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（偶数月に発行します）

下日枝神社の白梅」（酒田市日和山）

庄内創生懇談会を開催

２月２１日（木）、「庄内創生懇談会」
が、吉村美栄子知事出席のもと、庄内
総合支庁において開催されました。
この懇談会は、庄内地域の創生に向
けて現場の実感を伴ったご意見をお聞
きするために、平成30年度に新たに設
置したもので、学生、企業経営者、地

域活動実践者など各分野
で活躍されている10名の方
からご出席いただきました。
今回は、若者定着や交流
拡大によ る庄内創生を 目
指し、「庄内の魅力再発見
と発信強化」をテーマとしま
した。
若者が外に出るのは成長
欲求を満たすためであり、
外で違う価値観等に触れることは悪
いことではないと前向きにとらえつつ、
回帰を促すために地元の魅力を若者
に届くように伝え（続け）ることや受け
皿作りが大事との意見がありました。
さらに、地元の魅力や働く場は子ど
もの頃から伝えるべきとの意見や、大

新年度のごあいさつ
新年度にあたり、一言ご挨拶申し上
げます。
今年は御代替わりの年、「平成」から
「令和」へと新しい時代が始まります。
庄内総合支庁におきましても、前身の
庄内支庁設置から５０年目という大き
な節目の年を迎えます。
昨年来「若者の定着促進」を重要課
題として、関係する皆様と連携を強化
しながら取組みを進めてまいりました
が、私自身様々な方と接する中で、改
めて庄内の「地域力」の高さを実感した
一年でもありました。
三つの日本遺産や「食の都庄内」な
どの魅力溢れる観光資源、ポートオブ

人も地域の魅力を知るべきとの意見も
ありました。
いただいたご意見は、今後の施策を
検討する中で活用させていただくこと
にしております。
（総務課） ℡ 0235－66－5418

庄内総合支庁長

ザイヤーに選ばれ活況を呈している
酒田港、研究学園都市の広がり
等々。
加えて、製造業の一人当たり付加
価値生産額は、鶴岡市が県内第１
位、酒田市が 第３ 位、農業算出額
は、鶴岡市が第１位、酒田市が第２
位と、産業面においても庄内地域が
県全体を牽引するポテンシャルを持
ちつつあります。
こうした中、山形県とともに地域挙げ
ての誘致活動が実を結び、この８月
から国内ＬＣＣ大手のジェットスター
ジャパンによる成田・庄内便の新規
就航が実現するなど、庄内が更に飛
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沼澤

好德

躍するための条件が着々と整いつ
つあります。
管内の二市三町はもとより、地域
の皆様とともに、新しい時代を見据
えながら「庄内創生」の実現に注力
してまいりますので、ご理解とご協力
をお願い申し上げます。

平成３１年度 庄内総合支庁の主な取組み
若者の県内定着促進の取組みを加速
若者の県内定着は、庄内における最
重要課題として取り組まなければなら
ないテーマです。
平成30年度に「庄内若者定着促進
会議」を立ち上げ、地域一丸となって
対応策を検討する体制を構築し、今
年度は、より具体的な対応策の検討と
実践を進めてまいります。
まず、地域の魅力の体感や先輩との
交流を通した様々な学びの機会を提
供する「若者「庄」学校（仮称）」を開校
し、若者の郷土愛醸成を目指すほか、
「庄内若者協働考房（仮称）」を新たに

開催し、若い人達から若者定着に関
する新たな発想・アイデア等を検討・
提供いただき、施策に反映させていき
ます。
また、引き続き地域企業の魅力など
を発信するために、高校生と地元企
業との交流会や、大学等進学予定者
と保護者を対象にした地元で働く魅力
を伝えるセミナー「庄内就職説明会」
などを開催し、若者の地元定着・回帰
促進を目指します。
（地域産業経済課）
℡ 0235－66－5484

観光の振興
【新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン開催】
本年10月１日（火）～12月31日（火）の期間、新潟県全域と庄内エリアを区
ガ ス トロ ノ ミ ー

域とするデスティネーションキャンペーンが、「日本海美食旅」をメインキャッチ
フレーズに開催されます。
庄内総合支庁では、庄内観光コンベンション協会や管内の市町・観光関係
団体等と連携して、庄内の豊潤な自然に育まれた多彩な食材と豊かな食文化を、出羽三山の信仰や北前船がも
たらした文化等とともにストーリーとして伝え、「おいしい食の都庄内」を全国に発信し、観光誘客を図ります。

【庄内地域への外国人観光客の誘客取組み】
東北観光復興対策交付金を活用し、仙台国際空港から庄内地域への直通バスと地域内周遊切符を利用した
旅行商品のプロモーション等を実施し、地域へのインバウンドの拡大を図ります。
（地域産業経済課観光振興室） ℡ 0235－66－2126

産業の振興
【ものづくり産業の振興】
地域の身近な中小企業の相談窓口として、支援機関との連携を密にするこ
とで、トータルサポート体制を強化するとともに、管内企業の取引拡大を目的と
した「庄内商談会」の開催や、管内主要企業と地場企業との技術マッチングを
実施し、さらなる取引の拡大を支援します。

【農林水産業の産出額拡大・所得増大につなげる取組み】
地域特産である果樹、野菜、庄内浜水産物について、産地確立の
ための技術実証や新たな価値創出のための商品開発など、関係者が
一体となって、生産性の向上やブランド力の強化を進めます。
さらに首都圏での庄内産農産物のＰＲ活動などにより、販路拡大に
向けた取組みを進め、競争力の髙い農林水産業経営の実現を目指し
ていきます。
（地域産業経済課） ℡ 0235－66－4723
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飛島の振興

