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令和２年度（2020年度）酒田市重要事業要望目次 

【 重 点 項 目 】 

 

《交通基盤関係》 

◎１ 羽越新幹線整備、羽越本線・陸羽西線高速化の推進について‥‥‥ １ 

◎２ 日本海沿岸東北自動車道等の整備推進について‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３ 

◎３ 新庄酒田道路等の整備推進について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４ 

◎４ 庄内空港の運航拡充及び滑走路延長（2,500ｍ）と整備等について  ６ 

 

《港湾・貿易関係》 

◎５ 酒田港の機能強化と利用促進について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８ 

 

《商工業・地域雇用関係》 

◎６ 中心市街地における都市機能の再生について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 

◎７ 交流都市を目指したまちなみの景観形成について‥‥‥‥‥‥‥‥ 13 

 

《農林水産関係》 

◎８ 農産物の輸出拡大に関する支援について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14 

 

《教育・文化関係》 

◎９ 酒田特別支援学校への肢体不自由教育部門、視覚障がい教育部門の 

設置について‥‥･･‥‥‥‥ 16 

◎10 山居倉庫の国史跡指定に向けた取り組みへの支援について‥‥‥‥ 17 

 

《地域振興関係》 

◎11 飛島の地域社会の維持や振興に向けた取り組みの推進について‥‥ 18 
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１ 羽越新幹線整備､羽越本線･陸羽西線高速化の推進について 

【国土交通省】 
（企画振興部 総合交通政策課、庄内総合支庁 総務課 連携支援室） 

要望事項 

（１）羽越新幹線整備 
① 羽越新幹線整備に必要な調査の実施 

 
（２）羽越本線の高速化 

① 在来線改良による羽越本線の高速化 
② 速達型「特急いなほ」の新設等による更なる所要時間の短縮    
③ 羽越本線の安全対策の充実・安定輸送の確保(防風柵の増設)  

④ 羽越本線の全線複線化 
・小岩川～あつみ温泉間  (早期再開) 

 ・鶴岡～藤島間      ( 同上 ) 
  ・羽前大山～鶴岡間    (早期着手) 
  ・本楯～遊佐間      ( 同上 ) 
  ・吹浦～県境間      ( 同上 ) 

⑤ 在来線の輸送改善 
・上越新幹線接続の特急列車の増発 
・通勤、通学者が利用しやすい時間帯へのダイヤの改善 

 
（３）陸羽西線の高速化 

① 在来線の輸送改善等 
・山形新幹線接続の快速列車の増発 
・通勤、通学者が利用しやすい時間帯へのダイヤの改善 
② 山形新幹線の庄内延伸 

   ・山形新幹線庄内延伸の事業化に向けた必要な検討 
 
（４）在来線機能強化・共通 

① 在来線の機能強化に対する自治体支援への支援制度の創設 
 

 

〔現状〕 

鉄道輸送網は、地域住民の通勤・通学、余暇等日常生活を支える確かな足と

して、非常に重要な社会基盤です。さらに、大規模災害において人や物資を迅
速に運ぶ命綱としても、その役割は非常に大きいものです。 

日本海沿岸地域を結ぶ重要幹線である羽越本線は、人員・貨物輸送の大動脈
として、地域の発展に非常に大きな役割を担っているほか、横のつながりとし
ての陸羽西線の役割も含め、太平洋側の鉄道網とのダブルネットワークを形成
し災害時の信頼性の向上を図る上でも重要な路線です。 

 

〔課題〕 

羽越新幹線整備の検討が未だ行われていないほか、在来線の高速化や、強風
や豪雪などの自然条件への対応が十分とはいえず、また、高速化に向けた整備

が遅れていることから、一日も早い高速化の実現と安全・安定輸送体制の強化
が望まれます。 

 

このため、次の取り組みが必要です。 
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〔羽越新幹線整備〕 

