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第２次鶴岡市総合計画市民説明会 会議概要 

 

日時：平成３１年１月２７日（日曜）１４：００～１６：１５ 

場所：鶴岡市先端研究産業支援センター D棟レクチャーホール 

 

 

【開会】進行（審議会事務局） 

【市長あいさつ】 

次の計画がスタートする平成３１年度は平成から次の時代に変わる年度、新しい年から次の

１０年間の鶴岡のまちづくりの計画がスタートします。それが今大詰めのところに来ています。 

この計画の策定にあたっては、行政だけで議論を進めたものでないことが特徴になっていま

す。この計画の文章を練り上げていく過程では、多くの市民の皆さまに市民ワークショップと

か、審議会並びに専門委員会という形で参画いただいて議論を積み上げてきました。 

鶴岡市は、単純ではなくて、実に多様です。自然環境も多様で、産業も非常に多様、歴史文

化、これも非常に多様なものがあります。住んでいる市民の方々も多様な、障害のある人、な

い人、様々いらっしゃる。そうした市民の皆さまが住みよいまちにしていく、そのまちづくり

は、行政のほか、大学とかの先生の知恵をお借りしていますが、これだけでできるものではあ

りません。やはり市民の皆様が、こういうまちにしていきたい、自分の地域ではこういうこと

に取り組んでいるということも計画に取り入れてまいります。その計画案を市民の皆様に説明

し、取り入れられるところはさらに取り入れ、３月には、市議会の承認をいただいた上で、新

しい時代の総合計画を仕上げていきたい。 

今、人口減少ということで、どの自治体も非常に悩んでいますが、鶴岡市には本当に素晴ら

しい資源がたくさんある、そういう前提でこれからのまちづくりを描いています。市民の皆様

の声をさらに反映させ、そして、この計画をつくって終わりということでは当然ありません。

これがスタートになっていきます。私たち行政も一生懸命やりますし、市民の皆さまと力を合

わせて、それぞれの分野でこの計画の実効性を高めていくように取り組んでいきたい。 

まちづくりというのは、私は楽しいものだと思っています。これからのまちづくり、鶴岡市

には必ず夢がありますし、この 10 年でさらに発展していくと私は確信していますので、皆様

と共に計画を最後まで練り上げる努力をし、４月から新しい計画をスタートさせてまいりたい。 
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【第２次総合計画説明】（審議会事務局） 

【意見・質疑応答】 

１）参加者：まちを活性化する「SDGｓ」の意味は。 

〇事務局回答：持続可能な開発目標（SDGｓ）。国際連合のサミットで課題項目として設定

された国際目標としています。 

〇参加者：意味がわからない人間もいるので、できれば、注釈や説明などをつけてはどうか。 

〇事務局回答：配慮してまいりたい。 

 

２）参加者：これを全部やっていたら予算も足りないし、何を中心に据えるのか、大事なこと

がわからなくなるのではないか。たとえば、奨学金制度をつくっても、若者が戻ってくるか

どうかはわからない。具体的に述べてもらって、どこかに重点を置かないと難しいのではな

いか。 

〇事務局回答：パブリックコメント期間なので、意見についてのコメントは差し控えたいが、

総花というお話がありましたが、市の行政は多様な分野を預かっているので、どれも欠か

せない仕事として取り組んでまいりたいと考えて作成しているということだけお伝えし

たい。 

 

３）参加者：この計画は鶴岡市議会を通さなくてはならないとお聞きした。聞くところによる

と、「ほんとうの豊かさ」とは何かというところと、「毎日、おいしい。」というのはどうい

う意味かと市議会の中で話題になったとのことだが、そういう部分に疑問を持っている方が

いると。そうした議会を通すのは、何月議会かお聞きしたい。 

〇事務局回答：総合計画は基本構想の部分についてのみ議会での承認が必要になります。概

要版の１枚目の部分がそれにあたります。その基本構想の中の「めざす都市像」に「ほん

とうの豊かさ」があり、議決を要する対象になっています。キャッチフレーズの「毎日、

おいしい。ここで、暮らしたい。」も基本構想の一部を構成しています。今日お集まりの

皆さんからもたくさんの意見やご賛同、あるいはそうではないという意見があればいただ

きたい。（市議会には、今年の３月定例会に上程予定。） 

 

