
平成30年度　第1回温海地域振興懇談会

次　　　第

日　時　　平成30年5月30日（水）

午前10時～

場　所　　温海庁舎　6階大会議室

1．開 会

2．あいさつ

3．報　　告

（1）平成30年度温海地域主要事業及び地域まちづくり未来事業について

資料恥．1、2

（2）鶴岡市第2次総合計画並びに温海地域振興計画、温海地域まちづくり

未来事業計画の策定について

4．協　　議

（1）温海地域振興計画の実施状況について

資料恥．3

資料恥．4、5

（2）これからの10年で温海地域の活性化に重視したい着眼点について

資料恥．6

（3）その他

5．閉　　会
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平成30年度主要事業の概要

平成29年8月完成　関川しな織センター

平成30年4月

鶴岡市温海庁舎



平成30度主要事業の概要
温海庁舎（単位：千円）

NO �事業骨的－＿ �■一事第－ ‾・主＝体‾ �吏二二＝東‡内＿＝容 �事業衰一三 �∴担当課 
一事業名一　三 

1 �鶴岡まちづくり塾活動支援 �事業実施 �若者の英知■を市政に生かすこと を目的に、地域ごとにグループ ワークを行う。 �・2，400 �総務企画課 （政策企画 

鶴岡まちづくり塾活動支援補助 金■ （継続） �団体 �・昨年度に計画＿した活動を実践 に移すとともに、市総合計画策 定人の提言を行う。 �（市全体） �鱒） 

2 �交通輸送対策 �市 �廃止路線代替バスへの運行補助 を行い地域住民の日常生括の交 通の便を確保する。‾ また‾地域公共交通網形成計画 �41，086 �総務企画課 

生活交通バス維持費神助金 （継続） �事業実施 団体 �」ヽ　　　ニ′ に基づく新たな地域内交通シス テムの検討を行う。 �（市全体） �（地域振興 課） 

3 �交通輸送対策 �市 �平成30年4月1日妄り、70歳以上 の方と運転免許自主返鱒者が安 　　　　F＿，′±ナ �24，000 （市全 �総務企画課 

【新規】 高齢者等外出支援事業補助金 ��心して外出できるよフにバス疋 期券購入への補助を行う。 �体） �（地域嘩興‾ 課） 

4 ＿5 �少子高齢化対策 �市 �少子化の一因になっている未婚 化・晩婚化について、地域の実 態を把握するとともに、企業や �4　080 �総務企画課 事業実施 団体 �団体、地域と連携して結婚に向 けた環境づくりを推進する。 また、コンシェルジュ■の養 �　ナ （市全体） �（地域振興 課） 

婚活支援事業 
（継続）． ��成、増員を行う。 

地域振興、■活性化・ �摺 �設置4年目、委員数は15名、 う＿ち公募委員4名、年6回開催 予定。まちづくり未来基金の活 �2，660 �総務企画課 

地域振興懇談会 （継続） ��用についての協議、地域振興計 画、予算、主要事業、総合計画 等について意見聴取を行う。 �（市全体） �（地域振興 課） 

6 �地域の活性化 �市 �「小国ふる里ふれあい村」の宿 泊施設「楯山荘」の利用者の安 全確保並びに都市農村交流事業 発展のため、修繕工事に対して �1，‘200 �＿総務企画課 
【新規】 
ほちづくり未来基金事業1 都市農山村交流拠点施設整備補 助金 ��補助をする。 



礎集細工 � � � � 
巨藩棄費＝ � 

≡・妻妾軒‾－≡ ‾主体二‾r≡ �一二　療　一一 ��二重酋廉‾， 
事　業一再　苧‾二、 

7 �過疎対策の推進 �市　‾ �福栄地域の活性化七振興を図る＿ ため、都市部の意欲ある若者3 名を受け入れ、人的、‾、物的地域 資源を有効に活用し、地域と一 緒に地域づくり活動に取り組 み、地域力の維持強化を図ると �12，OPO （示全体） �総務企画課 （地域振興 課）‾ 

地域おこし協力隊導入事業 
（継続） ��ともに、退任する2名の定住に 向け支援する。 

8 �地域コ‾ミ土ニティの活性化 �市 �職員の地区担当制による集落活 性化懇談会を開催し、地域課海‾ の掘り起こしや解決に向けた取 組みを行う。 （住民自治組織ステップアップ �　4，907 ・（市全体） �総務企画課 （コミュニ ティ推進 課） 

集落活性化懇談会開催事業 
（鱒続） ��補助金等） 

9 �交通安全の推進 �市 �平成30年4月1日より、運転免許 証を自主返納する帝齢者に対す る支援を行う。 �4，070 （市全休） �総務企画課 （防災安全 課） 
【新規】 
・運転経歴証明書交付手数料支 援 ・お試し乗車券の発行 ��（申請窓口は防災安今課のみ） 

lb �地域振興、自治会運営の健全化 �市． �平成26年度から全市統一基準と した総合交付金を臼．治会に交付 し、行政事務の円滑化及び集落‾ の振興並びに運営の健全化を図 る。 �123，803 （市全体） �総務企画課 （コミ土ニ ティ推進 課） 

住民自治組織総合交付金等 （継続） 

＿．．11＿ �防災行政舞線の更新 �席 �これまでの情報伝達手段を維持 し、∴デジタル化等によ・る・無線機・・ 器の更新を行う。 �122，557 �総務企画課＿ ．一一（防災安全－ ■課） 