昭和４８年の新幹線整備基本計画に位置づけられた羽越新幹線（富山～青

森）は、日本海国土軸の形成を推進する重要な交通基盤であり、沿岸５県の

経済と交流の拡大並びに北陸新幹線の整備と併せた国土の均衡ある発展を図

る国家的戦略の見地から、整備計画の策定に関する検討、必要な調査を早急

に始めること 
 

〔羽越本線の高速化〕 

① 在来線改良による高速化 

山形・新潟両県による「羽越本線の高速化と地域活性化に関する検討委員

会」の検討結果を踏まえ、在来線改良による高速化に向けた事業化調査を実

施するなど、早期事業着手に向けた取り組みを推進すること 

② 速達型「特急いなほ」の新設等による更なる所要時間の短縮 

在来線と上越新幹線の同一ホーム化を機に、速達型の「いなほ」を新設し

速達型の上越新幹線との接続により、東京～酒田間の最速所要時間を３時間

３０分台とするなど、所要時間の一層の短縮等につながる対応を行うこと 

③ 安全・安定輸送 

過去の脱線事故を踏まえたＪＲによる防風柵の設置、強風警報システムの

導入など安全対策が進められているなか、依然として強風による遅延や運休

が多発していることから、さらなる安全対策と安定輸送対策を推進すること 

また、複線化未整備区間における未利用トンネルや未利用鉄道用地の活用

などにより複線化事業の早期再開並びに早期着手を図ること 
 

〔陸羽西線の高速化〕 

① 在来線の輸送改善等 

山形新幹線接続の快速列車の増発や新庄駅での乗換待ち時間平均２９分の

縮減を図り、利便性の向上に努めること 

公共交通機関が不足している沿線地域の重要な交通手段であるため、通 

勤、通学者が利用しやすい時間帯のダイヤ及び運行本数の確保に努めること 

② 山形新幹線の庄内延伸 

山形新幹線庄内延伸は、山形県の庄内、最上、村山及び置賜の４地域を一

つに結びつけ、本県の一体性をより高め、県民の福祉の向上、産業、観光の

振興をはじめとして、県土の一体的な発展に結びつくものであることから、

山形新幹線の庄内延伸の事業化について検討を進めること 
 

〔在来線機能強化・共通〕 

ＪＲ在来線の機能強化に対し、県等が支援した場合の財政支援措置及び市

町村が関連事業を実施した場合の財政支援措置を創設すること 
 

つきましては、標記の事項について特段のご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

酒田市担当課：企画部 企画調整課 
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２ 日本海沿岸東北自動車道等の整備推進について  

【国土交通省】 
（県土整備部 道路整備課、庄内総合支庁 道路計画課） 

要望事項 

（１）日本海沿岸東北自動車道 
① 「酒田みなと～遊佐」間の整備推進 
② 新潟県境区間「朝日温海道路」の整備推進 
③ 秋田県境区間「遊佐象潟道路」の整備推進 

（２）東北横断自動車道酒田線 

① 月山ＩＣ～湯殿山ＩＣ間の早期事業化 

 

〔現状・背景〕 

日本海沿岸東北自動車道は、日本海国土軸の根幹として位置付けられ、全国

的な高速道路ネットワークを考えるうえでも不可欠な道路です。また、重要港

湾「酒田港」と連携して環日本海時代を支える重要な役割を担う道路となって

おり、全線開通により、さらなる交流人口の拡大、生産性の向上による地域経

済の好循環が期待されております。 

東北横断自動車道酒田線については、東北日本の基幹路線である縦軸の東北

縦貫自動車道、東北中央自動車道、日本海沿岸東北自動車道を結ぶ横軸の幹線

であり、日本海側と太平洋側のダブルネットワークを形成するうえで特に重要

な路線です。 

 