４）参加者：人口が増加する要素が見えてこない。外国との交流や観光でももっと広くよそか
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ら人が来てもらうようにした方がよい。具体的な産業の振興が大事。このまちで食べていけ

ないということがある。よそに人が出て行ってしまう。観光ももっと幅広く、むしろ、この

街だけでは無理ではないか。鶴岡が主体的になって、俯瞰的な見方で対応してほしい。 

〇事務局回答：貴重なご意見として承りたい。 

 

５）参加者：キャッチフレーズはみんなそう思っているし、感じている。でも暮らせない。そ

れは何か考えてほしい。結局ここで仕事がない。暮らせなければどうしようもない。鶴岡に

仕事がないと出て行ってしまう。慶應の関係で鶴岡市に来た人にここで暮らし続けたいか聞

いてみた。ここでは子育てが出来ないので暮らし続けられないとの返事があった。そうした

状態ではなかなか難しいと思う。住みたいけど住めないという人は大勢いる。そこら辺りを

深く掘り下げてもらいたい。 

〇事務局回答：大綱のなかにもいくつかの方針があります。あるいは取組の方向性も記載し

てありました。紙面や時間の関係で伝わらない部分もあったかと思うが、様々な課題を把

握しながら、施策を組み立てていきます。また、具体的な取組などアイディアがありまし

たら、ぜひ市役所までご提案いただきたい。 

 

６）参加者：高校のテーマで、高校生が考える鶴岡市の総合計画というものをやっています。

今回 10 年スパンで考えていくということだが、１０年だけで達成できないこともあると思

う。１００年後や２００年後という、大きなスパンで考える大きな目標というものはあるか。 

〇事務局回答：鶴岡市では、現在そのような大きな計画は持ち合わせておりません。 

 

７）参加者：今の話を聴いていると、基本的に街が大きくならなければ発展しない、経済が良

くならなければだめだと、全部大きくなることが前提になっている。しかし、大きくなるこ

とは良いことなのか。平成の大合併で市町村が大きくなったが果たして本当に良かったか。

自分はすごく疑問を持っている。市議会議員で、酒田市と一緒になった方がいいのではない

か。あるいは庄内市にした方がいいのではないかという意見が出ているが違うと思う。行政

を大きくするほど末端は切られる、目が届かなくなる、大きい所ばかり発展する。それは市

民にとっては納得できない。大きくなって発展していくことばかりがいいことではない。人

口動態をみても何十年後かには人口が半分になる。予算はその時にどうなるか。買う人口も
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つくる人口も減る。その時に大風呂敷を広げられるか。税金を我々はそんなに払えない。も

っと市民生活に密着した形での土台を組んでいかないと、違うのではないかということにな

る。（意見として発言） 

 

８）参加者：都市像の基本的な考えがよくわからない。「ほんとうの豊かさ」とは何なのか。

これを議論してから始まったのか。「みんなが暮らしやすい」とはどういうことなのか。「創

造」とは、「伝統」とは何なのか。これも議論になったのか。お聞きしたい。 

〇事務局回答：ただ今のご質問は、総合計画の冊子の説明のなかには書いてありますが、時

間の都合があって割愛させていただき、次の車座トークのなかでお話させていただきます。

ご意見の方は、パブリックコメント期間中なので意見シートにいただきながら、その後、

お答えさせていただく手続きにさせてもらいたい。総合計画は市全体の計画なので、あら

ゆる分野について記載しています。詳細な実施計画については今後策定され、皆さんから

いただいた貴重な意見は今後反映されるものもありますのでご理解いただきたい。 

 