【新規】1 移動系防災行政無線デジタル化 更新車事 � ��（市全体） 

12 �災害に強いまちづく－りの推進＝ �市 �海岸地域の自主防災組織が行う 避難路整備を支援し、一津波災害 対策の強化を図る。 �3，OPO （市全体） �総務企画課 （防災安全 課） 

海岸地城避難路整備連携事業補 助金 （継鱒 

rl＿3 �温海ふれあいセンタ†管理運営 �市 �温海ふれあいセンターの維持管 理・貸館業務・生涯学習事業等 を温海生涯学習振興会を指定管 理者とし業務委託を行う。 （期間：肥8．4．1んH31．＿3．31） �・23，664 �総務企画課 

温海ふれあいセンター指定管理 業務委託料 （継続） 
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一吋 �事業目的 �＝；＝－．．事‾＿＿業 ‾∴主体 �事　業　由＿容 �事業費一一 �怒当鍵．‾ 

事業名 　　　　　・‾■人－： ��� 

14 �生涯享習振興 �市 �温海地域の自治公民館における 公民館運営活動に対する支援ム �12，096 �総務企画課 （コミミニ・ 

公民館類似施設運営・活動費補 助金 （継続） � �・温　　　27　台公 �（市全体） �7‾イ 団体 �9，396千円 ��課） 

15 �生涯学習振興 �事業実施 団体 �さくらマラソン大会4月22日（日） 温海温泉を中心としたコース 約1，700人参加予定 �665 �総務企画課r 

第33回温海さくらマラソン大会 への補助金 ＿（継続） 

16 �公痙館類似施設維持管理 �市 事業実施 団体 �自治公民館の新築・改築及び施 設の増築・改修・修繕に対する 支援。 �2，736 �総務企画課 

公民館類似施設整備補助金 （継続） 

1ケ �公民館類似施設維持管理 �市 事業実施 団体－ �山五十川古典芸能収蔵館の修繕 及び設計監理。 �3，400 �総務企画課 

－【新規】 温海地域施設整備特別補助金 

■18 �障害者の社会参加促進 �市 �障害者の社会参加を進めるた め、下記の対象者笹タクシ」券 ．（＠500円×36枚）、又はガソ リン券（＠500円×18枚）を交 �31，042 �市民福祉課 
付し、利用料金等の一部を助成 する。 �（市全体） �（福祉課） 

重度心身障害（児）者社会参加 
促進事業 ��※対象者：身障1級～3級こ療育 
（鱒続） ��A、精障1級の手帳保持者 

19 �一人暮らし高齢者等の支援 �市 事業実施 団体 �在宅での生活に支障がある高齢 者に、一定期間住居を提供し、 各種相談、助言及び緊急時の対 応を行う。 �3，607 �市民福祉課 
高齢者施設運営事業（高齢者生 
活福祉センター運営業務委託 料） 、（継続） ��（温寿荘内生括支援ハウス） 

20 �放課後児童対策 �高 �保護者が就労等によ■り一留守にな る小学生を対象とした放課後児 童クラブの運営を支援し児童の 太ヽヽ �310004 �市民福祉課 ’事業実施 　団体 �健全日成を図る。 （あつみ保育園に併設するあつ みっこクラブ） ※利用料月額6，500円（長期休 暇、2人目以降等加算有） �I （市全体） �（子育て推 進課） 

放課後児童対策事業、 （継続） 
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知0 �草葉■亘的 �≡＿≡－㌻＿幸‾－‾一業 ‾＿＿董■体＿ �事‾＝票■麻－‡奉－ � � � ■≡草葉費≡≡≡一・‾≦ �・岩 

事業・・名 � �� � 

21 �子育て支援 �事業実施 ・団体 【 �保育園の統廃合に伴う保護者負 担軽減のため、あつみ福祉会が 行う保育園通園事業に対して経 費の一部を補助する。 �15，825 �市民福祉課 � 

民間保育所等べの各種補助事業 （温海地域保育所通園費補助金） （継続） 

22 �生活習慣病対策 �市 �がん、心臓病、脳卒中、糖尿病 などの生活習慣病の予防や早期 発見のため、年1回必要な健診 �213，258 �市民福祉課 � 

健康診査事業 ��と健診結果に基づく指導を行 い・、働き盛りからの健康管理と �（市全体） �（健康課） 
（継続） ��老後の健康保持に役立たせる。 

23 �公衆衛生の向上 �市 �利用者の利便性の向上のため、 老朽化した温海公園の公衆便所 の改修を行う。 ※工事内容：便器わ洋式化、小 �1，000 �市民福祉課 
【新規】 
【まちづくり未来基金事業】 公衆便所維持管理事業（公衆便 所改修工事費） ��便器節水化、照明器具のLED化 等 

24 �生活環境の保全 �市 �地域内の各家庭より排出される 家庭ごみ＿．（一般廃棄物）の収集 運搬業務を委託する。 �355，167 （市全体） �市民福祉課 （廃棄物対 ・策課） 

塵芥収集事業 

介護予防の推進 【新規ト �市 �公民館等の施設を活用し、1体換 等の介護予防活動を主体的「＿継 続的に実施する団体に補助金を 鮎海野車型壁塵聖経塑像 �】且ヱ！担 �市民福祉課 

