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平成 30 年度 第 5 回庄内町振興審議会全体会 会議録 

 

１ 開催日時 平成 31 年 3 月 27 日（水）18 時 30 分～21 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 梅木均、髙橋聡、佐藤多佳夫、斉藤徹史、佐藤道子、石井範子、加藤容、 

佐藤あゆ子、竹嶋碧 

４ 欠席委員 大滝正博、有賀市男、鈴木茂、秋庭道雄、平藤大介、河村奈美 

５ 事 務 局 情報発信課長、企画調整係長、ふるさと応援係長 

                                                

 

１ 開  会  情報発信課長                           （18：30） 

 

２ 会長あいさつ 

   今年度最後の振興審議会となりました。諮問をいただいております、総合計画の進行管理、まち・

ひと・しごと創生事業の効果の検証、立川庁舎の利活用について、答申書を作成してまいります。

皆様の忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 協  議 

（１）立川庁舎利活用について 

【事務局】（資料「答申書案」を説明） 

【会 長】前回と前々回に議論した内容を答申書案としてまとめたものになるが、何かご意見等があれ

ば発言をお願いする。 

【委 員】(1)と(6)について、立川庁舎の利活用については、町民の誰もが気軽に利用できるという方針

があるように見受けられるので、若者に限定した表現にせず、「いろいろな分野の幅広い」とし

たほうがよいのではないか。 

【委 員】立川庁舎に小児科となると、インフルエンザが流行する冬場には移動が厳しいので、少し違

和感を覚えたがどうか。 

【会 長】現実的に小児科の誘致は大変困難なものだと理解しているため、機会を捉えて発信していく

ことが重要だと思われる。 

【会 長】他に何かご意見はないか。無いようであれば、修正して答申書を作成したいと思う。次に、

第 2 次庄内町総合計画の進行管理についてご意見をいただくこととしたい。事務局より前回と

前々回の議論を踏まえて作成された答申書案について説明をお願いする。 

（２）第 2 次庄内町総合計画の進行管理について 

【事務局】（資料「答申書案」を説明） 

【会 長】全体として、各分野 5 項目程度に絞って答申書を作成したい。何かご意見等をお願いする。 

【委 員】(1)の「若い世代」の参画について、若い世代の負担が重いように思える。住民自治は、全世

代で行うことだと思われる。若い人だけでは現実的でない偏った意見になることも心配されるの

で、多様な世代の幅広い分野の方の意見を取り入れるべきではないか。 

【会 長】(1)は当然のことであり、答申書に入れるべきかも検討していただきたい。 

【委 員】(3)の「町長のリーダーシップのもと」という表現は、いらないのではないかと思った。町長
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が独断で決定するのではなく、職員のみなさんと一緒に考えていくことが重要だと思った。 