〔課題〕 

日本海沿岸東北自動車道の未開通区間である新潟・秋田両県境部においては、 

国道７号の代替路線がないことから、地域の安全・安心の確保、物流の阻害に 

よる経済損失の抑止という観点からも本路線の早期開通が求められています。 

また、東北横断自動車道酒田線の月山ＩＣ～湯殿山ＩＣ間（約２１㎞）が未 

整備の状況にあり、土砂崩れ、雪崩などによる通行止めも発生していることか 

ら、早期の事業化が切望されています。 

 

つきましては、日本海国土軸の形成、地域の活性化・防災対策の強化を図る

ため、標記の事項について特段のご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

酒田市担当課：建設部 土木課 
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３ 新庄酒田道路等の整備推進について  

【国土交通省】 
（県土整備部 道路整備課、庄内総合支庁 道路計画課） 

要望事項 

（１）新庄酒田道路の整備推進 
① 戸沢村草薙～庄内町狩川間（戸沢立川道路）の計画段階評価の早期実施 
② 庄内町狩川～庄内町廻館間の早期整備 

（２）石巻・大崎・新庄・酒田間地域連携軸の形成推進 

 

〔現状・背景〕 

新庄酒田道路は、日本海沿岸部と県内陸地方や宮城県とを結ぶ重要な物流ル

ートとして、また、高齢化社会における庄内・最上の広域的な救急医療体制の

確立にも重要な役割を果たすものと期待されています。 

また、東日本大震災の直後には、太平洋側の港湾の代替として酒田港が大き

な役割を果したことから、大災害に備えた太平洋側と日本海側の連携強化のた

めにも欠くことのできない道路となっています。 

現在、これらを支える重要な経路は国道４７号ですが、急峻な地形を縫って

走るという特性から、降雨、降雪、交通事故などにより通行止めが発生してい

ます。平成３０年８月の豪雨の際には、国道４７号など主要横軸道路が不通と

なり、庄内と最上地方が寸断される事態になりました。 

加えて、さらに東側の石巻新庄道路が整備されれば、めざましい進展を見せ

ている酒田港が国際拠点港湾である仙台塩釜港と高規格な道路で結ばれること

になり、対岸貿易の拡大を背景に、一層発展すると考えております。 

 

〔課題〕 

新庄酒田道路は、平成２９年度に「余目酒田道路」が全線開通し、平成３０ 

年度には新庄古口道路の一部が開通するなど着実に進捗しているものの、計画 

段階評価を進めるための戸沢～立川間の調査促進及び計画路線の庄内町狩川～ 

庄内町廻館間の早期整備は地域の重要課題であり、新庄酒田道路の一刻も早い 

全線事業化が望まれます。 

近年、酒田港のコンテナ貨物取扱量の増大、外国クルーズ船の寄港、バイオ 

マス発電の木質燃料輸送などの新たな経済動向もあり、物流及び人流の大動脈 

としての基盤を担うべき新庄酒田道路、特に冬季における走行環境の悪化が著

しい戸沢～立川間の整備は、将来の地域づくり・まちづくりに欠かせないもので

す。 

また、環日本海時代の到来に対応し、近年、東北地方に立地が進む自動車関 

連産業と結びつきを強化する「石巻・酒田間地域連携軸」の形成を図る必要が 

あり、新庄酒田道路はこれに大きく寄与するものです。 

 

重要な路線である新庄酒田道路等の整備推進について、標記の事項について

特段のご配慮をお願いします。 

 

酒田市担当課：建設部 土木課 
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４ 庄内空港の運航拡充及び滑走路延長(2,500m)整備等について 

【国土交通省】 
（企画振興部 総合交通政策課、観光文化スポーツ部 インバウンド・国際交流推進課、 

県土整備部 空港港湾課 庄内空港事務所、 
庄内総合支庁 総務課 連携支援室、地域産業経済課 観光振興室） 

要望事項 

（１）国内線の運航拡充 

① 庄内～成田便の利用促進 
② 庄内空港利用振興協議会への支援拡充による利用拡大の推進 
③ 東京便の増便・機材大型化・割引運賃の拡充・大阪便等国内路線の拡充 
等への取り組み 