雪苧 ��‾（市全体） �（長寿介護 ＋課） � 地域介護予防活動支援事業‾（地 ��補助要件：月■2回以上の活動、 
域介護予防活動支援事業補助 ��年4回外部の専門職から指導受 

傘） ��ける等 

26 �介護予防の推進　■ �市 事業実施 �温海地域では全市統一した「鶴 岡市地域介護予防活動支援事 業」に、段階的に移行を図れる よう＿、補助要件の一部を緩和 �425 �市民福祉課 
【新規l 

地域介護予防活動支援事業（温 �団体 �し、革齢者の交流括鱒の支援を 
海地戒高齢者交涜活動支援事業 補助金） ��行う。 

27 �あつみ温泉の賑わいづくり �市 �温泉街の老木化している桜並木－ の植替えにより、景観の維持を 図る。 �4；400 �産業建設課 
【新規】■l ’【まちづく‾り未来基金事業】 地域活性化事業‾ 温泉街景観づくり事業 ��（事業期間：・H30～H33（予定）） 
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NO �事業骨的 �‾事業 主体 �事‾業　＿内　容 �事業費‾ �－‾　‾担当課・ 

事業‾名 

28 �温海地域の交流人口の拡大 �事業実施 団体 �NPO法人の活動を支援しなが ら‾、官民一体となった取組みを 展開し、教育旅行の受入や体験 交流事業の拡大による交流人口 の拡大を図る。 （支援期間：H27～H32（予定）） �2，900‾ �産業琴設課 
【まちづ′くり未来基金事業】 地域活性化事業 あつみ体験旅行推進事業 （継続） 

29 �あつみ温泉の賑わいづくり �事業実施 団体 �朝市広場を有効活用した取組み （朝市広場DEひるいち）など を支援し、■温泉街の賑わいづく りを図る。 �100 �産業建設課 
【まちづくり未来基金事業】 

地坪活性化事業 温泉街賑わいづくり促進事業 （継続） ��（支援期間：H29～H31（予定）） 

30 �農山村集落の地域活性化 �事業実施 団体 �関川地区活性化計画の目標指標 の達成めため、しな織と食文化 を融合した新たなイベントの開 催を支援し、関川地域の活性化 �300 �産業建琴課 【新規】 
【まちづくり未来基金事業】・・ ��を図る。 

地域活性化事業 関川地域活性化イベント支援事 業 ��（支援期間－：H30～H32（予定）） 

31 �農業振興、地産地消の推進 �事業実施 団体 �しやりんの農産物集荷体制を整 備し、小ロット農産物生産者の 所得の向上や産直コーナーの充 実を図る。 （支援期間：H30～H32（予定）） �190 �産業建設課 l新規】 【まちづくり未来基金事業－】 地域活性化事筆 小ロット農産物集荷シ云テム整 備事業 

32 �農業振興、農山村集落の地域活 性化 �事業実施 団体 �そば文化継承のための講習会の 開催や「越沢三角そば」のPR の強化を図り、打ち手の育成や 販売の促進を目指す。 �50 �産業建設課 
【新規】 
【まちづくり未来基金事業】 地域活性化事業． 温海地域在来作物振興事業 ��（支援細間：H30～H33（予定）） 

33 �あつみ温泉の賑わいづくり �・事業実施 団体 �能や地域の伝統芸能などを活用 した「せせらぎの能」を中心と したイベントの開催を支援し、 温泉旅館への集客やあつみ温泉 の知名度のアップを図るほか、 日中の賑わいづくりによる飲食 店、商店などへの誘客促進を図 �1，900 �産業建設課 

【まちづくり未来基金事業】 地域活性化事業 

あつみ温泉集客イベント実施事 業（継続） ��る。 －（支援期間：H22～H31（予定）） 

34 �農業振興 �事業実施 �水田において地域の特色ある魅 力的な産品の産地を創造するた めの取組に対して交付金を交付 �15，050 �産業建設課 者 �し、米価の安定と転作作物の産 �（市全体） �（農政課） 

経営所得安定対策推進事業 （継続） ��地化を図る。 ・直接支払推進事業費補助金 



－．NO �事業目‾駒 � �－＿事㍉簸予南平森一一一一一‾… �二二孝和㌢ � ・㍉車1≡＿＿一葉－一 字主‾体 

事業名　－ ����－ 

35 �農業振興 �事嚢実施 者 �有機、特別栽培を基本とし、さ らに環境に配慮した農業を実践 するグループに対して10aあた り一定額を交付し、環境の保全 に努める。 ・環歩保全型農業直接支払交付 金 �106，871 （市全体） �産業建設課 （農政課） 

環境嘩全型農業直接支援事業 （継続） 

36 �ヰ山間地農業の維持 �事業実施 団体 �中山間地域における営農活動の 条件不利を補正する．ため、第4 期対策に鱒り組む協定集落に交 付金を交付し、中山間地の農業 を維持する。 ・15集落（14協定）で取組 �253，664 （市全体） 49，352 （温海分） �産業建設課 （農山漁村 振興課）‾ 

中山間地域等直接支払交付金事 業 

（継続） ��第4期対策（H27～H31） 

37 �中山間地農業の維持 �事業実施 団体 �国の甲山間地域等直撃頁払制質‾ に取り組んでいない地域におい て、共同活動による農業生産の 維持を通じて多面的機能を確保 するための活動に対して支援 し、中山間地の農業を維持す �1■，435 �産業建設課 

