
第５回 遊佐町地方創生推進会議議事録要旨 

 

日時：平成 2８年３月１６日（水） 

午後１時 30分～２時５８分 

場所：遊佐町役場 議事所 

 

協議 

（１）遊佐町総合戦略の変更点（案）について 

（２）遊佐町行政評価外部評価委員会による事業評価について 

 

＜意見・要望等＞ 

菅原委員 資料２の８ページ、遊佐高校通学支援事業に関連して、受験出願者

数がかなりの数になっているという話を聞いたが、どのくらいか。

また、７ページのふるさと町民、準町民制度の目標数値 0.02 千人

の記載、20人とすべきところ右の方の成果数値が何万人となること

を予想してなのか。 

 

事務局 遊佐高の来年度入学予定者数については、定員 40 名のところ 43 名

の出願があったと聞いている。ただし、その中で通学支援の対象とな

る八幡方面、松山方面、平田方面から何名入学される予定かというと

ころまでは把握していない。7 ページの記載については、非常に分か

りにくい表記なので、係の方にも申し伝え分かりやすいように修正し

たい。 

 

庄司委員 ホームページなどで調べてみると、他の自治体でも同じような事業

がいっぱい出てくる。遊佐独自というか、遊佐でしかできないよう

なことを実際どのくらいやっているのか。 

 

髙橋委員長 例えば遊佐高支援の事業は遊佐にしかないので独自のものという

事になるが、事務局いかがか。 

 

事務局 すべての事業が我々個性を発揮して、町の特性に応じた形で、あるい

は町民のニーズを素早くとらえて具現化を図ったもの。その中でチャ

レンジファーム研修生受入等支援事業は、去年の 8 月頃、町長を交え

て意見交換をしておったところに国から上乗せ交付金の制度が示され

て、即事業化を図ったもの。それぞれ経緯や動機があり、遊佐高通学



支援等もそうした中での取り組みである。また、ふるさと町民・準町

民制度は、これからどんな組み立てをして、どんなメリットを享受す

る形でこの制度を磨き上げていこうかというような検討をしている。

必ずしもオリジナルではないが、毎年東京で東京ふるさと会を開催し

ているが、その中で親善大使からこの事業に対するご意見を頂戴した。

この総合戦略というチャンスで具現化を図ることができた。遊佐パー

キングエリアタウン整備事業は、定住対策であり、雇用の創出を生む

ことになる。現在、岩ガキ半養殖調査事業を入れており、これが新た

に産業創出されれば、これらの数値目標も固いと思っている。 

 

佐藤（充）委員 私から 3点。まず 7ページの成果に貢献したプレミアム旅行

促進事業は、宿泊費の 3 割相当分の商品券をあげるという特

典もあり、非常に良かった。ぜひとも続けてもらいたい。それ

から 9 ページの事業は定住目的の支援としながらも、定住し

ない方にも支援するとの説明だった。この辺はどうなのかなと

思う。もうひとつは 11 ページの結婚支援であるが、対象が

40歳未満と書いてある。農業委員会では 45歳までを対象に

事業をしている。事業対象を 1、2歳延ばしてもいいのではな

いか。 

 

事務局 プレミアム旅行促進事業については非常に好評だった。商品券につい

ては作成した枚数に限度があり、なくなり次第終了したが、ふるさと

町民割引の 2 割については予算の範囲内で期間を延長して更に取り組

みを続けた。今年度限りの国の交付金事業であるため、今後について

は財源等の検討が必要。それから 9 ページについては、考え方として

は卒業後も定住した生徒については、これも国の交付金の対象として

報告するもの。遊佐高支援の一環として町単独でそのような支援を行

っているということで、卒業後、定住できなかった生徒に対しても支

援を行っている。KPI を設定するにあたっては交付金を意識しての定

住を決めた生徒の分ということで、10名という数字を出しているので

ご理解いただきたい。3 点目、４0 歳未満という扱いについて。町の

定住促進計画の中で、定住に関する用語の定義をさまざましており、

この中で若者の定義を 40歳未満としている。この計画が平成 25年 1

月に策定し 28 年度までの 5 カ年計画としている。他の定住関連事業

も全てこの定義で動いている。農業委員会の 45 歳までで事業化がな

されているのは知らなかったが、計画の見直しの段階で双方で協議を



していきたい。ただし、なにかのひも付きの事業というようなことも

あったりするので、そのへんの事情もしっかりと捉えながら調整を図

っていかなければならない。 

 

