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はじめに 

先進国における高齢化や人口減少の問題は、今世紀に入る前から数多くの専門家より指摘

されておりました。我が国においてもこれらの社会現象は確実に進んできており、今や少子・

高齢化対策は国を挙げての緊急課題となっております。 

このような「待ったなし」の状況の中、政府は昨年の11月に「まち・ひと・しごと創生法」

を制定するとともに、翌月には国と地方が総力を挙げて地方創生・人口減少克服に取り組む

上での指針となる「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、地方創生のために今後５か

年の目標や基本的方向、具体的な施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣

議決定しました。 

これにより、すべての都道府県及び市町村が今年度中に「地方人口ビジョン」「地方版総合

戦略」の策定に努めることとされ、地域特性を生かした効果的な政策立案が求められました。 

本町においても少子化や転出過多による人口減少が続いており、高齢化率では県平均を上

回る高い水準の中、「働き場・若者・賑わい いきいきゆざの再構築」をまちづくりのキーワ

ードに多くの施策を打ち出してきましたが、ようやくその成果が見え出してきたところであ

ります。 

この成果を持続させながら、加速し続ける人口減少に歯止めをかけるべく、ここに「遊佐

町総合戦略」を策定し、町民の皆様と一丸となって本町の地方創生を推進していくものであ

ります。 
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Ⅰ 総合戦略策定の基本的な考え方 

１ 目的 

日本全体の問題となっている少子高齢化の流れの中で、地方においては働き手・担い手であ

る若者の減少や地域の賑わいの喪失などの問題が顕著となっています。そのため、各自治体が

定住促進を図り人口減少に歯止めをかけることは共通の大きな課題と言えます。 

地方分権から地方間競争に突入しているこの時代において定住促進を図るためには、本町が

人々から「選ばれる」必要があります。「選ばれるまち」づくりを進めるには、本町が置かれ

ている現状を十分に把握し、現状に合った独自の推進施策を展開すること、そして本町が持つ

個性や強みを明確にすることが重要となってきます。 

つまりは、本町の地理的・経済的な特徴を活かしつつ、若者をはじめ移住者の受け入れ姿勢

を前面に打ち出し、誰もが訪れたいと思う魅力あるまちにするために、そして、遊佐町全体が

元気になるよう、生き残りをかけた地域創生に取り組んでいくものです。国や県においても、

人口減少対策に取り組む地方創生元年との位置付けで、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定します。本町もこの総合戦略を策定し、人口減少克服と地方創生に取り組んでいきます。 

 

２ 国・県及び自治体との連携 

国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方や政策５原則等を基に、

本町における人口減少と地域経済縮小の克服、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立をめ

ざします。また「やまがた創生総合戦略」の施策と連携しながら、人口減少の克服に向けた関

連施策を推進します。 

一方、人口減少社会への対応としては、医療・福祉・交通網の整備など必要な生活機能を確

保し、活力ある社会経済を維持するためにも、自治体同士が補完しあい、連携していくことが

重要となります。 

 

３ 計画期間 

平成27年度から平成31年度までの５ヶ年の計画とします。 

 

４ 遊佐町総合発展計画等との関係 

総合戦略は、喫緊の課題である人口減少問題に対応し、地方創生を成し遂げていくため、国

の示す「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」における地方創生の深化に向けた政策四分

野「①地方に仕事をつくり、安心して働けるようにする」「②地方への新しいひとの流れをつ

くる」「③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「④時代に合った地域をつくり、

安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する」に基づき、各種の個別計画との整合を

図りながら、分野横断的に取り組む「戦略的ビジョン」として位置づけ、今後、５年間の取り
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組みについてまとめたものです。 

また、社会経済情勢や町民ニーズへ的確かつ柔軟な対応ができるよう、「遊佐町新総合発展

計画（第７次遊佐町振興計画）後期基本計画（平成23年度～平成28年度）」との整合を取り

ながら、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

５ 政策の目標設定と政策検証の枠組み 

町が示した政策四分野ごとに５年後の基本目標を設定します。その際、基本目標は、実現す

べき成果に係る数値目標とします。また、政策分野ごとに講ずべき施策の基本方向と具体的な

施策を記載し、各施策の効果を客観的に検証できる指標（重要業績評価指標（ＫＰＩ）Key 

Performance Indicators）を設定します。 

政策の基本目標・施策の指標は、基本戦略ごとの指標項目と施策ごとの指標項目を用いるこ

ととし、５年後の目標数値を設定します。 

 

６ 計画のフォローアップ 

総合戦略を推進するためには、庁内の組織体制を強化するとともに、町民をはじめ、産業界、

行政機関、教育機関、金融機関等の様々な立場から参画いただき、地域一丸となって、総合戦

略の推進に取り組みます。 

また、総合戦略の進捗管理等は、外部有識者等で構成する「遊佐町地方創生推進会議」で毎

年度行うものとし、評価・検証内容に応じ総合戦略の見直しを検討します。 

なお、総合戦略の進捗状況や実績等については、次期総合発展計画「第８次遊佐町振興計画

（平成29年度～平成38年度）」の策定作業等にも反映させていきます。 
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Ⅱ 政策分野と基本目標の設定 

遊佐町はこれまでも社会の変化に遅れることなく、「ゆざ２１ハピネスプラン」の政策大綱に

基づき各種の施策を推進してきましたが、少子高齢化の進展に加えて若年者の転出等の人口減

少が加速しています。一方、芸術、文化、スポーツの場の充実、自然とのふれあいの機会の創

出など、地域特性を活かした魅力あるまちづくりに取り組むことが求められています。 

これを受けて、様々な分野で人口減少に歯止めをかけるためには、今後もあらゆる分野でこ

れまで以上に施策を強化していかなければなりませんが、特に今後５年間を見据えた総合戦略

では、「雇用の創出」「移住定住の促進」「子育て環境の充実」「安全安心なまちづくり」を重点

目標に据えてさまざまな施策を実施します。 

 

１ これから展開する政策パッケージの柱 

国、県の総合戦略を勘案した上で、「総合計画」に基づき施策を展開してきた当町の事情を

考慮し、４つの政策分野を設定します。 

 

政策分野Ⅰ 働き場をつくり、雇用の拡大と安定化をはかる 

農水産物の地域ブランド化と高付加価値を可能にする加工技術の向上をめざすとともに、

豊富な観光資源を最大限に活かし、安定した雇用を創出する。 

企業誘致や企業支援を多面的に行い、新たな雇用の誘発に努める。 

 

政策分野Ⅱ ＩＪＵターンによる移住者を応援し、賑わいのあるまちづくりを

めざす 

遊佐の良さを広く情報発信し、空き家等を有効活用した移住者支援の充実をはかるとと

もに、若年層の回帰支援を積極的に行う。 

 

政策分野Ⅲ 若者の定住を支援し、安心して子どもを産み育てられる環境をつ

くる 

結婚、出産、育児の側面的なサポートを行うため、相談体制の充実をはかる。 

働く女性を応援するとともに、男女が共に助け合いながら、子育てから介護まで、仕事

との両立ができる環境を整備する。 

 

政策分野Ⅳ 町民のくらしを守り、町民が主役のまちづくりと広域連携をめざす 

安全安心な町民生活を守るとともに、相互に支え合う地域社会の創生をめざす。 

町民自らが積極的に町政参加できるよう、広報広聴機能を充実させ、他市町との連携に

よる行政サービス等の向上をめざす。 
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２ 政策パッケージの体系図 