中山間地域等持続的農地保全支‾ 
援事業 （継続） ��る。 ・1集落で取組（′ト名部） ■（H28～H30） 

38 �中山間地農業の維持 �市‾ 事業実施 団体 �爆音機等の追い払い用機材の購 入費や狩猟免許鱒得に係る経費 の一部補助、サルの生息域状況 �17，097 �産業建設課 

有害鳥獣による農作物被害防止 対策事業 （継続）． ��調査や有害鳥獣の捕獲や追い払 いを行い、有害鳥獣による農作 物被害を防止する。 �（市全体） �（農政課） 

．39 �森林の維持と焼畑農業の継承 【まちづくり未来基金事業】 �事業実垂 �温海町森林組合が取り鱒む、温 海地域における皆伐跡地での焼 狸垂輿と車重林を支援し．森林＿ �4785 �‾産業建設課‾■‘【 、一‾“‾簡‾ �め循環システやの挿案を目指 

中山間集落モデル農林業実践事 業 （継続） ��す。 （計画期間：H27～H32（予定）） 

40 �中山間地農業の維持 �事業実施 団体 �地域全体で農地・農業用水路等‾ の保全管理を行う体制を整備す る共同活動と、土地改良施設の 長寿命化を図るための向上活動 に対し、交付金を交付し、中山 間地の農業を維持する。 �947，984 （市全体） 20，172 （温海分） �産業建設課 （農山漁村t 振興課） 

多面的機能支払活動支援事業 
（継続） ��・13集落で取組 

41 �地籍の明確化 �市 �菅野代地区r（沢口・川内調査 面積0．＿09嘘）の地籍簿及び地籍 図の作成によ■り地籍の明確化を 図る．。 （S60～H30） �709 �産業建設課 

温海地区地籍調査事業 （継続） 
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NO �事業目的 �キー－≡寒一 重‾‾．‾体‾ �車　業　内＿‾容－ �事業費 �担当課． 

事業名 

42 �林業振興施設の維持管理 �市 �温海温泉林業センターの適正な 維持管理により、利用者の利便 性の向上を図る。‾ 持定管理団体：温海温泉自治会 �5，980 �　　U 産業建設課 

林業振興施設管理事業 （継続） 

43 �林道の維持管理 �‾市 �路面が著しく損傷している林道 （八方峰線）の修繕及び路面補 修用の原材料を管理団体等に支 給し、林道の維持管理に努め る。 �2，035 �産業建設課 

林道維持管理事業・ （継続） 

44 �森林整備の推進 �事業実施 団体－ �集約化施業が困難な森林に対す る間伐施業を支援し、森林整備 の推進を図る■。 �17，543 �産業建設課， 

周伐実施推進事業 （継続） 

45‾ �森林整備の推進 �事業実施 一団体＿ �森林ゐ集約化施業の推進活動や 民有林の境界明確化事業に対し て支援し、森林整備の推進を図 る■。 �2，639 �産業建設課 

森林整備支援事業 （継続） 

46 �森林景観の改善 �市 1 �松くい虫被害木の伐倒駆除と松 く■い虫被害から守るための防除 （薬剤の葉面散布による防除）・ を行い、森林景観の維持・改善 を図る。 �923 �産業建設課 

森林病害虫等防除事業 （継続） 

47 �森林体験学習の推進 �市 �小学生から一般参加者、漁業者 などが参加し、森づくり活動や－ 森林学習活動等を行い、森林の 大切さを伝える。 ・天塊山森林自然教室 ・鼠ヶ関小学校森林環境教室 ・サラリーマン林太郎 ．・ねずがせき魚の森づくり活動 �1，063 �・産業建設課 

森林環境教育推蓮事業 （継続） 

48・ �特用林産の振興と中山間地域の 活性化 �・事業実施 団体 �JA庄内たがわ温海支所（園芸振 興部会）が早田地内に′ト規模作 業道を開設するため、その事業 を支援し、早田孟宗の生産振興 を図る。＿ �1，012 �産業建設課 

作業道開設事業 （継続） 
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NO �事業’目的 �畢一葉■・ ：主＿体‾‾一一 �■■療 � �‾ヽ　′・⇒ 

事業名 ��畢∴翠一一二申一一等＿㌻ �＝：事業費：－ �一・＿担彗課‾ 

49 �森林整備の推進 �庵 �山形県の代行事業として、槙代 と早田を連結する新たな林道を 開設し、森林整備の推進を図 る。市は、事業の進捗に応じて 用地取得の丈量測量と用1也事務 を行う。 ・（計画期間：H28～H37） �17，578 �・産業建設課 

林道念珠関線開設事業 （継繹） 

50 �港内の静穏度の向上 �市 �老朽化した大岩川漁港の防波堤 改良工事を行うことで、＿漁港内 の静穏度を向上させ出漁時の安 全性の向上と出漁回数の増加を 図る。 �63，358 �農山漁村振 興課 

大岩川漁港防波堤改良事業・ 
（継続） ��・（計画期間：H27～H30） 

51 �産業振興 �事業実施 一団体 �国の伝統的工芸品に指定されて いる「羽越しな布」の後継者の 育成、需要の拡大等に資する取 組みを支援し、伝統技術の継承 や販芦額の拡大による、しな織 �350 �産業建設課 