（２）国際化への対応 

① 庄内空港へのチャーター便の誘致 
② ＣＩＱ（税関、出入国管理、検疫）体制の強化 

（３）空港機能を拡充する施設整備 

① ＬＣＣ新規就航を含む増便、利用者増に対応した関連施設の拡充(空港
ビルの改修や駐車場の利便性向上に資する再編、融雪設備やレンタカー
利用施設の整備など) 

② 国際チャーター便の受け入れ促進及び安定輸送のための滑走路の延長
（国庫補助要件の見直し）など 
③ 滑走路端安全区域（ＲＥＳＡ）の早期拡張（原則基準の長さ確保） 

 

〔現状・背景〕 

庄内空港は、本地域と首都圏はじめ全国、海外とを結ぶ交流・物流拠点とし

て、地域の産業や文化の発展に大きな役割を果たしています。 

平成２９年の東京便における年間搭乗者数は、１０年ぶりに約３９万人を超

え、平成３０年の搭乗率も７割を超えるなど、庄内空港の利用者数は堅調に推

移しており、平成３０年８月には平成３年開港以来の総搭乗者数が１，０００

万人に達しました。また、平成３０年度には、庄内空港と台北を結ぶ国際チャ

ーター便が３０便運航となったほか、ジェットスター・ジャパンより庄内～成

田便の令和元年８月からの就航が表明されました。 

 

〔課題〕 

東京始発の６時台を７時台に、庄内発の最終便を１９時台に出発させるよう

な利便性の高いダイヤの設定や、山形空港で実施されているリスクシェア制度

などの実施により、夕方の時間帯に１便の運航を拡充させ、東京便を往復５便

化することにより更なる利便性向上が求められています。 

また、観光目的での利用者の増加を図るために、県内外の旅行会社に旅行商

品の造成の依頼や中学・高校の修学旅行など団体旅行で積極的に利用してもら

うよう働きかけをしていますが、機材の座席不足などの理由から、利用に難色

を示されています。運賃についても、他地域の空港と比較して高い状況にある

ため、割引率の拡大とともに利用促進につながる助成制度が求められています。

さらには、羽田空港の国際化、今般のチャーター便の動きなどに伴い、ＣＩＱ
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体制の強化をはじめとする国際化への対応が不可欠となっています。 

一方、庄内空港の滑走路は開港以来２，０００ｍであり、庄内地方は非常に

厳しい気象条件のため特に冬期間は中型機の就航が難しく、小型機においても

パイロットから、気流が悪く運航環境も厳しいことから滑走路延長等の要請が

出されています。 

現状でも滑走路端安全区域（ＲＥＳＡ）が原則基準を満たしていない状況で

あり、原則基準の長さを確保するよう早期拡張が必要です。また、滑走路延長

において必要な地盤・周辺環境など技術面での調査が、庄内空港においては未

実施であり、技術的な検討と共にコスト試算など必要な調査等を実施し、課題

を整理することが必要であるとともに、厳しい気象条件の空港における滑走路

延長について国庫補助事業の採択要件の見直しが課題となっています。 

さらに、空港施設内の駐車場が手狭となっており、ターミナルビルについて

も、搭乗者数の増加、路線の拡充により、搭乗待合室等施設全体が手狭になる

ことが予想されます。 

 

つきましては、かかる期待に応えながら国内外との一層の交流拡大を図るた

め、標記の事項について強力に推進が図られるように特段のご配慮をお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

酒田市担当課：企画部 企画調整課  

チャーター便などの動きに伴い国際化への対応が求められる庄内空港 
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５ 酒田港の機能強化と利用促進について 

 

 

 

 