本町では人口減少に歯止めをかけるために、今後５年間で実施する総合戦略に関する政策パ

ッケージの体系図を示しました。 

 

≪遊佐町の政策パッケージの体系図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 地域資源を生かした雇用の創出と後継者育成 

施策２ 企業誘致活動の推進と既存企業への新規雇用支援 

施策1 空き家の活用による移住者支援とアフターケアの充実 

施策２ 遊佐が好きになる、住みたくなる情報の発信と回帰支援 

施策３ 青少年の社会参加と地元高等学校への就学を支援 

政策分野Ⅱ ＩＪＵターンによる移住者を応援し、賑わいのあるまちづくりをめざす 

政策分野Ⅰ 働き場をつくり、雇用の拡大と安定化をはかる 

施策２ 生活弱者への支援や高まる高齢化率への対応 

施策４ 高速交通網を活用した地域の拠点づくりと広域連携の推進 

政策分野Ⅲ 若者の定住を支援し、安心して子どもを産み育てられる環境をつくる 

施策１ 出産・子育てにおける切れ目のない環境整備 

施策２ 同級会などへの積極的な支援と若者対象事業の充実 

施策3 男女共同参画の推進と女性が活躍する場づくり 

政策分野Ⅳ 町民のくらしを守り、町民が主役のまちづくりと広域連携をめざす 

施策１ 特定空き家対策の充実や地域防災力の向上 

施策３ 自主的な町民参加によるまちづくりの推進 

施策５ 定住自立圏構想の推進による中心市等との連携強化 

施策6 持続可能な社会と地域の発展をめざす連携と共同の推進 
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Ⅲ 政策パッケージの展開 

遊佐町人口ビジョンにおける本町のこれまでの人口の推移や将来推計を見ると、出生率の低

迷や転出者の多さが目立ち、特に高校卒業を機に転出する傾向が町の人口減少に大きな影響を

与えていると考えられます。 

これに対する遊佐町総人口の将来展望は、自然動態においては人口の置換水準である2.1ま

で上昇させ、社会動態においては移動による減少を解消させながら、若年層比率の底上げを図

ることを目標としています。 

そのためには、本町が設定した４つの政策分野における目標数値を常に念頭に置きながら、

各施策における課題解決に向け、推進事業の一つひとつを着実に実行することが求められます。 

また、これら各事業においては、設定した成果目標（ＫＰＩ）の達成度合いが最も重要視さ

れ、その積み上げが各政策分野における目標数値の達成につながるということを強く意識して

いかなければなりません。 

政策パッケージの展開にあたっては、以上の点に留意しながら、各事業に取り組んでまいり

ます。 
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政策分野Ⅰ 働き場をつくり、雇用の拡大と安定化をはかる 

基本目標 

雇用創出数：５年間で137人 

 

講ずべき施策に関する基本方向 

施策１ 地域資源を生かした雇用の創出と後継者育成 

東北随一の雄姿を誇る鳥海山を有するわが町の豊かな自然や特色ある文化、風土を活用

し、魅力ある観光地づくりと観光事業の充実、また、農水産業や中小企業をはじめとする

後継者の人材確保、新規就農や起業活動に対する支援を行い、関係団体と連携しながら、

新たな雇用を創り出していきます。 

農水産物の高付加価値を実現するため、加工施設の整備や加工技術の向上をはかりなが

ら、ブランド力の強い商品開発と安定供給可能な体制を整備し販路の拡大をめざします。 

 

施策２ 企業誘致活動の推進と既存企業への新規雇用支援 

土地の有効活用により、再生可能エネルギー関連事業等、広範な分野での企業進出を促

すとともに、地方の良さを生かしながら、ねばり強い企業誘致活動を行います。 

既存企業の経営安定化を支援するとともに、事業規模の拡大や新たな設備投資に対する

支援を行い、新たな雇用の創出をめざします。 
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施策Ⅰ-１ 地域資源を生かした雇用の創出と後継者育成 

 

現状と課題等 

・農林水産業への就業者不足による生産活動の低迷 

・加工、販売を行う機会や技術、人材の不足 

・各種メディアを活用したＰＲなどの情報発信が不足 

 

必要な対応策 

・青年就業希望者を集めて育成する環境の整備 

・町内企業の新規分野への進出と地域求職者の就業促進 

・特産品の開発、増産及び販路拡大のためのイベント等の実施 

・町内商工業に対する新たな需要喚起 

 

推進事業 

事業① チャレンジファーム研修生受入等支援事業 
先行・新規 

担当課 産業課農業振興係 

農林水産業を生業として移住等希望者に対し、研修に要する費用を助成し、2年間の研修期間中
の居住支援を行う。 
そのための空き家リフォーム補助金の支出により、受入れ研修生の住環境を整備する。 

 

 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

チャレンジファーム 
空き家リフォーム軒数 

 － (H27) １軒 

チャレンジファーム 
受入研修生の定住者人数 

 － (H28～H31)  ６人 

雇用創出対策助成事業による 
雇用人数 

(H26) 2人 (H27～H31) 20人 

観光入込客数 (H26) 3,654千人 (H31) 4,000千人 
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事業② 実践型地域雇用創造事業 
 

担当課 産業課産業創造係 

○雇用拡大メニュー 
・事業の拡大を目指す企業や新規創業希望者向けの各種セミナーを実施する 

○人材育成メニュー 
・事業者が必要とする人材を育成することを目的として、地域求職者向けの各種セミナーを実
施する 

○就職促進メニュー 
・雇用拡大メニューを受講した事業者と人材育成メニュー受講者をマッチングさせる場をつく
る 

○雇用創出実践メニュー 
・地域資源を活かした農水産加工品や観光商品などの新商品を開発する 

 

事業③ 創業支援センター事業 
 

担当課 産業課産業創造係 

○まるっと鳥海東京プレゼン 
・地場産品の販路拡大のため首都圏でのイベント実施 

○遊佐ノ市 
・地場産品の販路拡大のため首都圏でのアンテナショップの開設 

○優良特産品販路拡大事業 
・優良特産品の認定によるブランド化、商談会参加、商品パッケージ作成等に対する支援 

 

事業④ 雇用対策事業 
新規 

担当課 産業課産業創造係 

○雇用創出対策助成事業 
・ハローワーク酒田管内の雇用保険適用事業所の事業主が、事業主都合により離職した町民を
雇用し、1年間継続雇用した場合、一人あたり50万円（事業所の新・増設を伴う雇用の場合
は一人あたり60万円）を助成 

○就業資格取得支援事業（新規） 
・求職者が就職に繋がるような資格を取得する場合に、その費用の一部を支援する 

 

事業⑤ あわび陸上養殖事業 
新規 

担当課 産業課水産林業係 

漁村センター敷地内において、あわび陸上養殖施設の整備を行い、生産されるあわびを用いて
特産品の開発や新たな雇用の創出につなげる。 

 

事業⑥ さけふ化場増設更新事業 
 

担当課 産業課水産林業係 

サケふ化飼育施設整備、サケ試験飼育、先進地飼育技術を導入し放流数を100万尾増やす。 
また、北海道オホーツク沿岸で捕獲される「めじか」の故郷としての、広域的な連携による地

域特産品を開発する。 
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事業⑦ 観光イベント実施事業 
 

担当課 企画課観光物産係 

・春山開き、夕日まつり、神鹿角切祭、鮭のつかみどり、二ノ滝氷柱トレッキング、鱈ふくま
つり、鳥海山高山植物山行 

 

事業⑧ ふるさと納税推進事業 

 