伝統的工芸品振興事業 
（継続） ��の振興を図る。 

52 �観光振興 �事業実施 団体 �あつみ観光協会の運営及び協会r が行う観光宣伝、誘客等の各種 事業を支援し、温海地域の観光 振興を図る。 �3，877 �産業建設課 

あつみ観光協会振興事業 （継続） 

一一与3→ �観光振興 �事業実施 ‾‾‾団帯▼‾十 �温海旬御膳なぞ、あつみ温泉街 で展開さ拠卑着地型観光事業を �一一575 �産業建設課 
支援■し、温泉街の賑わい創出と 観光誘客を促進する。 

にぎわいのある温泉街創出事業 （継続） 

54 �観光振興 �幸美実施 団体 �足蕩カフェ「チットモッシェ」の 芸諾空讃蓮・し㌣霊墓誌冨震 わいづくりの拠点となる施設の 維持に努める。 �10，000 �産業建設課 
【新規】 【まちづくり未来基金事業】 あつみ温泉街賑わいづくり拠点 施設整備事業 

55 �観光振興 �事業実施 ‾団休 �マリンバてクねずがせき海水浴 場の安全確保及び危険防止を図 るための対策を支援する。 �716 �産業建設課 

海水浴場事故防止対策事業 ．（継続） 
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NO �事栗目的 �＿事業 主体て �事．業　内‾・琴 �．辛夷鼻∴ �担当課・； 

事業名 

56 �観光施設の維持管理r �市 �観光施設の修繕により、施設の 維持に努め、琴客を促進する。 ・傘珠の松庭園頬杖支柱修繕 ・木野俣地内観光案内標識修繕 �340 �産業建設課 

【新規】 【まちづくり未来基金事業】● 観光地美化整備事業 

57 �地域振興、活性化 �市 �温海二地域が単なる通i臥烏となら ないよう、地域活性化のツール として地域経済の活性化や雇用 の創出、．交流人口の拡大が図ら れるよう整備する。 ・現況測量 ・用地測量 �－29，548 �都市計画課 

日沿道新潟県境区間IC周辺休 
憩施設整備事業（継続） ��・造成基本設計 ・運営計画桧討業務 

58 �温泉街の景観の向上 �市 �温泉街の景観を維持し、来訪者 の満足度の向上を図る。 ・庚申堂湯見ケ代線 （かじか通り休憩施設修繕） �1，000 �産業建設課 

【新規】 【事ちづくり未来基金事業】 道路維持事業 

．59 �道路の維持管理及び生活環境の �市 �交通安全施設を整備し、通行す �2，131 �産業建設課 

向上 ��る車及び人の安全を確保する。 ・鼠ヶ関駅裏通線 （ガードパイプ更新） ・温海22号線 （ガードレール更新）・ 

交通安全施設整備事業 （継続） 

60 �道路の維持管理及び生活環境の 向上 �市 �市道の維持修繕により、通行す る車及び人の安全を確保する。 ・温海22号線（駐輪場の撤去）r ・早田9号線 （側溝・排水路整備） ・小名部′ト国線 �5，850 �産業建設課 

道路新設改良事業 
（継続） ��（側溝・排水路整備） 

61 �橋梁の改良等による交通環境の 向上 �や �橋梁の改良等により、通行する 車及び人の安全を確保する。 ・岩川橋（橋梁架替、用地買 収、物件移転補償） ・向田橋（橋梁撤去） �82，＿740 �産業建設課 （土木課） 

橋梁新設改良事業（交付金） （継続） 

62 �道路の維持管理及び生活環境の 向上 �市 �市道の維持修繕により二通行す �83，720 �産業建設課 （土木課） 

る車及び人の安全を確保する。 ・配水池通温海岳線道路改良 （継続） ・早田9号線道路施設改良 

【新規・継続】 
道路公共事業（過疎地域自立促 進事業） ��‾（新規）■∴■1 
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－NO �事業骨的＿－ �事＿葛：＿‾ 主‾体‾ �車菓二一一・料一一一奉＝ � �一担当喪‡…三 � 

事業名 ��� 

63 �景観整備及び賑わいづくり �市 �旅館青年部が中心となって取り 組む、あつみ温泉の賑わいづく りの活動に対し、アドバイザー からの指導・助言の機会を設 け、効果的な取組みとなるよう， �265 �産業建設課 � 

温海地区まちづくり事業■ 
（継続） ��支援する。 

64 �公園管理 �市 �温泉街の観光スポットである 「あつみ温泉ンミラ園」の適正な 維持管理を図る。 �1，914 �産業建設課 

温海温泉バラ公園管理事業 1（継続） 

6．5 �公園整備 �市 �温海公園内の木柵及びベンチの 修繕により、利用者の安全性，・ 快適性の向上を図る。 �690 �産業建設課 

【新規】 【まちづくり未来基金事業】 温海公園修繕事業‘ 

66 �公園整備 �市 �温泉街の観光スポシトである 「あつみ温泉バラ園」を整備す ることで、子供から高齢者まで 快適に散策できる環境整備を目 指す。・ ・温海公園測量設計業務 �5，000 �産業建設課 