要望事項  
【国土交通省】 

（県土整備部 空港港湾課 港湾事務所、商工労働部 貿易振興課） 

(１）港湾機能の強化 
① 港内静穏度の向上を図る防波堤の整備、改良【国】 

・北港地区防波堤（北）（改良）、本港地区防波堤（南）、北港地区防波堤 
（北）（第二） 

④  ② 港内の安全・安心な船舶航行の水深確保【県】 
⑤   ③ 臨港道路の安全確保【県】 

⑥   ④ 危険物対応上屋の整備【県】 
⑦   ⑤ 外港地区海面処分・活用用地の早期供用【県】 
⑧  ⑥ 酒田港港湾計画（令和元年１１月改訂予定）に基づく計画的な施設整備 
⑨   【国、県】 

（県土整備部 空港港湾課 港湾事務所、商工労働部 貿易振興課、 
観光文化スポーツ部 インバウンド・国際交流推進課、 

庄内総合支庁 地域産業経済課） 

（２）港湾利用の促進と組織強化 
① 貨物量拡大に向けた国際定期コンテナ航路の増便・拡大と戦略的なポー

トセールスの実施【県】 

② ＲＯＲＯ航路等の開設可能性（貨物量、コスト等）の調査・検討【県】 
③ 港湾整備、港湾振興（ポートセールス、クルーズ船誘致等）を一元的に 

担う港湾専門部局の新設【県】 

（県土整備部 空港港湾課 港湾事務所） 

（３）リサイクルポート施策の推進 
① リサイクル資源の循環活性化のための調査・研究【県】 
② 特定非営利活動法人山形県リサイクルポート情報センターの活動支援

【県】 

【国土交通省】 
（観光文化スポーツ部 観光立県推進課、インバウンド・国際交流推進課、 

庄内総合支庁 地域産業経済課 観光振興室） 

（４）クルーズ船の誘致推進 
① 外国クルーズ船の誘致推進【国】 
② 国内、外国クルーズ船の寄港増加に向けた誘致・受入の推進【県】 

（県土整備部 空港港湾課 港湾事務所） 

（５） みなとオアシス酒田の拡充 
① 酒田海洋センター、東ふ頭上屋の魅力あるリニューアル【県】 

② 大浜海岸の親水空間としての便益施設（駐車場、上下水道、トイレ、 
休憩所等）の新設【県】 

③ 北港緑地展望台の学習・展示機能の充実【県】 
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〔現状・背景〕 