【会 長】例えば、「町長のリーダーシップのもと」を削除して、「全庁的に判断した」としてはどうか。 

【委 員】(6)でも事業の見直しを謳っているので、(3)とまとめることができるのではないか。 

【会 長】(3)について事務局としてはどう考えるか。 

【事務局】事業の廃止は、新たに事業を実施するよりはるかにエネルギーが必要で、職員も相当苦労し

て事業廃止に向けて知恵を絞っている。その場合は、町長の決断や判断によって、事業の方向性

がみえてくるものもあり、町長のリーダーシップに頼る部分はある。その意味で、この表現に違

和感はない。 

【委 員】この文言は敢えて入れてもいいのではないか。 

【事務局】(2)の学区再編については、昨年度の答申の内容に充分に応えているとはいえないかもしれな

いが、「中学校の将来を考える会」が 31 年度に立ち上がるので、一定の進捗があったということ

ではないか。 

【会 長】自治会やコミュニティにおける課題は何と捉えているか。 

【委 員】前に学区再編を行った際、相当な議論になって、なかなか理解が得られなく、大変な時間を

要して苦労したと聞いている。そのことを踏まえると、今から段階的に着手していかなければな

らないと考える。 

【事務局】集落の大小はあるが、まだ、集落の合併等の相談は聞いたことがないので、問題は顕在化し

ていない。 

【委 員】集落ではまだ聞こえてこないが、生産組織は、後継者がいないため余儀なく合併をしている。 

【委 員】子どもが減少している中で、5 つの小学校を維持していくことが難しくなると誰もが予想す

るところで、住民が納得して統合するまでには何年もかかると思われる。それならば、今から始

めなくてはいけないだろうということである。 

【会 長】他の合併した市町では、旧町意識が消えずに垣根があると聞くが、本町はいかがか。 

【委 員】世代も替っているし、そんなに旧町意識はないと思われる。 

【委 員】文中で「早急に実施すること」というと、今ものすごく少子化が進んでいて、今すぐ統合し

なければならない印象を受ける。公民館のコミセン化の話もある。各地区で段階的に話し合いを

進めていったほうがよいのではないか。中学校は人数的なバランスが必要であり、いずれは統合

することになるから、先に議論していく方がよい。 

【委 員】少子高齢化だけが表現されているが、人口増対策の考え方からすれば、移住・定住について

も記載した方がよいのではないか。地域における移住者の受入れ体制の必要性も記載が必要では

ないか。 

【委 員】具体的に何年後までに結論を出すというような期限はあるのか。 

【事務局】話し合いの場を立ち上げるということだけで、結論を出す期限は今のところ決まっていない

ようだ。 

【委 員】合併前に子どもの人数が減少することを見込んで、中学校の統合については議論していた。

中学校だけではなく、町全体の学区再編として議論した方がよい。 

【会 長】(2)以外で、ご意見があればうかがいたい。先程のご意見にあった移住者については、例えば

具体的に表現すると、どのようになるのか。 

【委 員】他の市町と比較すると、本町は移住施策が弱い。「お試し住宅」を活用して、移住・定住に

繋がるようにしていかなければならない。 



3 
 

【会 長】みなさんはどう考えるか。 

【委 員】移住促進は、具体的な事項であるから、総務分野に入れてはどうか。 

【会 長】次に総務分野について、ご意見をうかがいたい。 

【委 員】(5)について、地域おこし協力隊に限定されるものではないので、「いろいろな方法を工夫し

ながら」という表現に変えた方が良いと思った。また、労働者も良い表現ではないので「就労者」

に修正していただきたい。 

【委 員】(1)に「国際交流協会のあり方の検討」とあるが、それよりもまず、町の方針や考えを示すべ

きではないか。 

【委 員】町の国際交流協会は、町内在住の外国人から相談を受けているのか。 

【委 員】受けることになっているが、相談件数はない。 

【委 員】PR の仕方に問題があるのではないか。やる気がないのではないか。役割を明確にするべき

ではないか。 

【会 長】女性の登用率の現状はどうか。 

【事務局】目標値には達成していない。23％程度で上下している。 

【会 長】参画社会の実現に苦労している事例は広報で紹介されたのか。 

【事務局】実際に審議会で求めていたような内容が掲載されたかというと、少し弱かったという気がし

ている。ただ、今後も東北公益文科大学の伊藤眞知子先生にアドバイザーとして助言いただける

ことになっているので、引き続き男女共同参画社会の実現に向けて、寄稿をお願いしていきたい。 

【委 員】各種審議会委員だけでなく、もっと他の様々な機会で女性を登用するべきと言ってきた。前

は自治会の会長への登用も挙げていた。庄内町だけでなく日本全国共通の課題である。 

【委 員】女性も男性もどちらも自治会の代表を当たり前のように務めるという文化の構築が必要。 

【委 員】(6)の社会貢献事業への助成については、なかなか公益団体を育成できていない、団体として

も増えていかないという状況にあるので、ここでは助成金の創設を提案しているが、方法は他に