【新規】 【まちづくり未来基金事業】 温海公園整備事業、 

氏7 �消防施設新嘗改良事業 ・一一一、－－L－ �希 �消防施設の充実のため、山五十 川・R｛⊥劇ヒ■お騰†書芸mi一・■一人ニーと � �。戯泰弘－＿ 

消防施設新嘗改良事業 � �・三・‘－■・1■■t六・・・． （工事は平成31年度の予定） � �警防魂 � 
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平成30年度　地域まちづくり未来事業（温海地域）

≡■季草野谷‾宰 

まちづくり未来事業計画の策定 �266 �地域振興懇談会の開催　　　　　　　　　　　266 

地域コミュニティ活動の強化と活 動拠点の機能充実 �5，400 �公民館類似施設整備等　　　　　　　　　　5，400 

農林業の振興 �5，055 �焼畑温海かぶ栽培・再造林モデル事業　　　4，815 

小ロット農産物集荷システムの整備　　　　　　190 

温海地域在来作物（越沢三角そば）の振興　　　50 

観光の振興 �17，740 �あつみ温泉賑わいづくり拠点施設修繕　　　10，000 

あつみ温泉葉月橋通ベンチ修繕　　　　　　1，000 

あつみ温泉集客イベント「せせらぎの能」の開催支援　1，900 

朝市広場を活用した賑わいづくり　　　　　　100 

あつみ温泉街桜の植樹（更新）　　　　　　　4，400 

観光施設修繕　　　　　　　　　　　　　　　340 

交流を核にした地域振興 �4，400 �あつみ体験旅行の推進　　　　　　　　　　　2，900 

関川地域活性化イベントの開催支援　　　　　300 

都市農山村交流拠点施設の修繕　　　　　1，200 

都市公園の整備 �6，690 �温海公園木柵及びベンチ修繕　　　　　　　　690 

温海公園のトイレ修繕　　　　　　　　　　1，000 

ばら園改修に向けた測量設計　　　　　　　5，000 

公用財産の環境整備 �3，970 �温海庁舎の修繕等　　　　　　　　　　　　3，970 

合計 �43，521 � 



地域まちづくり未来事業

く温海地域〉
●関川地域活性化イベント支援
事業

●桜の植樹（更新）やバラ公園の改
修等を通じたあつみ温泉の振興

●体験旅行撼進事業への支援など
交流を核にした地域振興

●地域コミュニティ活動の強化と
活動拠点の機能充実　等

4，352万円

11 広報つるおか　平成30年度予算特集

く朝日地域〉
●食と六十里越街道トレッキン

グ連携事業

●自然などの地域資源を生かした
観光誘客の促進

●安心安全な登山を支援するデジ
タル簡易無線の導入

●山の恵みを生かした複合農業の

2，955万円
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平成30年度に策定する計画

・鶴岡市第2次総合計画（10年間：平成31年度～40年度）

・地域振興計画（同上：5年毎見直し予定）

・地域まちづくり未来事業計画（3年間：平成31年度～33年度　以降ローリング）

【地域まちづくり未来事業計画とは？】
・人口減少に立ち向かう、真に地域振興に資する「地域まちづくり事業」。

・平成31～33年度 業を明示。

→地域庁舎の総力を発揮し、地域や若者の意見を聴取したうえで、「地域が

元気を出せる事業」「人材づくり」「具体性」を重視。

・その事業の財源として、国や県の補助金等の他古

を充てる。

〈重視すべき視点〉 

◎地域が主体的に活動できる事業 

◎地域の特色を生かした独創的企画 

◎実効性のある特定プロジェクト　…etC． 

鶴岡市揺合計商・地域振興計画・未来事業計画関係イメージ固く素案）

新地域振興計画

施策の基本方針 � 

具体的な展開方策 �『 

まちづくり未来事業計画 

総合計画

・r基本構想」において、鶴周市としての地域振興の基本的な考え方と各地域の地域振興の方向性について記述
・r基本計画Jにおいて、各地域の施策の基本方針と具体的な方策について記述

イ実施計画」において、各地域の具体的な方策について記述

※新総合計画の体系については今後統一的に検討されるため、地域振興計画の位置づけも変わる場合があります。

1



計画策定フロー

【温海地域振興計画（H26～H30）の評価検証】

1　あつみ温泉の振興

2　海1水産業を活かした地域振興

3　交流を核にした地域振興

温海地域振興計画（案）

温海地域まちづくり未来事業計画（案）

12月目途

鶴岡市第2次総合計画

◎基本構想

本誌の目指す都市像

まちづくりの基本方針

◎基本計画

基本構想に沿った施策

の方向、主な施策

◎実施計画

具体的な取組み、事業

地域まちづくり未来事業検討

会議

（年2回程度開催予定）
※まちづくり未来事業候補に
ついて全体的な意見交換

温海地域振興計画

◎これから目指す方向性
→施策の基本方針

→具体的な展開方策

3月策定

温海地域まちづくり未
来事業計画
◎実施計画

2月までまとめる

H31事業については、先行

して予算要求

2
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全市及び温海地域の年齢階故別人口比較（同一年齢膚単純比較）