担当課 
企画課 

まちづくり支援係 

・寄付件数、寄付金額の増加のためのふるさと納税推進事業の拡大 
・ふるさと納税推進事業の積極的な広報により、町及び町の特産品のイメージアップを図る 
・個性的で魅力ある返礼品の発信により、協力事業所の経営支援を図る 

 

事業⑨ 持家住宅リフォーム支援金事業 
 

担当課 地域生活課管理係 

町内における住宅リフォーム工事の需要を喚起し、町民の住環境の改善と町内地域経済の活性
化及び雇用の維持拡大を図る。 
・町内業者に住宅等のリフォームを発注する者に対し、対象工事費の10％（上限100万円） 
を支給 
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施策Ⅰ-２ 企業誘致活動の推進と既存企業への新規雇用支援 

 

現状と課題等 

・高速交通網の整備が遅れているなど工業団地等の立地条件が整わず企業誘致が進まない 

・中小企業の経営環境が厳しく設備投資が助長されないため、雇用が増えない 

 

必要な対応策 

・粘り強い企業誘致活動と企業進出のための支援体制の拡大 

・規模拡大や雇用拡大を行う企業に対する支援 

 

推進事業 

事業① 企業誘致推進事業 
 

担当課 産業課産業創造係 

○企業奨励条例奨励金事業 
・工場等の新・増設、機械設備等を新増設した場合で、各種要件を満たす場合に、固定資産税
相当額を５ヶ年交付 

○企業立地促進条例用地取得助成事業 
・製造業等の事業で、準工業地域、工業地域等に用地を取得し、各種要件を満たす場合、用地
取得価格の30％助成（ただし、限度額3,000万円） 

○産業立地促進資金貸付金事業 
・対象は鳥海南工業団地に立地しようとする中小企業で、本町産業の高度化に資することが期
待できるもの（各種要件有） 

・運転資金・設備資金で限度額は対象経費の100％以内（限度額５億円）、貸付期間15年以内、
貸付利率年0.9% 

○ビジネスネットワーク事業 
・ビジネス情報の収集、ビジネス研修会、ビジネス大使意見交換会等を通じ、企業訪問、企業
対応を行う 

 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

企業誘致推進事業による 
雇用の拡大 

(H26) 0人 (H27～H31) ３0人 

商工業振興事業による 
雇用の拡大 

(H26) 0人 (H27～H31) 20人 
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事業② 商工業振興事業 
 

担当課 産業課産業創造係 

○中小企業設備投資支援事業 
・工場等の新・増設、機械設備等の設置に対し助成 
①投下固定資産総額3,000万円以上・新規雇用３名以上→経費の20％、上限2,000万円 
②投下固定資産総額1,000万円以上3,000万円未満→100万円 

○工業用水道料金支援事業 
・鳥海南工業団地において、工場等で使用する工業用水道の料金に対し使用料の20％を補助 

上限500千円／月 期間：５年間 
○中小企業技術者養成研修補助事業 
・研修会を開催又は従業員を研修に参加させる場合、講師の謝礼及び交通費等、研修参加は対
象経費の受講料、交通費、宿泊費の一部を補助する 

○企業現況調査事業（新規） 
・町内企業を定期的に調査、データベース化し、雇用拡大及び商工業振興に向けた支援策を検
討する 

○産業活性化対策事業（負担金） 
・遊佐町商工会が実施する補助事業等（創業・空き店舗活用・買い者弱者支援・小規模事業者
利子補給・共同販売等）に対して、負担金として交付する 
総額7,000千円（H27予算） 
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政策分野Ⅱ ＩＪＵターンによる移住者を応援し、賑わいのあ

るまちづくりをめざす 

基本目標 

転入者数：５年間で20人増加 

転出者数：５年間で20人減少 

 

講ずべき施策に関する基本方向 

施策１ 空き家の活用による移住者支援とアフターケアの充実 

移住相談体制を充実させ、希望する居住スタイルに合った支援を行うとともに、移住者

の３年定住を応援します。 

空き家バンクへの登録を促進し、民間との連携による空き家の利活用を推し進めます。 

 

施策２ 遊佐が好きになる、住みたくなる情報の発信と回帰支援 

「水」、「食」、「景観」をキーワードに町の良さを全国発信し、来たくなる町、住み

たくなる町をめざします。 

進学した若年層のＵターンを促すとともに、地元就職希望者には就業情報を提供するな

ど、若者への回帰支援を積極的に行います。 

 

施策３ 青少年の社会参加と地元高等学校への就学を支援 

遊佐高校への進学や就学を支援するとともに、生徒が地域の一員として社会参加できる

よう、町内行事やボランティアへの積極的な参加を支援していきます。 

また、児童、生徒の教育旅行の誘致やスポーツ等を介した少年、青年期の交流活動を支

援し、第２のふるさと化をめざします。 
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施策Ⅱ-１ 空き家の活用による移住者支援とアフターケアの充実 

 

現状と課題等 

・空き家が増え地域活性化が進まない一方、移住希望者からの空き家に対する問い合わせ 

が増加 

・空き家活用のためのリフォームや家財道具の処分費用が課題 

・移住者に対するアフターケアの体制が不十分 

 

必要な対応策 

・空き家の登録制と活用のための諸費用の支援 

・関係団体との連携による移住者に対するアフターケアの充実 

・子育て世代や若者の移住促進と定住化の推進 

 

推進事業 

事業① 空き家相続手続き推進事業 
新規 

担当課 企画課定住促進係 

・司法書士への無料相談（１時間） 
・先々代からの相続に係る経費に対し1/2補助（上限20万円） 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

空き家バンク登録軒数 (H26) 14軒 (H31) 30軒 

空き家を活用した移住者 (H26) 24人 (H31)  40人 

空き家を活用した移住者の 
定住率 

(H26) 62％ (H31) 100％ 

移住奨励金支給対象人数 
（新規対象者） 

(H26) 31人 (H31) 35人 
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事業② 空き家利活用促進事業 
先行 

担当課 企画課定住促進係 

○空き家情報活用システム事業 
・町に登録した空き家の外観写真、間取り、位置図をHPに掲載し公表 
・利用登録者と空き家所有者との連絡調整 

○定住住宅空き家利活用事業 
・町が空き家を10年間借上げ、リフォーム後に移住者等に貸出す 
・空き家1棟につき、350万円を上限に修繕を施す 

○空き家利活用促進事業 
・空き家バンクに登録された空き家に残存する家財道具処分等に係る費用に対し補助金の交付
を行う 

・処分等費用の1/2（上限20万円） 
○移住空き家利活用支援事業 
・空家バンクに登録された空き家を購入・賃借して改修した場合、改修工事費用の一部を補助 
・若者世帯+県外者 購入1/2（上限30万円） 賃貸1/3（上限20万円） 
・若者又は県外者 購入1/3（上限20万円） 賃貸1/4（上限15万円） 
・上記以外 購入1/4（上限15万円） 賃貸1/6（上限10万円） 

 

事業③ 集落支援員活用事業 
先行 

担当課 企画課定住促進係 

移住・定住の促進を図るため、移住者目線での相談対応や集落情報の提供、良質な空き家の発
掘を行う。 
・集落の巡回、点検及び課題整理、移住希望者と集落との話し合いの調整 
・移住定住者へのアフターフォロー 

 

事業④ 移住世帯上水道使用料補助金交付事業 
新規 

担当課 企画課定住促進係 

・移住してから3年間、上水道使用料に対し、酒田市並みの水道料金になるよう、費用に対し
補助金の交付を行う 

 

