して、企業を紹介する活動を行っており、
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その活動が広まってきたと感じています。また、ボランティア団体の方々が、職業体験

として学校に出向いて、体験させるというような活動を行っています。 

【委  員】そのようなことが一行でも書いてあれば、糸口になり、変わってくるのかなと思います。 

【事 務 局】町としてはやはり町内企業に頼らざるを得ないところがあり、町外になるとハローワー

クになってしまうので、商工労働係と連携しながら情報提供を進めていきたいと思いま

す。 

 

７ そ の 他 

【事 務 局】次回開催については 29 日の午後３時からを予定しています。本日の会議録をなるべく

早めにお渡し、次回の会議につなげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

本日は様々な意見をいただきました。最終的には、まち・ひと・しごと創生事業に対す

る検証を答申書として紙面におとさせていただきます。その文面についても見ていただ

ければと思います。皆さんにお示しする前に、会長に確認をさせていただいて、皆様か

ら確認をいただくという流れを取りますので、よろしくお願いいたします。 

 

８ 閉  会                                 （12：00） 