（平成17年、27年限勢納査）

壇濾峯（H �17⇒27） �� 

隼齢 �　　l 全市（輿）言全市【女） ��濃濃（勢） �濃濃（女） 

0～4 �－25．8肌 �l i ；－17．35兄 �－50．30㌔ �l 豊－33．33％ 

5－9 �－22．7さl �喜　一22．05l �－47．24l �－34．… 

10一一14 �－19．8肪 �圭　一24．42％ �－31．91％ �－38．801 

15一一10 �－17．23l �－20．1溝 �－39．13■ �，一寸4．321 

20■－24■ �－24．50％ �－2乱7汎 �－56．08■ �上側17％ 

25－29 �－2．4咄 �【 1－27．8咄 �－47．87l �】 i－49．72％ 

30－－34 �－24．50≠ �i 竜一25．88㌔ �－38．2咄 �－44．9（≠ 

35～39 �　　f 1）．11射　－10．31％ ��－17．別粍 �－38．02％ 

40～44 �　　暮 0．7鮪き　－5．7弧 ��－17．021 �l ！一一32．m 

45・－40 �－20．4肌 �竜　一18．35ヽ �一●l．7溝 �－2も．81㌔ 

50■－54 �湖．脚巨21朋 ��－41．13％ �－35．88ヽ 

55～50 �－18．151 �t j－15．8仇 �－18．8加 �【 書－38．55％ 

00～64 �28．1凱 �l i9．52～ �8．1鍋… �l 　－3．90％ 

15－8l �25．00九 �i　o．75ヽ �川．881 �－0．491 

70一一74 �－13．関根　－17，12㌔ ��－15．82ヽ �．－29．61％ 

75－70 �－7．01l �要　一8．別は �＿13．88ゝ巨22．83先 

80－84 �46．36％ �呈　21．2肌 �12．7鍋 �l …　2（し57ヽ 

85■－89 �　　盲 朋．22tt �縛．鍋 �　i 61，11％董　48．081 

90～84 �72．1飢； �71．28％ �　　王 110．53％！88．36も 

15・一錮 �123．00≠竜　99．紺 ��1伽．醐上紙m 

100～ �1伽．00ヽ星155，5餓 ��　！ 0．㈱ �i150．∝粍 

【グラフの見方】
平成17年と平成27年の同一年齢層の単純比較を表したグラ

フ。

【コメント】

平成27年に「60・－69線Jの人口、いわゆる団塊の世代といわ

れる年齢層は、全市、温海地域とも、平成17年の同一年齢層よ

りも多い。

80歳以上の人口は、平成17年よりも平成27年の方が多く、平

均奔命が延びていると患われる。



全市及び温海地域の年齢階級別人口増減率（10歳経過後の比較）

（平成17年、27年頭勢鋼査）

増減塞（H17＋10⇒27） 

：I】 �全市（舅） �▲　一批 �温濃（舅） �喜濃濃は） 

0～4 � � � �宣 l 

5∠も � � � �墓 

10－14 �－1．07号 �－1．別姓 �－3．03■羞　増．3台t 

15～10 �－2．88％ �－18．53％ �－29．8鍋 �－23．4亜 

20一一24 �－30．35％ �－44．7講 �－72．34≠ �ナ87．441 

25－29 �－33．54％ �巨23．醐 �－52．17％ �－86．29％ 

3〇一34 �5．2畠≠雇 �ilO．鍋 �一色08％！－7．89l 

35一一39 �0．34九 �－2．211 �－19．1用 �l i－23．73％ 

40一一41 �－0，4軌 �I i－4．24l �－10．55l �一〇．引用 

45～側 �－2．71ヽ �！一1．9訊 �－5．83％ �1 　－4．27％ 

50－54 �－1．81％， �－2．56ヽ �－11．00～ �き ！一飢51≠ 

55■－59 �　l －3．11扉 �－1．61l �－2．85九 �－7．81％ 

60■一84 �－4．12％、 �－2．32も �－8．17～ �l 童　－8．78≠ 

餌一拍 �－8．12一室 �－3．29≠ �－10．49も �l 至　－2．0軌 

70－74 �　‡ 一日．07射 �－5，m �－8．1嶋 �－5．2汎 

75一一70 �－20．34％． �一書．＄9％ �一相．61％． �－10．1肪 

80～糾 �－35．7鍋蓋　－17．6仇 ��－42．0鍋 �－21．12％ 

85－的 �ー58．71％ �－33．48≠ �－82．21％ �－40，59％ 

00一〇4 �　1 －7乱7鮪i �－58．40㌔ �－70．74兄 �－81．0肪 

粥～紳 �　l 一犯37裏 �－79．47l �－94．44九 �一糾．1鍋 

1∝トー �　　戸 一粥．77％‡ �ー02．88l �一糾．741Ⅰ �l 　－92．421 

【グラフの見方】

平成17年のr10－14歳」に区分されていた人口が、10年経

過後（20～24歳）にどう変化したかを表したグラフ。

【コメント】

平成17年にr20～24歳」の人口と、平成27年に「30～34歳」

の人口を比較すると、全市ではプラスになっている。

温海地域は、どの年齢階層においてもマイナスとなっている。



資料No．6

これからの10年で温海地域の活性化に重視したい
着眼点（例示）

①あつみ温泉の振興
【施策の方向性の例】

（1）温泉街のみならず他地域や他産業と連携した施策の展開

（2）歩いて楽しい温泉街を具体化する環境整備