服部委員 10ページの誕生祝金で、成果数値 74が目標数値 70 を超えている

が、どういった分析をしているか、また、この目標数値の根拠を分

かれば教えていただきたい。2点目は、40歳未満という定義がある

という説明をいただいたが、ながどクラブに登録してる会員も 40

歳以上という方がかなり多くなっている。若者の定義が 40 歳とい

うのもわかるが、時代に即した結婚ということからすれば、若者に

関係なく事業を進めていただけると一番よろしいのかなと思う。ぜ

ひ検討していただきたい。 

 

髙橋委員長 40歳というのは補助金とか、国の法律とか何か定めがあるのか。 

 

事務局 今回、補助金云々の関係はない。個別の事業それぞれで、やはりもう

少し幅々で捉えていった方がいいというのは私どもとしても理解はで

きるところ。結婚となると近年は晩婚化しており、その対策も必要と

なっている。しかし、それはそれとして、ながどクラブが必ずしも 40

未満にこだわらないで対象を広げていくというのは我々も賛成だし、

40代であろうと 50 代であろうとご結婚される皆さん、大いに町とし

ても祝福してあげたいなという思いはある。ただ給付事業となるとど

っかに線引きが必要。今しばらくこの議論を続けていきながら弾力的

に 40 にこだわらないでできるものは支援していきましょうというス

タンスでよろしいのかなと思う。また、10 ページの成果数値が上回っ

た件については、我々の総合的な定住対策が功を奏したのだと思って

いる。実際にお子さん連れでの、あるいは若年の方々がご家族で移住

されて、そして遊佐町でお子さんを成してというふうな事例も少なか

らずあるので、そういった部分の貢献もあるとみている。 

 

服部委員 10ページの事業に関しては、突発的ではなく今後もこのように増え

ていくという可能性も踏まえてであれば、目標数値をもう少し高く

して、もうちょっと頑張っていただければ 1 番ありがたいのかなと

思っているのでよろしくお願いしたい。 

 

事務局 頑張りたいと思う。最近、遊佐に移住したいという方々の空き家利用



希望登録というのも非常に増えてきている。窓口での問い合わせや、

移住するには遊佐町がうってつけだというような声も聞こえてくる。

そういったところでの効果も発揮されて恐らくは今後 31 年の目標数

値に対しても恐らくは少しずつでありますが着実に伸ばしていけるも

のと自負しているところ。 

 

 

（３）遊佐町総合戦略の見直し点について 

 

＜意見・要望等＞ 

髙橋委員長 この件について事務局の方は、この案で完成というふうに受け取

ってよろしいか。 

 

事務局 はい。今年度 10 月に策定した総合戦略。かなり入れ込んだ内容とい

うことで、同じ年度内といえども見直すべきは見直すというのは当然

必要だが、そんなに大まかな見直しは必要ないかなというふうに事務

局の方では考えている。総合戦略に記載されてある内容については資

料 1のうしろの方にある 3ページ分の数字の変更、それから総合戦略

には記載されてない個々の KPI の内容については、それぞれ手持ち資

料として数値の変更をしながら進捗管理をしていただきたい。また、

来年の同じ時期に同じような作業をさせていただきながら、より最終

の目標に近づけるように進捗管理をお願いしたいというふうに考えて

いる。 

 

髙橋委員長 外部評価委員からの評価も含め全般において、意見があれば伺い

たい。 

 