酒田港は、昭和２６年に山形県唯一の重要港湾に指定され、平成７年には国

際定期コンテナ航路が開設、平成１５年にはリサイクルポートに指定されるな

ど発展を続け、地域の経済活動と人々の暮らしを支えています。平成３０年度

には、今後２０～３０年先の酒田港のあるべき姿とそれを実現するための施策

の方向性などを定めた酒田港中長期構想が取りまとめられ、令和元年１１月に

は港湾計画※の改訂が予定されているところです。 

平成３０年のコンテナ取扱貨物量は、41,251ＴＥＵ（実入り・空コンテナ合

計）となり、経済成長を続ける対岸諸国との国際貿易のゲートウェイとして、

重要な役割を担っています。国際コンテナターミナルでは、1,000ＴＥＵ級

のコンテナ船の２隻同時着岸が可能となるよう、令和元年度内の完成を目標に、

国から岸壁の延伸工事を進めていただいており、併せて、山形県からふ頭用地

の造成、ガントリークレーンの大型化等を進めていただいております。 

リサイクルポートについては、平成１５年の指定以降リサイクル関連企業の

立地が進んできましたが、これまでリサイクル資源を輸入してきた中国が輸入

禁止措置をとったことに伴い、近年はリサイクル貨物の広域流動に変化が生じ

ています。 

外国クルーズ船の寄港については、平成２９年に酒田港初となるコスタ ネオ

ロマンチカが寄港しました。平成３０年にはダイヤモンド・プリンセスが２

回、コスタ ネオロマンチカが１回寄港し、多くの乗船客が県内各地に足を運

びました。令和元年（平成３１年）は更に回数が増加し、ダイヤモンド・プリ

ンセスが４回、ＭＳＣスプレンディダが１回寄港する予定となっています。 

平成１７年に認定されたみなとオアシス酒田は、酒田海洋センター、さかた

海鮮市場、酒田市みなと市場、定期船とびしま旅客ターミナル、船場町緑地、

日和山公園で構成され、食事や買い物のほか、港町の歴史・文化を感じるエリ

アとして、観光客や市民に親しまれています。 

 
※港湾計画･･･港湾法に基づく法定計画。１０年から１５年程度の将来を目標年次 

として、その港湾の開発、利用及び保全の方針を明らかにするとともに、取扱
可能貨物量などの能力、その能力に応じた港湾施設の規模及び配置、港湾の環
境の整備及び保全に関する事項などを定めるもの。現在の酒田港港湾計画は平
成１８年７月に改訂。 

〔本市の取り組み〕 

平成５年に山形県、酒田市、港湾運送事業者等、平成２８年からは国土交通

省東北地方整備局酒田港湾事務所も参画して“プロスパーポートさかた”ポー

トセールス協議会を組織し、ポートセールス活動や利用者助成、ポートセミナ

ーを実施し、官民一体となって酒田港の利用拡大に取り組んでいます。 

リサイクルポート施策については、山形県、酒田市、ＮＰＯ法人山形県リサ

イクルポート情報センターが連携し、国際資源循環フォーラムを開催してリサ

イクル関連企業に最新情報の提供とマッチング機会の創出を図るとともに、日

本海側のリサイクルポートである能代港（秋田県能代市）、姫川港（新潟県糸 

魚川市）、境港（鳥取県境港市・島根県松江市）及び酒田港の四港が合同勉強 

会を行い、共通する課題やその対策について情報共有を行っています。 

クルーズ船の寄港については、平成２８年に“プロスパーポートさかた”ポ

ートセールス協議会内に外航クルーズ船誘致部会を立ち上げ、参画する各機関
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が役割分担しながら、外国クルーズ船の誘致・受入を行っています。また、平