事業⑤ 子育て世帯移住促進事業 

先行 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・義務教育課程までの児童がいる世帯への移住奨励金支給 
対象児童一人につき１万円/月（36か月分） 

 

事業⑥ 地域おこし協力隊推進事業 
 

担当課 企画課企画係 

・隊員による地域協力活動等を推進し、町内への定住・定着を支援する 
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施策Ⅱ-２ 遊佐が好きになる、住みたくなる情報の発信と回帰支援 

 

現状と課題等 

・町の良さ（空気・水・食・景色・心情）や住みやすさ（生活弱者対策・災害対策・子育て

支援等）に対する全国的な認知度の不足 

・ＩＪＵターン希望者への効果的な情報提供が必要 

・進学や就職により県外転出した若者の回帰率が低迷 

 

必要な対応策 

・遊佐町を応援してくれる遊佐ファンの増加とネットワークの活用 

・関係団体との連携による移住希望者に対する相談窓口の一元化 

・Ｕターン希望者への求人情報の提供や求職活動への支援 

 

推進事業 

事業① ＩＪＵターン就職支援事業 
新規 

担当課 産業課産業創造係 

○ＩＪＵターン定着促進事業 
・県外在住者が、県等が実施する就職ガイダンスへ参加する際の交通費を支給（要件、支給額
等の詳細は未定） 

○ＩＪＵターン定着激励金事業 
・県外在住者が、町内に転入し町内の事業所に正規雇用された人に激励金を支給（要件、支給
額等の詳細は未定） 

○ＩＪＵターン雇用奨励金事業 
・上記該当者を雇用した事業所に雇用奨励金を支給（要件、支給額等の詳細は未定） 

 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

ＩＪＵターン就職支援事業 
による定住者 

 － (H28～H31)  10人／年 

移住相談世帯数  － (H27～H31) 20世帯／年 
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事業② Ｕターン促進事業 
新規 

担当課 企画課定住促進係 

○Ｕターン情報収集事業 
・中学生から大学まで定期的なアンケート調査を行う 
・遊佐を離れてからは町の情報（ひと、まち、しごと）をこまめに提供 

○在京遊人会Ｕターン促進事業 
・遊佐町出身者で構成される在京遊人会が、関東で定期的に「在京遊人会」を開催 
・遊佐町について懇談し、新たなＩＪＵターン促進施策につなげる 

 

事業③ 移住・交流推進事業 
先行 

担当課 企画課定住促進係 

移住・定住の促進を図るため、移住相談総合窓口の一元化、移住・交流に関する情報収集や体
験ツアー等を実施する。 
・移住者相談、移住交流体験ツアーの実施 
・ＨＰ管理等、移住定住パンフレット作成等 

 

事業④ ふるさと町民、準町民制度 
新規 

担当課 企画課観光物産係 

・遊佐町の認知度、交流人口の拡大を図るため、登録者への登録証の交付、サービスの提供を
行う（ただし、町民を除く） 

 

 

事業⑤ ふるさと町民紹介事業 
新規 

担当課 企画課企画係 

・現在の活躍の様子や考え、外から見た遊佐などを取材して掲載する 
・掲載者は町や町民とのつながりが生まれ、Ｕターンの促進につながる 
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施策Ⅱ-３ 青少年の社会参加と地元高等学校への就学を支援 

 

現状と課題等 

・県立遊佐高校への入学者数減少に伴う学級数の削減 

・在校生の減少に伴う地域活性化への影響 

・若者の地元定着拠点校としての役割の存続 

 

必要な対応策 

・少年町長・少年議員公選事業の継続と充実 

・地元定住をめざす生徒への就学支援 

・地元就職のためのキャリアアップ支援 

 

推進事業 

事業① 少年町長・少年議会公選事業 
 

担当課 教育課社会教育係 

・町内在住の中高生、遊佐高校在学生を有権者として立候補者を募り、選挙にて少年町長、少
年議員を選出 

・少年町長、少年議員は、中高生の意見を町行政に届けるとともに、自分達の政策を立案し、
その実現を図る 

・政策予算 45万円（少年町長・少年議員が独自運用できる予算） 

 

事業② 遊佐高校就学支援事業 
 

担当課 教育課総務学事係 

・入学予定者に就学支援金を給付する 
・一人あたり７万円 定員数（40人）が上限 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

遊佐高校通学支援を受けた生徒数   － (H27～H31) ６人／年 

遊佐高校キャリアアップ支援を受
け卒業後も定住を決めた生徒数 

 － (H27～H31)  10人／年 
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事業③ 遊佐高校通学支援事業 
先行・新規 

担当課 教育課総務学事係 

「遊佐高校支援の会」に対し、遊佐高校通学支援事業費補助金を交付する。 
・公共交通機関の無い地域からの乗合タクシーの借上げ運行 

 

事業④ 遊佐高校キャリアアップ支援事業 
先行 

担当課 教育課総務学事係 

町内定住を望む本校の生徒を対象とした資格取得等キャリアアップのための支援事業を援助
し、地元就職をめざした人材育成と定住化を図る。 
・３年生の普通自動車運転免許取得を支援する（一人あたり６万円） 
・介護ヘルパー資格研修受講者に支援金を給付する（一人あたり25,000円） 
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政策分野Ⅲ 若者の定住を支援し、安心して子どもを産み育て

られる環境をつくる 

基本目標 

出生数：５年間で350人 

 

講ずべき施策に関する基本方向 

施策１ 出産・子育てにおける切れ目のない環境整備 

安心して子どもを産み育てられる環境を整えるため、妊婦健診や母子保健事業を充実さ

せるとともに、子育て医療費の無料化を継続するなど子育て支援を強力に推進し、子育て

に選ばれる町をめざします。 

充実した結婚生活と楽しい子育て環境を提供すべく、若者向け町営住宅の整備や住宅建

設、リフォーム等の支援を行います。 

子どもたちの笑い声がいつも聞こえ響く町をめざし、遊び場の整備など保育設備の充実

に努めます。 

また、子育て相談や教育相談体制を充実させるとともに、特別な支援や自立支援を必要

とする児童、生徒に対する支援や環境整備に努めます。 

 

施策２ 同級会などへの積極的な支援と若者対象事業の充実 

若者の出会いの場創出を積極的に支援し、特色ある、しかも気軽に参加できる婚活サポ

ート事業を官民が連携して開催します。 

 

施策３ 男女共同参画の推進と女性が活躍する場づくり 

家庭における男女協働の意識を高め、「家事も育児もフィフティ・フィフティ」の町を

めざします。 

職場や地域においても、男女共同参画による地域づくり、まちづくりをめざします。 
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施策Ⅲ-１ 出産・子育てにおける切れ目のない環境整備 

 

現状と課題等 

・就職や結婚を機に町外へ住宅を求めて転出する傾向が見られる 

・公園の遊具等の老朽化や子育て施設の充実が課題 

・不妊治療や子どもの医療費、保育料等への経済的負担が大きい 

 

必要な対応策 

・若者向けの町営住宅の整備や民間アパート建設の促進 

・定住のための住宅建築やリフォーム等への支援 

・子どもが安全に遊ぶことができる施設の計画的な整備 

・妊娠、出産、子育てに係る経費負担への支援やサービスの充実 

 