斎藤委員 県もそうだが、すべての事業がパーフェクトというのはなかなかあ

り得ないこと。うまくいき過ぎるところもあれば、全然うまくいか

ないところもある。問題は計画した通りにならなかったところを、

なぜそれがうまくいかなかったのかを時点時点で修正してやってい

くことであり、そうすれば、だんだん目標に近づいていくと思う。

今現在の施策が足りないと判断されれば、大胆にもっと別な事業を

投入するとかそういうことをやっていけばよろしいかと思う。数値

目標を上回るケースについては、もっと目標数値を上げたらいいん

じゃないかという意見もあったが、それはその時点で判断していた



だければよろしいのではないか。あと私がこの中で注目したのは、

やはり移住のところ。資料 2の 6ページで成果数値が 11世帯と目

標を下回っているが、非常に遊佐町さん部厚い施策をやって移住促

進策を展開している。庄内地域の各自治体ともに移住施策について

は他の 3 つのブロックに比べると大変頑張っている方。移住者のデ

ータを見ても庄内ブロックが一番多いという結果になっているので、

善戦しているとは思うが、先ほど申し上げた通りそれぞれの段階が

あるわけで、県外の人に知っていただく PR の部分と、来ていただ

く動機を作る誘引の部分と、あとプラスアルファで補助をするとか

地元の生活の安定を支えるみたいな、いくつかの段階に分かれると

思うので、そのどこの段階をもっと分厚くすればいいのかを作戦を

練るというようなことも一つの方法なのではないか。あと子育ての

ように非常に好調な施策もあり、遊佐高校も定員確保できるとのこ

となので、総合して言えば今年度は非常にうまくいっているのでは

ないかと思っている。 

 

髙橋委員長 事業の重点化、あるいは独自性では、マスコミからも遊佐高校な

ぜこんなに増えたのかというようなことで注目いただいて取材も

来たようだ。 

 

佐藤（要）委員 先ほどから何回か話の中に PR の仕方をもう少し考えてはと

の意見が出ている。移住をして、移住の中でも出会いがあって、

ご結婚されて、お子さんが生まれて、なおかつ遊佐で例えば住

宅を建てた場合、いろんな補助もあるというこの一連のきちん

とした流れのストーリーがある。それを PR すれば良いのかな

と感じている。実際に出生数も増えており、移住においても隣

町から来る方も多い。遊佐のどこに魅力があって、それをどう

いうふうに広めたら良いかを町としても、いろんな部分で研究

された方が更に有効な施策になっていくのではないか。 

 

菅委員 先ほどから話にあったように子育てとかに関しては、本当に遊佐町の

施策が反映されていると感じている。少し気になったのが、町として

子どもを育てる環境が整っていると言う一方で、例えばここに移住し

て来ても働く場が遊佐に無いというのが、もしかしたら一つポイント

になって来るのかなと感じるところ。地方創生については一つの大き

なものとして仕事というのがある。そこをいかに作り出していくのか



ということは私自身もこの町で仕事をしているので一緒になって考え

ていきたい。 

 

河西委員 ひとつひとつ非常に重要なテーマであり、やはり粘り強くやってい

かなければならないと思う。今の時代、PR は非常に大事だと思う。

私は技術屋として、岩ガキの養殖の可能性だとか、それからアワビ、

これらは技術的な問題ですが、何とか突破していただきたい。岩ガ

キが 3 倍採れるようになるとか、あるいは陸でアワビが採れるなん

てすごいテーマだと思う。徹底的に学術的に詰めていって経験も踏

まえて何とか成功してもらいたいと思っている。 

 

髙橋委員長 岐阜県など海のないところでもトラフグを飼ってますので、海で

なくても場所さえあればできるんだという意気込みで新しい取り

組みをして、遊佐町の活性化に少しでも貢献していただきたいも

のである。 

 