（3）増加する外国人観光客に対するおもてなし

【具体的な施策の例】

（1）庄内で唯一の「ばら園」の再生

（2）朝市広場の賑わいづくり

（3）空き店舗貸出制度の創設

（4）温泉街桜の植樹（更新）

（5）web環境の充実とキャッシュレス環境の整備

【評価指標の例】

（1）定点調査しているあつみ温泉入込客数

②交流を核にした地域振興
【施策の方向性の例】

（1）体験型・滞在型旅行や教育旅行の誘致拡大に向けた体制整備

（2）交流拠点施設の環境整備と機能の充実

【具体的な施策の例】

（1）地域おこし協力隊の受け入れ

（2）伝統産業を活用したイベントの開催

（3）交流拠点施設のリニューアル

【評価指標の例】

（1）体験旅行等受け入れ人数、参加人数

③日沿道全線開通及び地域特性を活かした地域振興
【施策の方向性の例】

（1）新道の駅（仮称）を活用した農林漁業の活性化

1



（2）新たな立ち寄り素材の磨き上げ

（3）在来作物など食をキーワードにした農業振興

（4）循環型農林業の推進

【具体的な施策の例】

（1）′トロット農産物等集荷システムの整備

（2）恋する灯台を活用した集客イベントの実施

（3）焼畑温海かぶや越沢三角そばの生産拡大支援

（4）焼畑温海かぶ栽培・再造林モデル事業

（5）林道念珠関線の開設

【評価指標の例】

（1）農産物等集荷数の実績

④若者・子育て世代が活躍できる地域社会の構築
【施策の方向性の例】

（1）地域特性が不利にならないような環境整備

（2）子育て世代が地域に定住できる環境整備

（3）若者の結婚に対する意識改革

（4）若者がチャレンジできる環境の創出

【具体的な施策の例】

（1）遠距離通学高校生に対する支援制度

（2）延長保育の拡大

（3）病児保育、日曜・祝日保育の体制と環境整備

（4）保育士移住定住奨励施策

（5）きめ細やかな保育体制構築支援

（6）男性のスキルアップ研修の実施

（7）空家を活用した企業誘致（IT関連産業等）

【評価指標の例】

（1）国勢調査又は住民基本台帳における人口

⑤超高齢化社会を見据えた住みよい地域社会の構築

2



【施策の方向性】

（1）高齢者が活躍できる場の創出

（2）温海地域出身者がUターンしやすい環境整備

（3）高齢者の移動手段の確保

【具体的な施策の例】

（1）集落ヘルパー制度の創設（集落訪問と自治会等事務支援）

（2）コミュニティ交通の実証試験と制度化の検討

（3）新たな情報伝達手段の検討と構築

【評価指標の例】

（1）国勢調査又は住民基本台帳における人口

⑥持続可能な地域環境と郷土愛を育む地域環境の構築
【施策の方向性】

（1）郷土愛を育む社会教育活動の充実

（2）持続可能な自治会活動の構築

【具体的な施策の例】

（1）集落活動における世代間交流活動を活発化支援

（2）自然エネルギーを活用したコミュニティ施設等の経費抑制支援

【評価指標の例】

（1）国勢調査又は住民基本台帳における人口

この資料は、事前に担当課と調整したものではなく、庁舎内プロジェクト会 

議や鶴岡まちづくり塾温海グループなど若手の市民との意見交換の内容を整理 

し例示したものです。 

今後、地域振興懇談会や市民・団体の意見を聴取し、担当課とも調整を図っ 

たうえで計画案として再整理するものです。 
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（参考）

これからの10年で鶴岡市のまちづくり

に重視したい着眼点

○挑戦でき、人をひきつけ投資を呼び込める環境の
I　整備

［文化や伝統など確立されたものを大切にしつつ、新しいことに挑戦ができる環境、人を惹き
つけ投資を呼び込める環境が発展につながる］

〇人づくりによる人材の確保
［郷土愛を育てることで定着を図りながら、魅力ある教育の実践がより多くの人材の確保につ

○交流人口を増やす施策の実施
［様々な人の受入れを進めるとともに、あらゆる施策で市民の満足を高め、他所にいかなくて
もすむ生活を実現すること、交流人口を増やすことが人口減少社会の対応につながる］

○若者・子育て世代、高齢者、障害者に配慮し、誰も
が活躍できる地域社会の構築
［若者、子育て世代に選ばれるまちを目指すとともに、高齢者、障害者に優しく、誰もが活躍で
きる社会の構築が地域の発展につながる］

○内的豊かさを重視し豊かな自然と歴史、文化を伝承
［精神的な豊かさの実現を見直し、特有の自然、文化、歴史を大切にすることが地域の価値を高
め、発展につながる］

O「循環」をキーワードとして重視
［人やエネルギーなどの循環はもちろん、あらゆる施策で循環を意識することで円滑な社会の発

○対応から本格的国際都市へのシフト
［地方都市においてはグローバル化、国際化への対応にとどまらず、より本格的な国際化に踏

み込むことが創造的な社会づくりにつながる］

○コンパクト＋ネットワークによる自立分散型社会
の実現
［コンパクトなまちづくりを進め中心市街地の空洞化の防止をはかるとともに地域の個性を

活かすためネットワークの構築をはかることが自立分散型のまちづくりにつながる］

○オンリーワンを目指すプロジェクトの実施
［個性を重視し、質の高い未来志向のプロジェクトを実施することが具体的で市民にわかりや
すい計画づくりにつながる］
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