推進事業 

事業① 定住住宅建設整備支援事業 
 

担当課 地域生活課管理係 

○定住住宅新築支援金 
・町内に専用・併用住宅を新築する者 
・対象工事費の10％（上限100万円） 
ただし、40歳未満・転入者に対しては上限120万円 

○定住住宅取得支援金 
・町内の建売・中古住宅を購入し定住する者 
・対象取得費の10％（上限100万円） 
ただし、40歳未満・転入者に対しては上限120万円 

○定住賃貸住宅新築支援金 
・町内に賃貸住宅を建設する者 
・1戸当たり120万円（上限1,000万円） 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

定住住宅新築支援金による 
定住者 

(H26) 
29世帯 

105人 
(H27～H31) 

125世帯

420人 

特定不妊治療費助成上限額 (H27) 50,000円／回 (H28) 100,000円／回 

年間出生数 (H26) 62人 (H31) 75人 
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事業② 若者住宅建設事業 
 

担当課 地域生活課管理係 

・若者夫婦世帯に特化した町営の住宅を建設 

 

事業③ 都市公園等再整備事業 
 

担当課 地域生活課管理係 

○都市公園等再整備事業 
・都市公園、河川公園の再整備において子どもの遊び場として遊具などの施設整備を行う 

○公園遊具等設置補助事業 
・自治会管理の公園における遊具・花壇・その他施設の設置又は補修に係る経費を補助 

 

事業④ ニュータウン青葉台住宅団地分譲地 

新築助成制度 

 

担当課 企画課定住促進係 

・青葉台団地を購入し、住宅を建設し、居住した者 
・分譲地購入費の1/2相当額を助成 

 

事業⑤ 若年者健診（わかば健診） 
 

担当課 健康福祉課健康支援係 

・20～39歳までの若年者を対象に健診を実施し、健康的な生活習慣を確立するとともに、安
心して健康に生活できる環境づくりによる定住化の促進を図る 

 

事業⑥ 特定不妊治療費助成事業 
 

担当課 健康福祉課健康支援係 

・婚姻関係のある夫婦で、体外受精及び顕微鏡授精にかかる費用の一部補助（１回50,000円
を上限とする） 

・対象 山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱に基づく助成決定を受けたもの 

 

事業⑦ 子どものインフルエンザワクチン接種費用 

一部助成事業 

 

担当課 健康福祉課健康支援係 

・子どもがインフルエンザワクチンを接種する費用の一部、1回につき1,700円を助成する 
・対象は、町内に住所を有する生後６カ月から高校３年生までの者 
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事業⑧ 遊佐町医療給付事業（子育て支援医療） 

 

担当課 
健康福祉課 

国民健康保険係 

・対象者：0歳～18歳 
※0歳～9歳（小学校3年生）までの入院、外来については、医療費を1/2ずつ県と町で負担
一部負担有（所得税課税の被扶養者【ただし、一部負担金については町で負担】） 

※小学４年生～中学3年生の外来は町単独予算 
入院については、医療費の1/2ずつ県と町で負担 

※16歳～18歳の医療費無料については県内初（ゆざプレミアムサポート証） 
・所得制限無し 
・自己負担額は無し 
ただし、保険適用外は自己負担（入院時食事代等） 
※2015年4月医療証交付人数 1,682名（内、16歳～18歳 334名） 

 

事業⑨ 保育園・幼稚園等利用者負担支援事業 

新規 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・町内幼稚園・保育園の３才児以上の利用者負担額無償化 
（ただし、第3子以降は３才児未満も該当） 

 

事業⑩ ひとり親家庭の会支援事業 

 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・町内ひとり親家庭の会等に対する運営費補助を行うなど、相互の連絡と福祉の増進等を図る 

 

事業⑪ ひとり親家庭等家賃助成事業 

 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・ひとり親家庭の生活基盤の安定と自立を促進し、家庭の福祉増進を図るため、賃貸住宅等に
居住する高校生までの児童を有するひとり親家庭に対して家賃の1/4（10,000円上限）を
補助する 

 

事業⑫ 育児支援家庭訪問事業 

（エンゼルヘルパー派遣事業） 

 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・2才までの児童がいる支援を要する家庭への家事援助者の派遣 
保護者負担額 １時間あたり300円 
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事業⑬ 子どもセンター運営事業 

 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・子育て世代と児童が集い遊ぶことができる子育て支援施設の運営 
〇事業効果 
①町内子育て世代の町内活動量の増大 
（子どもセンター来館者数の増・子育て支援事業の利用拡大） 

②子育て世代交流人口の拡大 

 

事業⑭ 地域子育て支援センター事業 

 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・主に保育園・幼稚園入園前の児童・保護者を対象に各種子育て支援事業・保護者交流事業を
実施 

〇事業効果 
・ゆざっこ広場等親子参加事業 →親子の交流・育児相談による心理的負担の軽減 
・保護者による子育てサークル（すくすくクラブ）育成 →保護者同士の交流促進による育児
不安の解消 

・一時預かり事業の実施 →保護者の身体的・心理的負担の軽減 

 

事業⑮ 放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

対象児童の放課後・長期休暇中の居所環境の改善とそれに伴う保護者等の求職・就労環境の改
善を図るため、保護者が日中不在の放課後児童の遊びと生活の場を整備する。 

 

事業⑯ ゆざっ子誕生祝金事業 

先行 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・第１子・第２子出生時に５万円、第３子以降の出生時に10万円を対象世帯に支給 
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施策Ⅲ-２ 同級会などへの積極的な支援と若者対象事業の充実 

 

現状と課題等 

・出逢いの場が少なく未婚率が高い 

・結婚に対する若者の認識が多様化してきている 

 

必要な対応策 

・新たな婚活イベントよりも既存事業を拡大して自然な出逢いを支援 

・若者と行政のつながりを重視し、責任感を持った社会参加を促す 

 

推進事業 

事業① 結婚支援推進事業 
先行 

担当課 企画課定住促進係 

○結婚支援推進員、結婚支援推進員成婚謝礼事業 
・ながどクラブ登録者に1対1のお見合いを設定 
・異業種交流会を開催し、出会いの場を創出する 

○結婚祝い金事業 
・町内への定住の意思のある40歳未満の夫婦に対し、3万円を助成する 

○若者交流事業 
・出会いの場となる婚活イベントの開催 
・40歳未満の同窓会を支援し、ふる里やUターンについて考えるきっかけを提供する 

 

事業② 三十路成人式支援事業 

 

担当課 
企画課 

まちづくり支援係 

○活動機会の創出 
・三十路成人式の開催を支援し、出逢いの場や若者が交流しやすい環境を整備する 

○地域性豊かな人づくり・まちづくり 
・遊佐町民同窓会「遊人会」を支援し、若者が活躍できる仕組みをつくる 
・町に関心を持ち、町政に積極的に参加する人材の育成と、郷土を愛する意識の醸成を図る 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

成婚定住者数 (H26) 24組／年 (H31) 30組／年 

三十路成人式参加率 (H26) 21.6％ (H31)  40％ 
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事業③ ご当地婚姻届等作成事業 
新規 

担当課 町民課町民係 

遊佐町版婚姻届用紙が提供されることで、婚姻届提出が一つのセレモニーとなり、気運が高め
られる。また、提出時に、遊佐町に住み、ここで子どもを育てたいという気持ちの醸成につなが
ることで、少子化等の問題解決につなげる。 
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施策Ⅲ-３ 男女共同参画の推進と女性が活躍する場づくり 

 

現状と課題等 

・委員会や審議会における男女構成比率に大きな偏りがある 

・社会や家庭での男女平等の意識啓発が不足気味である 

 

必要な対応策 

・行政団体や地域社会における女性登用の意識啓発や学習機会の充実 

 

