
第 7回 遊佐町地方創生推進会議 会議録要旨 

 

日時：平成 30年 3月 20日（火） 

午後 1時 30分～3時 11分 

場所：遊佐町役場 議事所 

 

１．開会 

 委員中、欠席委員 5名（石川茂稔委員、髙橋正義委員、服部正規委員、斉藤瑛一委員、谷地

由美子委員）である旨報告し、本間主査が開会を告げる。 

 

２．委嘱状交付 

 佐藤一秀委員、横沢宏幸委員、後藤守委員に町長より委嘱状が交付される。 

 

３．町長挨拶 

＜時田町長＞ 

 お忙しい時期にお集まりいただき感謝申し上げる。896 の自治体が消滅の可能性があると

日本創生会議の増田レポートによる報告があってから、総合戦略の策定に向けて国でも全国に

号令をかけ、本町でもそれに合わせて人口ビジョンと遊佐町総合戦略を整えてきた。 

 一方で本町では、それより前、平成 25年 1月に定住促進計画を策定し、定住施策を進めて

きたが、1、2年目ではなかなか成果も小さかった。あれから 5年が経過し、努力の跡がしっ

かり見えてきた。足りないところは見直しながら、町の生き残りをかけて引き続き進めていき

たい。また、昨年度から第 8 次振興計画がスタートしている。今年度は第 2 期の定住促進計

画も策定した。若い人から住みたい町だと選んでもらえる、そして住んで良かったと言われる

町をめざしたい。皆さんの叱咤激励を受けて進めてまいりたいので、よろしくお願いしたい。。 

 

４．委員長挨拶 

＜髙橋委員長＞ 

ようやく春の良い気候になってきた。農業に従事される委員は忙しくなる時期にお集まりい

ただき感謝申し上げる。 

本町では今、役場庁舎の改築、小学校の適正整備の検討、遊佐パーキングエリアタウン整備

計画等、町をあげてのプロジェクトを抱えている。平成 27年度から 5カ年計画で始まった総

合戦略もちょうど真ん中、折り返し地点である。ぜひこの総合戦略も完成に近づけたい。最近、

企業誘致や子育て支援、定住支援等で県等からも良い評価を受けている。今日の会議が有意義

であることを祈念して挨拶にかえさせていただく。 

（ここで町長所用のため退席） 

 

５．協議 

（１）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 

＜事務局、資料 1・2について説明＞ 

 



＜意見・要望等＞ 

大谷光成委員：事業 7の子どもインフルエンザワクチン接種費用の一部助成事業について、平

成 29 年度から事業のやり方を変えて成果数値を把握できないということだが、それ

に変わる目標数値を設定すべきではないか。 

事務局：担当課に新たな目標数値の設定を検討するよう伝える。 

髙橋敏夫委員長：ふるさと納税について現在は 5割程度の返礼率ということであったが、いつ

頃から見直しを行うのか。 

事務局：獲得競争が激化している中、自治体によっては極端な返礼率であったりと大きな格差

があるということで、昨年の春に国から３割とするよう通達があったと聞いている。

町としては、既に今年度予算が組まれている中での対応が困難なため、平成 30 年度

から返礼率を 3 割にすることとしている。これにより納税額が下がるのではないかと

心配している。 

髙橋敏夫委員長：返礼率を下げても寄付額を維持できるよう、目玉になるような返礼品の開発

をお願いしたい。 

 

（2）総合戦略策定後の新規事業等について 

・遊佐町民間活力賃貸住宅建築促進事業について 

＜事務局、資料３について説明＞ 

・すくすくゆざっ子支援金ｆ支給事業について 

＜健康福祉課子育て支援係渋谷係長、資料４について説明＞ 

・平成 30年度ふるさと納税の活用について 

＜事務局、資料５について説明＞ 

 

＜意見・要望等＞ 

松澤勝志委員：民間活力賃貸住宅建築促進事業について、町が進めている定住施策の一環であ

ると思うが、入居者の内訳で、町内からの入居も定住に資すると言えるか。また町外

からの入居者については、どの市町村からなのかなど分析はしているか。 

事務局：遊佐町の場合、町内にアパートが不足し、町内に住みたくとも近隣市に流出してしま

っているという課題があった。それを防ぐために魅力的なアパートを増やしたいとい

うことでの事業である。町内からの入居であっても、引き続き町内に住んでいただく

という効果がある。町有地を長期的に貸し、あくまで入退去等の管理は民間というこ

とで、詳細な個人情報までは把握することができず、詳細な分析までは行えていない

が、町外から戻ってくる者の受け皿という意味でも定住に効果をあげていると言える。 

高橋敏夫委員長：関連して私からも。町は子育て支援策でも大きな評価を得ているが、住むの

はいいけれど仕事場が少ないと良く言われる。このアパートの入居者の仕事先等の情報

はあるか。 

事務局：そこまでは把握していない。あくまで民間の管理になるので詳細な個人情報までは把

握しかねる。ご了承願いたい。 

高橋敏夫委員長：ふるさと納税について、多大な寄附をいただいており、充当先としても子育

ての事業をはじめ重要な事業に充てられている。一方で恒久的な財源とは言えない。



財源が無くなったから事業をやめるということが無いようにお願いしたい。 

 