〇市長：ただいま頂戴したご意見・ご質問について、市職員が直接答えるのは難しい部分があ

ると思いました。皆さんから個々の分野のことについて聞かれているので、私が答えないと

いけないと思うので少しお話させていただきます。 

最初の SDGｓですが、これは国連が持続可能な開発目標として掲げたもので、これを今、

全世界的に取り組んでいます。鶴岡市のなかでも青年会議所（JC）さんがこれに取り組んで

いくということにしています。何か持続可能な開発目標というと難しい感じがしますが、国

連が掲げた言葉で、一言でいうと「誰一人取り残さない」。先ほど貧困という話があったが、

この地球上では先進国だけの世界ではない。途上国もある。そのなかで誰一人取り残さない

という持続可能性を目指しています。それを地域レベルでも、例えば、パラリンピックがあ

る、ほかに女性の参画とかもある。あるいは食文化創造都市自体も、持続可能なまちづくり

そのもの、種をつないでいく、そうした地域としての SDGｓに取り組んでいきます。その

解説も計画の本編の方には記載していますが、この概要版では分量が足りないので載せてお

らず、恐縮しております。 

２つ目は、重点をどこかに置きなさいとのことでした。これにはいろいろな考え方があり

ます。計画に分野横断的な未来創造のプロジェクトを設定しています。これは市役所の組織
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を分野横断的に取り組んでいくもので、その点では重点的な分野を示していると思います。

どこが重点なのだという議論は、計画を策定していくと必ず出てくるものです。皆川市長の

やりたいことは何だと。ここは申し上げておきたいが、こういう分野が重点になってくるも

のだが、おそらく、自分がやっている分野がここに入ってきていない、そういう不満がある

方もおられると思います。それだけ市民の活動が幅広く、また、市役所の仕事の性質上、非

常に幅広い人、幅広い分野が関わっています。ここに出ている部分は、これまでの市長さん

から、重要な部分は引き継ぎながらも、今の課題を入れて、鶴岡市の強みを伸ばしていける

ような部分を示しています。この具体化のために、各種予算等を講じて実行していきたい。 

３つ目の質問は、議会との関係ということでありました。「ほんとうの豊かさ」とか「毎

日、おいしい。」とか載せていても、議会承認のプロセスがあるだろうと、それはその通り

で、議会の方にも全員協議会ということで、これまでも何度か説明をしており、ご意見も頂

戴しています。大きなところでは、審議会、これは市民の方々が議論をした成果なので、方

向性としては反対という声は伺っておりません。ただし、いろいろなご意見をいただいてい

るので、本日の意見も踏まえて、最終的な承認に向けて取り組んでいきたい。 

４つ目のところが、人口を増やすということで、必ずしも大きいことがいいことではない

との意見もありましたが、人口減には歯止めをかけていく、できるだけ緩やかにしていくこ

とは、必要なことだと思いますので、その点にしっかりと取り組んでいくようにしています。 

高校生の方の意見の１００年後、２００年後の計画について、本当に素晴らしい視点だと

思います。ただ、１００年後にどうなっているか、これを明確に言うのは難しい。少なくと

も、創造と伝統ということを大事にしていきたいと言っていますので、伝統的なものも残し

ていきたいと思っています。一方で、伝統的なものだけ守って行けば良い訳ではなくて、そ

れでは市の発展に制約が出てくると思うので、創造的な部分も一緒に残していく。ですので、

城下町、出羽三山などがありますが、これを１００年後にもしっかりと継承していきたいと

思いますし、これを通じて人を呼び込んだりすることにも取り組んでいきたい。１００年後

は、あなたの子供の時代になるかもしれないが、ぜひ１００年後の姿を皆で考えていただい

て、私共も一緒に考えていきたいと思います。 

それから、全部大きくすることは良くないとの意見だったが、これが「ほんとうの豊かさ」

にも関わってくる話だと思います。また、「ここでは暮らせない」のではないかという話も

ありました。確かに人口減少に鶴岡市も直面していて、甘い話ばかりはできないと思うが、
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でも、私は鶴岡が非常に魅力的なまちだと思います。今まで、私は東京、福岡、アメリカ・