推進事業 

事業① 男女共同参画社会推進事業 

 

担当課 
企画課 

まちづくり支援係 

○啓発・学習の充実 
・女性団体への活動支援 
・男性の意識啓発のための学習機会の充実 

○女性の参画機会の拡充 
・町が委嘱する委員等への女性の登用を推進し、地域や町内企業への普及活動を進める 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

審議会等（地方自治法第202
条の3）の女性委員比率 

(H26) 25.5％ (H31) 30％ 

委員会等（地方自治法第180
条の5）の女性委員比率 

(H26) 13.3％ (H31) 20％ 
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政策分野Ⅳ 町民のくらしを守り、町民が主役のまちづくりと

広域連携をめざす 

基本目標 

県及び他市町村との連携による新規事業数：５年間で５事業 

 

講ずべき施策に関する基本方向 

施策１ 特定空き家対策の充実や地域防災力の向上 

安心と潤いのある町をめざし、老朽化が進む特定空き家の対策を強化するなど、町民の

生活環境の向上をはかっていきます。 

また、安全で利便性の高い町をめざし、災害に強いまちづくりと社会インフラの整備に

努めてまいります。 

 

施策２ 生活弱者への支援や高まる高齢化率への対応 

生きがいを持って暮らし続けることのできる町をめざし、高齢者の持つ知識、経験を地

域貢献に活かすとともに、健康年齢の高水準化をはかります。 

更に、障がい者の地域参加を支援し就労促進に努めます。 

 

施策３ 自主的な町民参加によるまちづくりの推進 

町民自らの参画によるコミュニティ事業を支援していきます。 

また、町民との対話重視の町政をめざすべく、意見、要望を聞く場、住民説明の場を持

ちながら、町民目線でのまちづくりを実現していきます。 

 

施策４ 高速交通網を活用した地域の拠点づくりと広域連携の推進 

高速道路の早期開通や高速鉄道網の庄内延伸を広域的な地域連携のもとに進めていくと

ともに、インターチェンジを利用した新しい道の駅構想の具現化をはかります。 

 

施策５ 定住自立圏構想の推進による中心市等との連携強化 

庄内北部における定住自立圏構想の連携事業の更なる拡充をめざし、中心市等との連携

をはかりながら圏域住民へのサービス向上をはかります。 

 

施策６ 持続可能な社会と地域の発展をめざす連携と共同の推進 

持続的食料生産を維持発展させ、食料生産と消費の関係にとどまらず、日本農業の生産

構造の改革を通じて、私たちのくらしの維持向上をめざします。 
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施策Ⅳ-１ 特定空き家対策の充実や地域防災力の向上 

 

現状と課題等 

・倒壊の危険性がある特定空き家が増えており、隣地等への被害が懸念される 

・消防団員の確保が難しく、地域消防力が低下しつつある 

 

必要な対応策 

・特定空き家の情報収集と解体困難事例への援助 

・消防団員確保のための啓蒙活動と設備や装備品充実等による待遇改善 

 

推進事業 

事業① 特定空き家解体助成事業 
新規 

担当課 総務課危機管理係 

・特定空き家の解体の際、解体費の一部を補助する 
※1件あたり補助上限を100万円と仮定 

 

事業② 消防団活性化事業 
 

担当課 総務課危機管理係 

○消防団協力事業所表示制度 
・消防団活動に対し、協力・配慮のある事業所に対する認定証の交付 
・協力店を募り、団員（及びその家族）利用時に、何かしらの特典（サービス）を受けられる
ようにする 

○小型動力ポンプ付積載車整備事業 
・小型動力ポンプ付積載車（軽４輪駆動バン）の整備 
※今後班の統廃合も予想されるので、団と協議しながら計画的に配備していく 

○消防団安全装備品整備事業 
・消防団員の装備品の充実（グローブ、安全靴、トランシーバー等） 
※現場活動時の団員の安全を確保し、公務災害をゼロにすることで、安心して入団して活動
できる環境を整える 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

消防団員充足率 (H26) 97.3％ (H31) 100％ 
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施策Ⅳ-２ 生活弱者への支援や高まる高齢化率への対応 

 

現状と課題等 

・独り暮らし高齢者が増加し生活不安を抱えている 

・高齢者の外出機会が減ると身体能力も低下する傾向にある 

 

必要な対応策 

・要介護者になる前の予防対策や健康診断、保健指導の事業推進 

・高齢者等の閉じこもり防止のための外出支援 

 

推進事業 

事業① 介護予防事業 
新規 

担当課 健康福祉課健康支援係 

○高齢者体力アップ事業 
・60歳以上の自立高齢者を対象に筋力トレーニングを行い、転倒骨折の防止及び加齢による運
動機能の低下を防止する 

○通いの場創設 
・町民自らが「通いの場」の必要性を認識し、週1回誰もが集える場を自主的に運営できるよう
支援する 

・通いの場創設に合わせて、運動機能向上に効果がある百歳体操の普及啓発を行う（体力測定
も実施） 

○遊佐町健康マイレージ事業（新規） 
・町であらかじめ指定する健康づくりに関する取り組みに参加した場合や、あらかじめ指定す
る健康増進に関する要件を満たした場合にポイントを付与し、一定のポイントに達した住民
に県内のやまがた健康づくり協力店でサービスや特典を受けられる「やまがた健康づくり応
援カード」と町単独の特典を付与する 

 

事業② 特定健康診査事業 
 

担当課 健康福祉課健康支援係 

・40～74歳までの遊佐町国民健康保険加入者を対象に健診の実施 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

特定健診受診率 (H26) 58.3％ (H31) 60％以上 



遊佐町総合戦略 

75 

 

事業③ 遊佐町福祉タクシー事業 

 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・65歳以上の自動車免許証をもっていない高齢者 
基本料金24回分のタクシー利用券を交付 

・自動車を運転できない障がい者等 
1枚600円で28回分のタクシー利用券を交付 
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施策Ⅳ-３ 自主的な町民参加によるまちづくりの推進 

 

現状と課題等 

・地域住民の活動拠点である「まちづくりセンター」の老朽化が進んでいる 

・町民が自主的に行う地域活動への更なる支援が求められている 

 

必要な対応策 

・計画に基づく「まちづくりセンター」の改築 

・町民の意見を反映した長期的視点に基づく公共財産の管理 

 

推進事業 

事業① まちづくりセンター改築事業 

 

担当課 
企画課 

まちづくり支援係 

・地域住民の活動拠点施設である、まちづくりセンターの老朽化に伴う改築 
・地区「まちづくり計画」の策定 

 

事業② まちづくり計画策定支援事業 

新規 

担当課 
企画課 

まちづくり支援係 

・住みよいまちづくりのため、地区の将来像を描き、取り組むべき目標・指標を定めた「まち
づくり計画」の策定を支援する 

 

事業③ 町民協働公園づくり支援事業 
新規 

担当課 地域生活課管理係 

・特色ある公園づくりをめざし、地元集落等の団体が地域の特色を取り入れた形で、自ら計画・
実施する団体に対して、予算の範囲内で整備にかかる実費を負担する 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

まちづくり計画策定済地区数 (H26) 2地区 (H31) 6地区 
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事業④ 公共施設等総合管理計画推進事業 
 

担当課 総務課財政係 

・公共施設の更新や統廃合のための計画を策定する 
・町民の意見を反映し、適正規模の施設を維持することによって、財政の健全化、町民サービ
スの向上につなげる 
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施策Ⅳ-４ 高速交通網を活用した地域の拠点づくりと広域連携の推進 