もあると思われる。(3)の振込詐欺被害の防止については、警察が以前より相当力を入れて取り組

んでいるので、この答申への記載には分量に限りがあるから削除しても良いのではないか。 

【会 長】防災関係で、本町で議論になっていることは何か。 

【委 員】各集落で防災に関する温度差があるのは感じている。 

【委 員】土砂崩れのおそれがある、または川の増水のおそれがある地域は、まじめに防災訓練に取り

組んでいる。関心がかなり高い。 

【委 員】8 月の 3 回の豪雨の際、余目地域でも避難勧告が出るとは思っていなかったので、災害を身

近なこととして捉えるきっかけになった。 

【委 員】隣の集落同士、隣の市町村同士で災害時の対応を調整しておくことが大切だと思う。 

【会 長】住民の意識を高めることや、近隣の集落、自治体の連携の必要性を加える必要があるという

ことでよいか。 

【委 員】防災無線は聞こえづらくて苦慮している。反響して肝心の言葉が聞こえないことがある。 

【事務局】具体的にどの地域だと全然聞こえない等、住民から報告があれば対応・調整している。 

【委 員】大蔵村では全世帯に防災ラジオのようなものが配布されている。 

【会 長】酒田市では市が補助して 4,000 円程度の防災ラジオが提供され、希望者は購入できる。 

【委 員】鶴岡市にもある。 

【委 員】エリアメールがすごく便利だと思った。実際に災害が起きると、行政が何とかしてくれると
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思っていては自分を守ることができない。住民にはとにかく危機意識をもって防災力を身に付け

てもらいたいと願っているので、ぜひ、答申にあげていただきたい。 

【会 長】(6)、(7)については、どうか。 

【委 員】(6)については、まだ、取り組まれていないので、継続して盛り込む必要がある。 

【委 員】担当課からの「今後の方向性」に、人材の掘り起こしや確保が課題とあるので、資金面だけ

でなく、人材育成も内容に入れてはどうか。 

【会 長】次に産業建設分野に移りたい。 

【委 員】(3)の余目酒田道路に関し、町湯の利用者は昨年、酒田地区からが 4 割という実績となった。

この道路の開通の影響とありがたく思っているが、町内の利用者を増加させていかなければなら

ない。また、クラッセでは駐車場不足が問題となっており、解決に向けた対策を講じる必要があ

る。酒田駅前に無料の駐車場がなくなった影響も大きいようだ。クラッセのオープン当時、スペ

ースは充分に確保できると回答あったが、状況が変わったので対策が必要だ。町営バスの運行も

配慮いただきたい。マイレージ事業も縮小されると聞いた。 

【会 長】観光について、町で抱えている課題は何か。 

【委 員】駅からハイキングは、JR が主催する事業であるが、縮小傾向にある。もともと町独自の事業

ではない。 

【委 員】清川に船見番所ができる。立谷沢、清川の観光資源を活かし、打って出ることが必要だ。全

庁的に取り組み、横の連携を強化し、プロジェクトチームを作るなど、もっと観光を売り出して、

誘客に取り組まなければならない。しかし、町の職員のバイタリティが感じられない。 

【委 員】観光振興において、まだ光を浴びてない素材を発掘して、積極的に発信してほしいと思う。

横の連携を強化してほしい。スポーツと産業は様々な脚光を浴びているが、自然と文化はまだ弱

いと感じる。例えば酒田市では、希望ホールと飲食店が連携事業を展開している。希望ホールの

観客に割引券を発行して、コンサートの帰りに近所の店へ飲みに行こう、食べに行こうと横に繋

げている。清川歴史公園も他のどの施設とどのようにコラボするか、どのような団体を絡めるか。

真剣に考えて工夫を凝らし、観光振興を図ってほしいと思う。 

【会 長】(4)の白ガス管の入替え、(5)の下水道未接続者への接続の勧奨は削除することとして、農業に

ついてはどうか。 

【委 員】少子高齢化などの根本的な解決策として、企業誘致が必要ではないかと考えている。人口増

対策になるし、商店も活気が出るのではないか。三川町には大きな工場もできている。 

【委 員】人材不足はあらゆる分野に広がっている。 

【委 員】庄内町にとって、「農業生産額の向上」は重要であるから削ることはできない。文頭に掲げ

るべきでないか。 

【委 員】花き農家が抱える土壌障害の問題は、廃業やメロン栽培への転換を招いている。全国的な問

題であり、課題を 100％解決することはできない。 

【委 員】清川歴史公園がオープンするので、(1)の観光振興にそのことを入れたほうが良い。 

【会 長】次に文教厚生分野でご意見を伺いたい。 

【委 員】障がい児童福祉については、義務教育期間内はサポートの体制が比較的整っているが、義務

教育が終わった後、家庭で、地域でどのように生活していけばよいかが分らないという現状があ

る。義務教育期間の前後を問わずにトータルなサポートが必要であり、自立に向けた支援が重要

である。 
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【委 員】(1)の町の医療体制の整備では、小児科だけでなく、産婦人科という話が出ていたので、加え