シカゴと３か所で暮らしましたが、やはり鶴岡市が一番いいと思っています。その細かい話

をここでする時間はありませんが、私は悲観的にはなっていません。このまちの資源を生か

せば、人口を維持しながら、さらに発展の芽を大きくしていけば、市政を発展させていくこ

とができると思っています。 

最後の方のご質問で、「ほんとうの豊かさとは、創造、伝統とは何だ。」という質問があり

ました。何となく、皆さんあれだろうなと思うところがあると思いますが、ぜひ、それぞれ

のお考えを出していただき、考え方は多様だと思いますが、そんなに大きなズレはないと思

います。ほんとうの豊かさとは、金だけあればいいのかというものではないし、精神的な豊

かさがあるのが鶴岡だろうと思います。また、新しいものや伝統的なもの、それぞれがどれ

を残していきたいか、皆さんの中にあるかと思います。そういったところは意見をお出しい

ただき、私どもの施策にも反映したいと思います。 

 

【車座トーク】（進行：伊藤眞知子 総合計画審議会長） 

○伊藤会長：私の印象としては、「多様」という言葉が多く出てくる計画になっていると思う。

審議会自体は、スリムに、また、若い方が委員に多くなった。議会からも、産業界からも委

員が参加した審議会だった。 

【これまでの経過（伊藤会長より説明）】 

○清野康子 企画専門委員会委員：市民感覚で、中学生、高校生でもわかりやすいものをとい

う感覚で臨んだ。人口減少ということだが、市民の方々が一人でも（計画に）興味を持って

もらえたらいいなという思いで参加していた。 

○大橋由明 審議会委員・企画専門委員会委員：審議会では、世界の視点から鶴岡の立ち位置

を捉えることを心がけた。市を客観的に、外から見たらどういった魅力があるのかを半分よ

そ者の目としてとらえ、考えてきた。 

○重松美鈴 審議会委員：農業従事者のパワーアップ、耕作地を改善し、次の世代にバトンタ

ッチしたいと考えてきた。若い人もそうでない人も、大きい所も小さい所も、新しいことに

チャレンジできる計画になっていると思う。若い人たちにこのことを伝えたい。 

○平智 審議会副会長・企画専門委員会委員長：審議会、委員会の定員がスリムになったこと

はとても効果的だった。また、委員に女性が多かった。発言の総量では女性の方が３：２く
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らいで多かったと感じている。計画の策定にKJ法を取入れた。これは、テーマについて皆

でいっぱい意見を絞り出して、まとめたものを総合計画に取り入れてもらった。市民ワーク

ショップ、鶴岡まちづくり塾などで意見のまとめを実践してきた。底辺から意見を積み上げ

（ボトムアップ）してきたものなので、この計画には出された意見や気づいたことのほぼ全

てが取り入れられている。だから、計画は総花的になって当たり前と思っている。それだけ、

多様な人の意見がまとめられているので、あとは、それをどのように計画の実行に移してい

けるかが、これからの知恵の絞り方になる。総合計画はそれらが書かれている基になってい

るものという認識で見てもらえたらいいと思う。先程から話題になっている「ほんとうの豊

かさ」や「キャッチフレーズ」では、皆さん色々な事を考え、意見をお持ちになっていると

思う。その辺りも、今日は意見を共有したり、交換したりできたらいいと思っている。 

 