 

現状と課題等 

・日沿道の開通が待たれる一方、町内のインターチェンジを活用した総合拠点の整備が必要 

 

必要な対応策 

・環鳥海山エリアの連携による観光や防災の拠点づくり 

・より多くの町民を巻き込んだ産業活性化の拠点づくり 

 

推進事業 

事業① 遊佐パーキングエリアタウン整備事業 
先行・新規 

担当課 企画課企画係 

日沿道の町内開通に向け、遊佐鳥海（仮）ＩＣ付近にＰＡの建設を計画している。計画段階か
ら民間と協働し、観光・６次産業化・防災など様々な拠点を整備することで、地域の小さな拠点
のネットワーク化を図ろうとするものである。そこで、「遊佐パーキングエリアタウン計画」を策
定するため、必要な専門的調査等を実施する。 
・観光、農水産物の６次産業化、防災、再生可能エネルギーの拠点となる施設整備 

 

事業② やまがた創生総合戦略との連携  

○県境を越えて広域連携を促進 
・広域観光ルートの開発や外国人誘客拡大に向けたプロモーションの展開 
・鳥海山についての火山噴火に備えた避難計画の策定や噴火警戒レベルの設定など、警戒避難
体制の整備 

・地方への回帰・移住の推進に向けた、ふるさと知事ネットワーク13県が共同して、首都圏に
おいて、最先端技術を持つ地方企業の紹介を行うなどのＰＲ活動の展開 

・秋田県にかほ市と連携した外国人旅行者向け広域観光周遊ルートの開発 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

遊佐パーキングエリアタウン 
計画策定 

 － (H27) 策定 

遊佐パーキングエリアタウン 
雇用者数 

 － (H31)  15人 
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施策Ⅳ-５ 定住自立圏構想の推進による中心市等との連携強化 

 

現状と課題等 

・隣接する酒田市への就業依存度が高い 

・行政の効率性と住民の利便性を両立し自治体間による行政サービスの補完体制が望まれ 

ている 

 

必要な対応策 

・庄内北部定住自立圏構想の更なる推進による連携の強化 

 

推進事業 

事業① 病児・病後児保育事業（広域連携） 

 

担当課 
健康福祉課 

福祉子育て支援係 

・体調不良児童の保育 

 

事業② やまがた創生総合戦略との連携（一部再掲）  

○県内企業への就職を希望する若者への経済的支援を充実 
・産業界と連携した奨学金変換支援制度の創設 

○雪を活用して冬の観光を拡大 
・雪を活かした冬の新たなシンボルイベントの開催と冬季の各種イベント情報の発信 

○連携中枢都市圏、定住自立圏等による新たな広域連携 
・庄内産の食材の認知度向上と消費拡大に向けた「食の都庄内」や「庄内浜魚介類」のブラン
ド化の推進 

・地域の魅力の情報発信や職業体験の実施などによる地域への愛着の醸成 
○山形の魅力を活かした先導的ツアーを推進 
・山岳ツーリズムの旅行商品を造成するなど、温泉、名水、景観、酒蔵、冬の新たなシンボル
イベント等、観光資源を活かした誘客の推進 

○移住交流の促進 
・元気なシニア等の移住促進プログラムを展開 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

病児・病後児保育事業 
利用者数 

(H25)  3人 (H31) 10人 
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事業③ 庄内地域における市町間連携（一部再掲）  

○日本海に面した広域的観光圏形成（日本海きらきら羽越インバウンド推進事業） 
・外国人旅行者向けの広域観光周遊ルート形成するため、①魅力向上・受入態勢整備（多言語
案内整備・公衆無線LAN整備、外国人接遇向上）、②海外プロモーション、に取り組む 

○若者の地元就職促進に向けた取組み 
・教育機関及び民間機関等と連携し、新規高卒者及び県外への進学者、ＩＪＵターン希望者及
び保護者を対象とした地元就職への支援を行う 

○庄内地域がん死亡率低減への取組み支援事業 
・庄内地域はがんによる死亡率が県内で最も高いことから、県と庄内北部定住自立圏が連携し
て「がん医療」相談体制の整備を行い、がん検診受診率の向上を図る 

○コワーキングスペースの相互利用 
・大学の会議室や空き店舗等を活用したコワーキングスペースの活用により、在宅勤務者や起
業者等が共有しながら働くことができる共有空間の開設を推進 

○農産物のブランド化の推進 
・優良特産品の認定によりブランド化につながる加工・流通・販売分野への取組みを支援 

○グリーンツーリズムの推進 
・都市住民等を対象にした自然や環境・景観・人々との交流を推進 

○高速交通網の早期完成と利用拡大 
・日沿道の全線開通、山形新幹線の庄内延伸、羽越本線高速化、庄内空港の利用拡大 

○ふるさと休日の取組み 
・学校休業及び企業への有給休暇取得の協力依頼 
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施策Ⅳ-６ 持続可能な社会と地域の発展をめざす連携と共同の推進 

 

現状と課題等 

・国内の食料自給率の低下と放射性物質や化学物質による環境破壊 

・自然資源の地域内循環の維持、生産活動における省資源化やごみの削減、再生可能エネル

ギー資源の開発等、地域農業を中心とした生産者と消費者相互による取り組みの強化が必

要 

 

必要な対応策 

・町と生活クラブ生協及びＪＡ庄内みどりの三者による連携と共同による地域課題、生活課

題の解決をめざす「共同宣言」の事業展開 

 

推進事業 

事業① 共同宣言に基づく連携と実践 
 

担当課 企画課企画係 

○まちづくり部会 
・移住・定住促進と地域間交流、情報提供・共有のための活動 

○環境部会 
・共存の森の設置・運営と再生可能エネルギーの創出 

○農業振興部会 
・農業生産構造の改革、資源循環型農業の推進、食料自給率向上に向けた主体的生産対策、複
合経営の推進と園芸・畜産振興対策、六次産業の創出と加工施設の整備 

○定例活動 
・総会（年１回）、事務局会議（年４回） 
・先進地視察、各種講演会の実施 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標項目 基準値 目標数値 

災害時における相互協力に関
する協定書の締結 

 － (H28) 締結 



遊佐町 

82 

Ⅳ 参考資料 

１ 遊佐町地方創生推進のための組織及び運営に関する要綱 

平成 27年 6月 4日 

訓令第 10号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法（平成 26年法律第 136号）第 10条の規

定に基づき、遊佐町総合戦略（以下「総合戦略」という。）を策定し、総合戦略におい

て設定された目標の検証及び変更を行うとともに、総合戦略における施策の推進のため

の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（総合戦略の策定） 

第２条 総合戦略を策定するにあたっては、遊佐町総合発展計画のほか、総合戦略の対象

期間中における町が策定した他の計画との整合性に十分配慮しなければならない。 

２ 総合戦略の対象期間は、平成２７年度から平成３１年度までの５箇年とする。 

（遊佐町地方創生推進本部の設置） 

第３条 総合戦略の策定及び改訂について協議し、その決定を行うため、遊佐町地方創生

推進本部（以下「推進本部」という。）を置く。 

２ 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

３ 本部長は町長とし、推進本部を統括する。 

４ 副本部長は副町長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

５ 本部員は、教育長のほか、議会事務局長、各課の課長及び会計管理者とする。 

（遊佐町地方創生推進会議の設置） 

第４条 総合戦略における策定及び改訂について協議し、その検討を行うため、遊佐町地

方創生推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

２ 推進会議の委員は、次に掲げる者により構成し、町長が委嘱する。 

(1) 遊佐町振興審議会の委員 

(2) 各金融機関の支店長 

(3) 酒田青年会議所の理事長 

(4) その他町長が認めた外部有識者 

３ 推進会議の委員の任期は、平成３２年３月３１日までとし、前項第１号から第３号ま

での者にあっては、その職を交代した場合は、後任の者が引き継ぐものとする。 

４ 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。 

５ 委員長は、推進会議を統括し、会議を招集するとともに会議の議長となる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 
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（遊佐町地方創生庁内プロジェクト会議の設置） 