谷地委員 若者定住促進住宅の建築計画があると振興審議会でもお聞きしたが、

議会で否決されたという話を聞いた。なぜそこではだめなのか、で

はどこだといいのか、建設すること自体が問題なのか、分からない

事がいっぱいある。もう 1 点、パーキングエリアタウンとはどんな

ものなのかよく分からない。振興審議会の分科会が違ったというこ

ともあって、私はトイレ休憩するところだとばかり思っていたら、

違うようだった。高速道路から下りないとその施設に行けないとい

うことで、私もよく車で旅はするのだがどこかで降りようと考えた

ときに、その強力な魅力の発信というのはすごく重要だと思う。だ

いたい下りることはないのに、パーキングエリアタウンというのは、

何をしようとしているものなのか教えていただきたい。 

 

髙橋委員長 私もパーキングエリアタウンには非常に興味がある。新規に 15

名も雇用があるということだし、国の補助金がどうなのかも心配

している。この間もエルパで説明会があったが、町民からはどん

な意見が出たのか。説明していただきたい。 

 

事務局 まず 1点目。今週の月曜日で 3月定例議会が終了したが、その最終日

に事件案件として提出されていた若者定住アパート用地の一部を取得

する議案が残念ながら反対多数で否決された。前段に開かれた常任委



員会、そして本会議での最初の質疑ではどなたかからも反対の意見も

質問も何もなかったという状況の中で、最終討論に立たれた方が 1 名

おられ、反対討論があり、その直後の採決において 7対 2で否決され

たというもの。2 名がご病気で欠席ということで 12 名中 10 名の出

席、そして副議長が議長を務めておられましたので、9 名で採決とな

った。討論の中身でしか我々も捉えられないが、その事業自体は進め

るべし、というようなお話を冒頭されていた。ただ、いわゆる手続き

論的なところで、説明が足りないのではないかとか、十分な資料の提

示もなかったというような意味合いのお話があって、方向性は一致す

るということだった。それから遊佐パーキングエリアタウンの件。単

純にトイレ休憩所というイメージではない。高速道路の無料区間には

パーキングエリア、サービスエリアを建設しないというのが国の方針。

その中でその方針を変えたわけではないが、道の駅を建設をする、あ

るいは移設をする形で高速道路沿い、インターチェンジ付近への道の

駅の建設を認めようと、制度化しようと国交省で舵を切った。ですか

ら高速道路に直結している PA、SA とは若干形態、接続方法が違う。

この日沿道の無料区間にも建設の可能性を国が出して、国の方ではス

ーパー道の駅と言っているが、スーパー道の駅の建設をめざそうとい

うもの。町の事業名がパーキングエリアタウン。それで道の駅つまり

ふらっとの移設を念頭に置いて実現を図ろうというもの。防災機能を

兼ね備え、観光、情報発信の拠点基地でもあり、地域活性化、直売所

を置く、これは農産物に限らず、我々特色を出そうとしているのが海

産物の直売所をここに整備できないものかと、テーマとして持ってい

る。そういった機能をもち合わせた施設ということで、先般 12 月に

検討委員会から意見書をいただいて、その意見書を踏まえながら町と

しての基本計画を 3 月まで策定すべく大詰めを迎えているという状況。

その中で説明会を 2 回開いた。先ほどご紹介のあった、エルパでの全

町民対象とした説明会、講演会を開いたというもの。あと１回は地元

説明会。全町民対象とした説明会でいただいたご意見、3 点程ご紹介

をさせていただく。まず、鳥海山が見られるようなオープンデッキな

ど写真で見て、来たいと思えるような施設が必要ではないかとの意見。

高速道路の東側、鳥海山が一望できる側の方に建設をめざしている。2

点目、岩ガキは酒田から秋田のにかほまで捕れる。お互いに発展して

いくための仕掛けが必要なのではないかとの意見。そしてそれに加え3

点目になるが、岩ガキはシーズン商品なので、それ以外の時期の目玉

が必要ではないかといったところもこれまでの検討委員会の考え方と、



方向性をひとつにしているかなというふうに思っている。 

 

 

（４）今後のスケジュールについて 

＜事務局より説明があり、意見・要望等なし＞ 

 

 

５．閉会 