【委員同士の意見交換】 

〇会長：清野委員から、企画専門委員会でキャッチフレーズをつくろうということになった、

きっかけなどについて。 

〇清野委員：会議の３回目くらいに計画のキャッチフレーズを考えてきてくださいという宿題

が出た。皆で持ち寄ったがピンとくるものがないということでそのときは終わった。その後、

市民ワークショップもあって、その意見なども聞きながらまとまっていったと思う。キャッ

チフレーズが決まるまで宿題があり、ずっと気が重かった。鶴岡だから、「だだちゃ豆」で

「まめに暮らす」とか考えていた。 

〇会長：平副会長はキャッチフレーズをつくりたいという考えはずっとあったのか。 

〇平副会長：総合計画は誰のものか、市民みんなのものだろうと。だが、若い人にはなじみが

薄い。身近にない。それをどうしたら近づけられるか。不思議なキャッチフレーズをつけれ

ば、皆考えるかもしれない。些細な事でも考え始めるきっかけになればいいというような考

えだった。ただ、その意味については、私個人的には説明するものではないと考えている。

それぞれの立場で捉えてもらって、こういうことが大切なのではないか。おいしいと言って

も単に食材のことだけではない場合もあるだろう。ここは空気もおいしいぞ。風景も素晴ら

しい。おいしい風景と言えるのではないか。広がりをもってもらいたい。その考えを持つと

いうことは、自分が考え始めている、自分が暮らす街のあり方を考え始めていることになる

だろうと、やや策略的かもしれませんが、そのようなことから今回キャッチフレーズをぜひ
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設定したいということで企画専門委員会に提案したら、委員皆さんから「よし、考えよう」

となって、皆が持ち寄った中からこれが選ばれて残ったという経過になっている。「おいし

い、暮らしたい」計画とでも、何となくでも、覚えてもらえると、鶴岡市はこの計画で 10

年間まちづくりをしていることになるかなということで、議会に提案するというところまで

持ってきてもらった。 

〇会長：「おいしい」について辞書を引いてみた。もちろん食べ物の味が良いことのほかに、「好

ましい」とか、自分にとって「都合がいい」とか、食べ物だけでない意味合いがあった。そ

れと「暮らしたい」という言葉とあいまって、小学生にもキャッチフレーズのことを考えて

もらえると思う。 

〇重松委員：私は母としてこのキャッチフレーズが結構好きだ。自分の子供が、ここを離れて

初めて孟宗汁をおいしいと言った。離れる前までは、季節になると毎日孟宗汁が食べられた

のに、一回食べただけでもう飽きたと言っていたが、離れてみておいしさに気付いたのでは

ないか。「おいしい」という意味には、素材だけでなく、それを作っている人たち、流通も

あるし、作ってくれる人がいたり、施設があったり、しかも「おいしい」と感じられる健康

な体も心もあってこそだと思う。口に入れた時に、「おいしい」の一言が出るまでに、いっ

ぱいの人やものが関わっているということを感じた。私のなかの「おいしい」はいろんなも

のがあっての「おいしい」で、すごくキャッチフレーズとしてふさわしいと感じている。 

〇会長：大橋委員は、さっき鶴岡には魅力がいっぱいと言ったが、おいしいも含めて、「ほん

とうの豊かさ」とはどういうことと捉えているのか。 

〇大橋委員：「ほんとうの豊かさ」とは、今言ったように「おいしい」と言えるような、いろ

いろなことが複合的に揃っていることと感じている。キャッチフレーズと都市像は一体的な

ものなので、相互に関連付けてみていただければと思う。運動会で食べるおにぎりはおいし

い。仕事の休憩中に仲良しの仲間と食べるお茶菓子もおいしい。花火をみながら、ビールを

飲んだらおいしい。これはビールやおにぎりの素材が最高級だからということではなくて、

花火などをとっても鶴岡には素晴らしいものがあると。山に登った時に自分はカップラーメ

ンを食べるが、鳥海山や月山の上で食べるカップラーメンはおいしい。美しい山があって、

自然がすぐそこにあることが素晴らしいともいえるし、それがおいしさにつながっている。

あとは体が健康であること。胃の調子が悪ければ、おいしいとは思えない。そういうものが

全部揃えられることだと思っている。「ほんとうの豊かさ」とのつながりでは、そのような
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おいしいと言えるようなことが揃っているということになると思う。それを自分たちでどう