第５条 総合戦略における策定及び改訂について協議し、その素案作成を行うため、遊佐

町地方創生庁内プロジェクト会議（以下「プロジェクト会議」という。）を置く。 

２ プロジェクト会議の委員は、遊佐町総合発展計画策定プロジェクト会議の委員をもっ

て充てる。 

３ プロジェクト会議に座長及び座長代理を置き、委員の互選により決定する。 

４ 座長は、会議を招集するとともに会議の議長となる。 

５ 座長代理は、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（庶務） 

第６条 この要綱に関する庶務は、企画課企画係において所掌する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、総合戦略における施策の推進に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 27年 6月 4日から施行する。 

 

 

遊佐町地方創生推進本部 委員名簿 

役  職 職  名 氏  名 

本部長 町 長 時 田 博 機 

副本部長 副 町 長 本 宮 茂 樹 

本部員 教 育 長 那 須 栄 一 

本部員 総 務 課 長 菅 原 聡 

本部員 企 画 課 長 池 田 与 四 也 

本部員 産 業 課 長 堀 修 

本部員 議会事務局長 佐 藤 源 市 

本部員 健康福祉課長 佐 藤 啓 之 

本部員 地域生活課長 川 俣 雄 二 

本部員 町 民 課 長 富 樫 博 樹 

本部員 教 育 課 長 髙 橋 務 

本部員 会 計 管 理 者 高 橋 晃 弘 
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遊佐町地方創生推進会議 委員名簿 （敬称略） 

 任期：平成27年7月29日～平成32年3月31日 

No. 任命区分 所  属 所属の役職等 氏  名 

1 １号 遊佐町農業委員会 会長代理 佐 藤 充 

2 １号 遊佐町教育委員会 委 員 石 川 茂 稔 

3 １号 庄内みどり農業協同組合 理 事 佐 藤 朗 

4 １号 
庄内みどり農業協同組合 
女性部遊佐地区 

代 表 髙橋久美子 

5 １号 遊佐町商工会 会 長 本 間 知 広 

6 １号 遊佐町商工会 青年部 部 長 高 橋 亘 

7 １号 月光川土地改良区 理事長 阿部善兵衛 

8 １号 ＮＰＯ法人 遊佐鳥海観光協会 理事長 庄 司 茂 正 

9 １号 遊佐町ビジネスネットワーク協議会 会 長 河 西 正 彦 

10 １号 遊佐町区長連絡協議会 副会長 菅 原 三 康 

11 １号 遊佐町婦人会連絡協議会 副会長 佐 藤 徳 江 

12 １号 社会福祉法人 遊佐厚生会 理事長 今野熊治郎 

13 １号 山形県漁業協同組合 理 事 伊 原 光 臣 

14 １号 学識経験者  髙 橋 敏 夫 

15 １号 学識経験者  大 谷 光 成 

16 １号 学識経験者  髙 橋 繁 子 

17 １号 学識経験者  谷地由美子 

18 １号 学識経験者  服 部 正 規 

19 ２号 株式会社 山形銀行 酒田支店 支店長 土 門 義 浩 

20 ２号 株式会社 荘内銀行 遊佐支店 支店長 菅 隆 悦 

21 ２号 株式会社 きらやか銀行 遊佐支店 支店長 佐 藤 要 

22 ３号 公益社団法人 酒田青年会議所 理事長 菊 池 武 彦 

23 ４号 
山形県庄内総合支庁 
総務企画部地域振興課 

課 長 斎 藤 直 樹 
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遊佐町地方創生庁内プロジェクト会議 委員名簿 

No. 所    属 職 名 氏  名 備 考 

1 総務課 総務係 主 査 菅原  潤  

2     財政係 主 任 曽根原 優  

3     情報統計係 主 任 伊藤  渉  

4     危機管理係 主 任 佐藤  修  

5 企画課 まちづくり支援係 係 長 渡会 和裕 ◎座長 

6     定住促進係 係 長 後藤 夕貴  

7     観光物産係 主 査 荒木  茂  

8 産業課 水産林業係 主 任 池田 博紀  

9     農業振興係 係 長 佐々木和紀 ○座長代理 

10     産業創造係 主 任 渋谷 和弘  

11 地域生活課 土木係 主 任 阿部 直人  

12       管理係 主 任 伊藤 正美  

13       環境係 主 任 髙橋 和則  

14       上水道係 主 任 池田 晋一  

15       下水道係 主 査 髙橋  司  

16 健康福祉課 福祉子育て支援係 主 任 友野  毅  

17       介護保険係 主 任 佐藤 佳絵  

18       国民健康保険係 主 任 菅原  悠  

19       健康支援係 主 任 斎藤 浩一  

20       健康支援係 主査保健師 佐藤 昭子  

21       子どもセンター 主任保育士 石井 恵理  

22 町民課 課税係 主 査 東海林エリ  

23     納税係 主 査 佐藤 陽紀  

24     町民係 主 任 斎藤智恵子  

25 教育課 総務学事係 主 任 池田 源威  

26     社会教育係 主 任 本間 裕行  

27     図書館 主 任 髙橋 克幸  

 

事務局 

No. 所    属 職 名 氏  名 備 考 

1 企画課 課 長 池田与四也 事務局長 

2     企画係 補佐兼係長 髙橋 善之  

3     企画係 主 任 石垣  学  

4     企画係 主 任 佐藤 裕也  

5     企画係 主 事 高橋 英里  
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２ 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方と政策５原

則抜粋 

 

１「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方 

（１）人口減少と地域経済縮小の克服 

・本格的な人口減少時代の到来、地方と東京圏の経済格差による人口の一極集中 

・地域経済の縮小により、人口の一極集中と地方人口減少に拍車がかかる。 

・地方における負のスパイラルの解消、人口減少を克服し地方創生 

①東京一極集中を是正する。 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。 

③地域の特性に即して地域課題を解決する。 

（２）まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

・地域経済の活性化、産業の高付加価値等による「しごとの創生」 

・地方就労の促進や移住定住促進等による「ひとの創生」 

・安心できる暮らしの確保や都市のコンパクト化、広域連携等による「まちの創生」 

 

２「まち・ひと・しごと創生」政策５原則 

（１）自立性 

構造的な問題に対処し、地方公共団体等の自立につながるようにする。 

（２）将来性 

地方が自主的かつ主体的に、前向きに取り組むことを支援する施策に重点を置く。 

（３）地域性 

各地域の実態に合った施策を支援することとし、各地域は客観的データに基づき実状

分析や将来予測を行い、「地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するととも

に、同戦略に沿った施策を実施できる枠組みを整備する。 

（４）直接性 

限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上げるため、施策を集中的に実施する。

住民代表・産官学金労言の連携を促すことにより、政策の効果をより高める工夫を行う。 

（５）結果重視 

明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効

果を客観的な指標により検証し、必要な改善等を行う。 

 

 

 

 

 

 