た方がよいのではないか。医療体制の充実を図っていただきたい。 

【委 員】学校をみると、以前は教職員がもっと地域に関わっていたと思う。運動会の懇親会にもあま

り参加しなくなったように感じる。 

【事務局】教員の過重労働が全国的に問題となっているから、働き方改革の影響ではないかと思われる。 

【委 員】社会的な圧力もあり、先生方も大変苦労している。 

【委 員】(8)の地域づくり活動の箇所に記載されている内容はごく当たり前のことだ。毎年大学から新

しい学生が来て、同じことを繰り返すだけでは意味がない。継続してステップアップできるよう

に、前年のゼミ生の研究内容を引き継ぐようなものでないと地域の課題解決に結びつかない。 

【委 員】若い学生が活動すれば、何かインスタ映えしているように感じるが、実は我々の生活の場は

実験の場ではない。この地域のためになりたいとか、ここに残りたいとか思ってもらえるような

迎え方を準備しなければならない。その場限りとならない関係性が大切だと思う。 

【委 員】民俗芸能の伝承については記録を残すことよりも、伝承することの方が大事だと思う。町に

助けてほしいのは、伝承するためにどう小学生を巻き込んだらいいかである。一度途切れてしま

うと復活が大変になるから、映像保存にこだわらず、実際に伝承していくことが大事だと考える。 

（３）庄内町まち・ひと・しごと創生事業について 

【会 長】次に庄内町まち・ひと・しごと創生事業について、ご意見をいただきたい。 

【事務局】創生事業について、(1)は全般的なこと、(2)が教育、(3)が産業、(4)が農業という視点となっ

ている。総合計画答申案の全体意見の(4)も、創生事業への全体意見ということと理解している。

同じようにご意見をいただければと思っている。 

【委 員】農業に関連して、農産物交流施設、クラッセ、タチラボ、歴史公園という施設がある中で、

地場産品の開発と観光との連携を答申内容に入れてはどうか。 

【会 長】庄内総合高校については、どのようになっているか。 

【事務局】定員 120 名のところに新入生が 82 名となり、少し残念には思っているが、存続が確定した

ことで一定の成果があったものと捉えている。平成 34 年度から通信制、定時制、総合学科とな

り、施設的にも整備されると確認している。町からの支援内容は見直しを図りながら継続する。

これまでに入学時助成、通学費助成、資格取得など支援を拡充してきた。 

【会 長】町としては、高校と連携して地域との間に入り、高校の魅力発信に協力していくということ

と理解する。 

【委 員】滞在型観光地域づくりについて、新たに宿泊施設は必要かと思う。既存の宿泊施設によいも

のが多くあるので、そこまでは必要ないのではないか。 

【委 員】響ホールに来たお客様も、町内の飲食店や宿泊施設へと繋ぐまでには至っていない。もっと

もっと発信していかなければならない。 

【委 員】響ホールのホームページには、貸館の案内だけが記載されているので、観光客から見たら魅

力のないものとなっている。観光協会のホームページに先日やっと響ホールのイベントが掲載さ

れた程度である。響ホールのプログラムを観光イベントの一つと捉え、外に発信していくことが

大事だ。今回は、酒蔵とイグゼあまるめと協力して実施されたことが評価される。今あるものを

横に繋げて連携が実現したという、画期的な企画であった。 

【会 長】いただいたご意見をもとにまとめていきたい。 
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５ その他 

・報酬、費用弁償の支払は 4 月 15 日を予定しているので了承いただきたい。 

 

６ 閉 会 情報発信課長                            （21:00） 