作り上げていったらいいのかということを考えるきっかけになる言葉ではないか。ほんとう

の豊かさを追求する、皆が暮らしやすい、創造と伝統のまちと、これだけの言葉が入ってい

ると、じゃあ、私たちはこういったことを実現するためには、市民として何をやっていけば

いいのかと、結構いろいろな職種の人、男性も女性も、若い人もお年寄りも、みんな考えて、

何かを始めるきっかけがつかめると思っている。なので、我々の会社はゴミ拾いを毎日やっ

ている。市民のためになる何か講座を開こうかとか、そうした活動につながっていく。そう

すると、やった方も、享受した方もその日に食べる夕飯はおいしくなるのではないか。我々

は市民が一生懸命考えながら生きていかなければならない国に住んでいるので、こういう言

葉をきっかけに、皆さんに何をしたらもっと暮らしやすくなるのか、伝統と創造で素晴らし

いまちになるのか、そうしたことをこの 10 年間で考えいただいて、一つでもいいから、活

動に結び付けていただくというのが、すごくいい考え方ではないかと私は捉えている。 

〇平副会長：ほんとうの豊かさについて、これもいろいろな方が、いろいろな受け取り方をし

て、いろいろ意見が出るだろうと思っていた。審議会のなかで自分が指摘したのは、これは

「金子みすずさん的な考え方」と発言した。ほんとうの豊かさというのは、それぞれの人の

心のなかにある。その多様な価値観を鶴岡というまちの中で、それぞれの人ができるだけ実

現に向けて努力できるというか、そうした方向に向けた土台づくり、まちづくりが望ましい

のではないか。とても抽象的だという批判をされるかもしれないが、まちづくりは楽しくな

いとできない。深刻なこと、厳しいことは絶対にある。自然災害、社会基盤などいろいろな

ことを含めて、いろいろとあるが、やはりそれでもまちづくりは楽しくなければならない。

それでないと、絶対前には進まない。楽しさをその中に見出していかないといけない。年配

の方々は現状の厳しさを若い人たちに説明するよりも、昔個々人がされた苦労話をぜひして

いただきたい。今からの世の中は大変だぞと、若者たちに言っても、その若者たちはどうし

ていいかわからない。今の時代以降にしか生きられない若い人たちは、現状の豊かさを享受

しつつ、未来のことを考えてほしい。その未来や現状に至るまでには、これまでも並大抵の

苦労ではできなかった、その話を聞いてもらったり、映画をみたり、本を読んだりというこ

とで感じてほしいと思う。そういう意味でも、ほんとうの豊かさを追求するという運動やベ

クトル、そういうことがここに謳われていると理解していただけるとありがたい。 

〇伊藤会長：金子みすずさん的というのは、「みんな違って、みんないい。」という、そのフレ
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ーズを言っている。まちづくりは楽しくないといけない、その意味が込められているとのこ

とだった。 

 