事業報告

県は、平成30年度から酒田
市やとびしま未来協議会等の
産学官民連携のもと、「観光交
流」、「産業振興」、「安全安
心・生活環境の充実」、「移住
定住促進」の４つの分野におけ
る重点的な取組みを「飛島振
興重点プロジェクト」として展開
しています。
こうした取組みは、島民やとびしま
未来協議会等の関係者との連携が
不可欠であり、定期的に意見交換等
を行いながら進めているところです。
平成31年度は、飛島の魅力体験

地域未来フォーラム

３月21日（木・祝）、鶴岡市先端研究
産業支援センターレクチャーホールで
「世代・地域を越えた地域づくりのため
の協力関係のつくり方」をテーマに地域
未来フォーラムを開催しました。
このフォーラムは、住民主体の地域

おすすめ

プログ ラム 、新たな特産品の 開
発・販売拡大、移住体験プログラ
ムなどを一部拡充し、引き続き実
施してまいります。
(総務課連携支援室）
℡ 0235－66－5444

～地域多様性で行こう～

づくりの機運を醸成するため、平成
28年度より開催しています。
３回目となる30年度は、若者が地
域づくりに参加し、活躍している庄内
の３地域から事例発表をいただき、
トークセッションにより、その成功要因
を探る場としました。
当日は地域組織の 役員や事務
局、福祉関係、行政職員のほか、
各地で地域づくりを実践している若
者など、70名を超える方から参加
いただきました。
会場からも多くの質問をいただき
ながら、参加された方と一緒に若い
世代が地域づくりに参加するために

必要なことを深く掘り下げる場とな
りました。
これを機に、住民主体の地域づ
くりに向けた取り組みを、より一層
進めていきます。
（総務課連携支援室）
℡ 0235－66－5446

スーパーＧＷは庄内を満喫しませんか！

山形県では、ドライブ中の沿道
の景観が特に美しく、観光周遊を
快適に楽しむことができる『やま
がた景観物語～おすすめビュー
ルート４～』を選定しています。
４つのルートのうち、庄内地域
は「日本の渚百選と出羽富士、
城下町・湊町の歴史のみち」と称
し、庄内の広大な日本海、鳥海
山・飛島ジオパーク、日本遺産
認定の月山や羽黒山を眺めなが
ら、酒井家や本間家ゆかりの歴史・文化に触れ、そして
『食の都庄内』ならではの食文化を堪能できるすばらしい
ルートとなっています。

今年は10連休のスーパーＧＷです。
ぜひこの機会にご家族やカップル、仲間同士で車窓
から体感する動画のような景観を満喫してみてはいか
がでしょうか。
詳しい見どころなどは『やまがた景観物語』のウェブ
サイトにアクセスを！

（道路計画課）
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℡ 0235－66－5645

「庄内地域農林水産業若者賞」を授賞
３月12日（火）、庄内総合支庁長から、農林水産業の振興発
展と人材育成のために地域で活躍する若手リーダーに「庄内地
域農林水産業若者賞」が授与されました。
地域産業の担い手として、今後ますますの御活躍を期待いた
します。
＜受賞者＞
・福原 太一 さん （鶴岡市・農業）
・髙橋 身依 さん （酒田市・農業）
・佐藤 隼人 さん （鶴岡市・水産業）
（地域産業経済課） ℡ 0235－66－5490

【写真 左２番目から福原さん、高橋さん、佐藤さん】

お知らせ

眺海の森オープニングイベント
～緑のプレゼント～
４月29日（月・祝）に、眺海の森（酒田市）のオープ
ニングイベントが開催されます。
当日は、森林学習展示館前において、ハナミズキ
の苗木をプレゼントする「緑のプレゼント」を行います。
また、森林散策やミニチェアー作りができる「森林
教室」も開催されます。（要事前予約）
爽やかな春の 風が 吹く
眺海の森に、ぜひお越しく
ださい。
（森林整備課）
℡ 0235－66－5529

不法投棄及び
海岸漂着物削減強化月間
不法投棄の防止と早期発見に努め、ごみのない山形
県を実現するため、5月を「不法投棄及び海岸漂着物
削減強化月間」とし、パトロールの強化など不法投棄防
止の啓発活動を行います。
海岸に漂着するごみの７～８割は内陸部由来のごみ
です。漂着ごみの原因となる散乱ごみを減らし、きれい
な生活環境、きれいな庄内海岸を守りましょう。
（環境課） ℡ 0235－66－4914

【写真】
鶴岡市香頭ケ浜

自動車をお持ちの皆さまへ

～納期内納税で豊かで住みよい山形県～

５月31日は、自動車税の
納期限です。
自動車税は私達の暮らしを
豊かにする大切な税金です。
納期限までにお近くの金融
機関やコンビニエンスストアで
忘れずに納めて、住みよい地域を作りましょう。
なお、インターネットを利用してクレジットカードでも納めるこ
とができます。
また、「納税通知書が届かない」、「手放した車の納税通
知書が届いた」、「障がい者減免を受けたい」など、自動車
税についてのお問い合わせは、お早めに下記担当までご連
絡ください。
（税務課） ℡ 0235－66－2116

山火事予防運動展開中！
４月・５月は山火事予防運動期
間です。
今年は雪解けが早く、山火事が
発生しやすくなっています。
入山する際や山間部の農作業
時には、次の 点に注意し てくださ
い。
◆枯れ草などの燃えやすいものが
ある場所では、たき火をしない
◆たき火など火気の使用中は、そ
の場を離れず、使用後は完全に
消火する
（森林整備課）
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