（3）総合戦略の修正点、見直し点、意見・要望について 

＜事務局、資料 6について説明＞ 

菅原三康委員：意見、要望として申し上げる。遊佐町の 65歳以上の高齢化率は 38％を超え、

県平均より高くなっていると聞く。一方で健康寿命については、男性・女性ともそれ

ぞれ伸びているとも聞いている。健康寿命が平均寿命に近づけられる取り組みをお願

いしたい。 

三澤好孝委員：資料 1について、着色されていない白塗りの事業の評価はどのようになってい

るか。 

事務局：着色されていない事業は、来年度、再来年度に分けて評価を受ける予定である。 

三澤好孝委員：今年度の評価の対象外となっている事業で申し訳ないが、企業誘致推進事業、

商工業振興事業について、酒田市の京田工業団地では、商談中も含めて大きな区画は

ほぼ決まっているという状況である。遊佐町には鳥海南工業団地があり、こちらも新

たな進出企業の話しもあるようだが、酒田港にも近く、地盤が良いという好条件を売

りにし、積極的に企業誘致を推進してはどうか。企業の進出があれば固定資産税が長

らく町に恩恵を与えてくれるし、すでに着工しているが金龍のウイスキー工場は全国

で 7つしか認められていない補助事業を受けているなど良いニュースもある。 

また、観光イベント実施事業について、昨年もクルーズ船が寄港したが、今年も 4回

やってくる。ぜひ他の市町村と連携して鳥海山の魅力など発信してほしい。 

髙橋敏夫委員長：ただ今の企業誘致の関係でビジネスネットワークの取組など河西委員から情

報はないか。 

河西正彦委員：今の誘致に関する情報を外に向かってPRしていくことは有効なことだと思う。

一方で事業をやろうと思っても人が集まらないという問題が出ている。それが原因で

せっかくの誘致計画もじわじわと計画倒れになってしまうのではという不安がある。 

髙橋敏夫委員長：観光面について庄司委員からコメントはないか。 

庄司茂正委員：昨年は実際クルーズ船が来た際に、どのくらいの時間滞在するのか、観光でど

こまで対応するかなど、クルーズ船の乗客募集の段階で調整できていなかった。今年は

前もって打合せを重ねている。 

三澤好孝委員：自然を活用してのイベントということでは、寒河江市で「ツールドさくらんぼ」

という自転車のイベントがある。遊佐町でもシーツーサミットなどのイベントがあるが、

ツールドさくらんぼは年々参加者が増えており、前泊なども増え、地元の産品が買われ、

そしてネット通販などでリピーターが増えている。ぜひそのような取り組みを行ってい

ただきたい。また、雇用の問題、人材確保は、酒田や鶴岡も非常に苦しんでいる。定住

施策と雇用対策、企業誘致を一緒に進めて行く必要がある。 

髙橋敏夫委員長：せっかくの機会であるから、各銀行の支店長、青年会議所の理事長からもコ

メントをいただけないか。 

佐藤一秀委員：遊佐町は雇用から産業など様々な事業展開をされている。今後も若い世代の定

住のために子育て施策に取り組んでいただきたいし、我々金融機関としても協力してい

きたい。また、庄内全体で若い労働力が不足している。遊佐町にもよい企業があるので、



全国に向けて発信できるような取り組みを進めていただきたい。 

横沢宏幸委員：半年間、この庄内に住んで、町外の友人に遊佐の話しをすると多くの方が遊佐

に関心を持っていることがわかる。私自身も行政の勢いがある町だなと感じている。引

き続き情報発信力を高めていただきたい。 

後藤守委員：酒田青年会議所は、酒田市と遊佐町を活動の場としている。会員は 20 歳から

40歳まで。今は酒田だけでなく遊佐においても活動に力を入れて行きたいと思ってい

る。先程ツールドさくらんぼの話しがあったが、寒河江青年会議所がはじめた事業で、

若い世代が若者の視点で運営している。2016ポートオブザイヤー受賞や北前船寄港地

の日本遺産認定、外国籍クルーズ船の寄港、鳥海山・飛島ジオパークなど、魅力はたく

さんあるがまだ活かしきれていない。定住人口の増加も重要だが、町の良さを伝え交流

人口の拡大を図っていく必要もある。遊佐町内からの会員も増やし、市民団体に特化し

た活動をしていきたいと考えている。 

松澤勝志委員：2年間庄内支庁の連携支援室長としてお世話になった。遊佐町は地域づくりに

おいても、大変積極的に進められていると理解している。4月からは県庁に戻って交通

分野の担当となるが、引き続きよろしくお願いしたい。 

 

（4）今後のスケジュールについて 

＜事務局、説明＞ 

 

６．閉会 

  



遊佐町地方創生推進会議 委員名簿   

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 農業委員会 会長代理 佐藤 重一 

2 １号 教育委員会 委 員 石川 茂稔 

3 １号 庄内みどり農協 理 事 長澤 良樹 

4 １号 庄内みどり農協女性部遊佐地区 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 青年部長 斉藤 瑛一 

7 １号 月光川土地改良区 理事長 石垣 敏勝 

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 遊佐町ビジネスネットワーク協議会 副会長 富樫 邦男 

11 １号 遊佐町区長連絡協議会 副会長 髙橋 正義 

12 １号 遊佐町婦人会連絡協議会 副会長 佐藤久美子 

13 １号 社会福祉法人遊佐厚生会 理事長 今野熊治郎 

14 １号 山形県漁業協同組合 理 事 伊原 光臣 

15 １号 学識経験者   髙橋 敏夫 

16 １号 学識経験者   大谷 光成 

17 １号 学識経験者   菅原 三康 

18 １号 学識経験者   髙橋 繁子 

19 １号 学識経験者   谷地由美子 

20 １号 学識経験者   服部 正規 

21 ２号 株式会社 山形銀行 酒田支店 支店長 三澤 好孝 

22 ２号 株式会社 荘内銀行 遊佐支店 支店長 佐藤 一秀 

23 ２号 株式会社 きらやか銀行 遊佐支店 支店長 横沢 宏幸 

24 ３号 公益社団法人 酒田青年会議所 理事長 後藤  守 

25 ４号 庄内総合支庁 総務課 連携支援室 室 長 松澤 勝志 

 