【参加者との意見交換】 

〇参加者：人間は生物のなかの一員、ところが最近は、ありがとうとか、感謝の気持ちがない。

キャッチフレーズにあるようなことが最近欠落している。ここ鶴岡市でも外食産業がはやる、

そこには感謝の態度がない。ただ食って、ただ終わる。ふつう家庭では、いただきます、ご

ちそうさま、ありがとう、がある。この言葉が欠落しているのは教育がうまく言ってないの

かなと感じる。豊かさや創造は、遊び心がないといけない。スポーツも全部遊び。平地で運

動会をする必要はあるのか、湯殿山でやってもいい。サッカーもどんどん変わってきている。

イギリスではウォーキングサッカーとか。これも全部豊かさにつながる。遊び心がないと創

造が出てこない。そのところを大事にしてもらいたい。住居と遊び場の公園の役割、高校生

と大学生を密着させること。遊び心を育てるには大事なことがいろいろある。冬に除雪の力

を借りるだけでなくいろいろ手伝ってもらいたい。 

〇参加者：この計画を否定するものではなく、無理をしない方がいいということを私は言いた

い。もう一つは、このキャッチフレーズ、私も考えたことがあるが、鶴岡市は首都圏からは

１時間で来られるが、そのほかの地域に行き来するにはものすごく時間がかかる。不便が鶴

岡の特徴というか、利点ではないか。そういう逆転の発想が大事だといいたい。自分の娘が

静岡の掛川にいるが６時間かかる。いなほで行くと２時間、２時間（新幹線）、２時間（東

海道新幹線）。でも、やっぱりここはおいしいし、暮らしたい。自分もそう思いますので、

頑張っていただきたい。 

〇参加者：概要版の基本構想の課題部分（赤文字）をみると、何か限界集落のように思えるこ

とが羅列されていると思えた。第一次総合計画の進捗率とかどうなっているのか。ずっと関

わってきている委員に、その辺りの印象を伺いたい。あと、この 10 年の総合計画をどこで

評価するのか、ここで決められなかったら、皆さんの意見で決めていただきたいと思う。私

は、３年、５年、７年というスパンで到達目標を計るべきではないかと思うが、いかがか。

委員の意見を伺いたい。 

〇平副会長：評価の仕方とかは後で事務局から答えてもらう方がいいと思う。現在の総合計画

の達成度に対する感想については、この総合計画には基本構想があって、基本計画があって、
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そして、その次に実施計画というものをまた立てる。それに基づいていろいろと進めていく。

それを現在進めている総合計画のなかの実施計画について毎年見直しをかけている。進捗状

況をみながらローリングし、中間点で大きく見直すということをやってきた。だから、ゴー

ルから見直すと、当初計画したことの半分しかできていないということもあろうかと思うが、

10 年後にこれまでやってきたことをバッと見直すのではなく、途中で状況を見ながら、変

更し、修正するということで、現状もできるだけ総合計画に則って進めている。今般策定を

進めている次期総合計画は、これをさらに、精緻に進めようというものになっている。 

〇会長：もう一つの、今後計画をどうチェックしていくかということだが、PDCAサイクルを

使って回して行こうとしている。なので、今、平副会長からもあったように、10 年先だけ

見るのではなく、あくまで指標として、そして実際にはもう少し短いスパンでの目標設定を

して、それがきちんと達成できるということを各部署でできるようにしていく。それから、

市民の目としては、この総合計画審議会が、きちんとチェック機能を果たしていきたいと思

っている。 

〇事務局：数値目標を立てていますので、定期的に達成度を確認しながら、何が効果的なのか

を判断しながら、予算等につなげていきたい。また、議会の皆さんにも点検していただける

ような方向で進めてまいりたい。 

〇参加者：若者の地元就職、これについては、前から言われている問題で、この辺でも大学に

入れる家庭がだいぶ増えてきた。地元に帰ってきても、それに見合う企業がない。それで、

若い人が来ない。それで人口減少に拍車をかける。この辺、行政でどのように考えているの

か。これを議論して何十年にもなる。この辺をクリアしないと、若い人がいないと人口が増

えない。とにかく若い人が、大学を出てこっちに帰ってくるように、そういう企業を私は誘

致していただきたいと思う。 

〇会長：ありがとうございました。ほかになければ市長より感想をいただきます。 

 

〇市長：皆さんにお集まりいただいたところ、時間が短く大変恐縮でしたが、その中でも率直

な意見をいただきました。 

平副会長からは、10年前の総合計画の議論では、委員から一通り話してもらって終わりだ

ったとの話がありましたが、審議会の委員数をスリムにし、総合計画策定の議論をスタート

させました。私も国の職員を長くやってきたので、人数が多い審議会だとそうなってしまい、
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一応やりましたという感じになってしまう。そうしたところが、国でも、県でも、市でも実

態としてあったように思いますし、それは、私はできるだけ変えていきたいと考えています。

率直に議論できるような体制、そして、女性の活躍や参画ということも進めてさせていただ

きました。この答申案は、本当に、率直な議論の成果であると思います。 

そして、このめざす都市像の「ほんとうの豊かさ」というところ、あるいは、キャッチフ

レーズの「毎日、おいしい。」というところ、ただいま委員の皆様から、重松委員からも離

れてみておいしさに気付くというお話がありました。また、大橋委員からは、おいしいと言

える、そうした複合的な要素をつくっていく。おいしいと言えるようなものが揃っているよ

うな、そういうまちづくりの話がありました。 

この豊かさとか、おいしいということも、これも様々で、平副会長は、本当はそれぞれの

市民に解釈を委ねたいとおっしゃった。これにはいろいろな議論がありました。総合計画に

考え方が書いてありますが、委員の皆様の想い、清野委員の「まめに」とか、毎日キャッチ

フレーズを考えておられたということですが、そういう色々な想いがつまって形になってい

ます。正直に申し上げて、私もこの都市像、特にキャッチフレーズが斬新だなと思いました。

長らく役人として過ごしてきたので、こういうことを打ち出して大丈夫だろうかと少し心配

になりましたが、これまでの議論や鶴岡のまちの素晴らしさ、これから目指していくことを

考えると、成程、非常にいい提案をいただいたなと受け止めています。 

伊藤会長からご説明がありましたが、これまでの経過のなかに、「鶴岡市のまちづくりに

重視したい着眼点」として「挑戦でき、人を惹きつけ投資を呼び込める環境の整備」など 10

個の論点が記載されています。これも当初大分議論しました。委員の皆様方から意見を出し

ていただき、私も意見を申し述べて、着眼点を作り、それをキャッチフレーズまでわかりや

すい形にしたものが現在の形となっています。ぜひ、この議論の過程を含めて、この第 2次

総合計画を受け止めていただければと思っています。そして、これを作って終わりではなく、

成果指標は前の計画にはなかったが、今回の計画には相当具体的な成果指標が入っていて、

私自身にとっても非常にプレッシャーのかかるところですが、その目標に対する、具体的な

事業がうまく回っていくように、これから取り組んでまいりたい。 

重松委員から、農業に絡めての発言だったが、農地が使われていない、これをさらに使っ

ていく、何のためかというのは、今ここで暮らしている私たちの生活とか所得とかに関わっ

てくるものですが、次世代につなぐ、ここに高校生の皆さんも来ていただいているが、次世
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代に向かっての取組、ここが先程話をした SDGｓなどにもつながってくると思いますが、

持続的な取組をして次世代につなげる。私達だけが短期的な利益だけで売り抜ける、儲ける、

そういう発想ではないと思うし、そういう発言をされた方もいなかった。そうした計画を実

行していくのは、これも繰り返しになるが、行政も一生懸命進めますが、市民・企業、いろ

いろな団体の皆様、そして、高校生も含めて、若い人たちにも参画してもらい、それぞれの

分野、場面で取組をしていくことが、鶴岡市の評価につながっていくと思っています。 

最後に、若者の地元定着、就職の問題で、昔から仕事がない、企業が来ないという話はあ

ったというものですが、これはかつての産業の構造と今は大分違うと私は思います。これは、

人口の多さに依存しながら、この地域経済を回していたもので、労働者が多い中での産業構

造になっていました。農業でも稲作が中心だったが、今はだだちゃ豆や果樹、これらを広げ

て価値の高い生産物にシフトしてきています。また、製造業も首都圏から非常に大きな企業

も鶴岡にやってきているし、地場の企業も育ってきています。昔とは、この一次産業も二次

産業も、そして三次産業も含め、産業の構造がだいぶ変わってきています。慶應先端研もあ

りますし、鶴岡には夢がある。これをしっかり、地元の中高生にも説明し、これらに参画し

てもらえるようなまちづくりをすれば、私はこの他にどこにもない自然や食、歴史を生かし

た、日本を代表するようなまちづくりができると思っています。いろいろと厳しいご意見も

いただきますが、それらを少しずつ改善しながら取り組んでいければと思っています。 

 

【閉会】（審議会事務局） 