成２９年には酒田交流おもてなし市民会議を設立し、寄港時には市街地で積極

的におもてなし活動を行い、回を重ねる毎にその輪も広がっています。 

みなとオアシス酒田については、さかた海鮮市場、酒田市みなと市場を設置

しているほか、日和山公園の設備のリニューアルを進めるとともに、平成１９

年度から本港地区においてみなとオアシスまつりを開催し、港の賑わい創出と

北前船寄港地酒田の魅力発信に努めています。また、平成２８年からは外港地

区の大浜海岸においてビッグビーチフェスタを開催しています。 

〔課題〕 

酒田港における取扱貨物を増やし、地域経済の活性化を図っていくためには

引き続き港湾施設の整備促進と老朽化した施設への支援を進めていただき、物

流拠点としての機能を強化していくことが必要です。特に、冬季の季節風に伴

う波浪による入出港障害や荷役障害、また泊地の土砂堆積は継続的な課題であ

り、安全・安心な船舶航行を確保するため、引き続き対策工事を実施していた

だく必要があります。 

酒田港の利用を促進していくためには、国際定期コンテナ航路の増便・拡大

を目指すとともに、港湾施設の各種使用料の優遇や利用者助成を継続していた

だくことが重要です。更に、外国との貿易（外貿）だけでなく、国内の物流を

支えるトラックドライバーの人手不足による陸送費の高騰や調達時間の延長が

課題となっている現在、国内（内貿）のＲＯＲＯ船や内貿コンテナ船等の航路

開設の可能性を調査・検討し、港湾機能を拡充していくことも必要と考えます。  

また、県内陸部との物流の効率化を図るため、新庄酒田道路の早期整備が求め

られています。 

リサイクル資源の循環については、国際的にも大きな課題となっているとこ

ろです。対岸諸国等の受入規制の動向も見据え、リサイクル資源の循環を促進

し、日本海側のリサイクルポートの中核港として役割を果たしていくため、リ

サイクルポート施策の更なる推進が必要です。 

クルーズ船については、寄港を更に増やし観光振興による地域活性化を図っ

ていくため、外国クルーズ船と同様に国内クルーズ船の寄港・誘致についても、  

全県一体となって積極的に取り組み、民間と連携しておもてなしを継続する体

制を構築していく必要があります。 

みなとオアシス酒田については、主要な構成施設である酒田海洋センターや 

現在検討が進められている東ふ頭上屋が多くの方々に利用いただけるようリニ

ューアルすることによって、更なる賑わい創出を図っていく必要があります。

また、大浜海岸は市街地最寄の砂浜として親しまれていますが、便益施設（駐

車場、上下水道、トイレ、休憩所等）が未整備であるため利用拡大が進まない

状況です。みなとオアシス酒田の構成施設の拡充とエリア拡大により港湾の多

面的な利用を促進し、港に対して親しみを持っていただくことは、交流人口の

拡大と港湾の利用促進に資するものと考えます。 

 

酒田港は山形県の貴重な社会資本であり、山形県、ひいては我が国全体の発

展に貢献すべき港湾としてその役割を果たしていくため、標記の事項について

特段のご配慮をお願いします。 
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酒田港の貨物量の推移 

全貨物量 

（単位：トン） 

 

コンテナ取扱貨物量（実入り･空コンテナ合計） 

（単位：TEU） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

酒田市担当課：地域創生部 商工港湾課 

2,099,825 2,295,565 2,384,214 2,409,185 2,348,288 

1,282,291 1,256,244 1,107,085 1,147,525 934,612 
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酒田港に寄港した 外国クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」 
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６ 中心市街地における都市機能の再生について   

【国土交通省、内閣府】 
（商工労働部 商業・県産品振興課、県土整備部 都市計画課 建築住宅課、 

庄内総合支庁 道路計画課 建築課） 

要望事項 

（１）酒田駅前地区第一種市街地再開発事業に対する財政支援 

（２）酒田中町二丁目地区第一種市街地再開発事業に対する財政支援 

（３）都市再構築戦略事業に対する財政支援 

（４）中心市街地活性化基本計画に基づく事業に対する財政支援（暮らし・ 

にぎわい再生事業） 
 

〔現状・背景〕 

中心市街地は、歴史、文化、経済等において本市の顔となる場所であります

が、モータリゼーションなど生活環境の変化により郊外化が進行し、市全体と

比較しても人口減少、高齢化が顕著であり、事業所数や商店数、商品販売額が

減少傾向にあります。 

また、エリア内の土地や建物に対する民間の投資ニーズが低く、土地価格の

下落が続いています。 

 

〔本市の取り組み〕 

平成２１年３月に「酒田市中心市街地活性化基本計画」を策定、平成２７年 

３月に同基本計画第２期計画を策定し、中心市街地の活性化に取り組んでい  

ます。 

また、平成３１年３月に立地適正化計画を策定し、都市機能や住居の適正な 

立地を促進し、人口減少社会においても持続可能な都市経営を進めています。 

中心市街地においては、地方創生に向けて交流人口、さらには定住人口の拡

大を図るため、酒田駅前地区及び酒田中町二丁目地区における第一種市街地再

開発事業など、国の補助事業を効果的に活用しながら中心市街地における都市

機能の再生を図っています。 

 

〔課題〕 

中心市街地において民間、商業・観光振興施策と連携し、相乗効果を狙った

都市機能の再生・更新を図り、エリア内の価値を高めて投資を呼び込み、魅力

とにぎわいを創出することは喫緊の課題でありますが、都市基盤整備を取り巻

く環境は本市の厳しい財政状況に加え、建設費の高騰や建設業界の人手不足な 

どにより厳しさを増しています。事業のストック効果を早期に発現するために、

計画どおりの事業進捗を図る必要があります。 

 

つきましては、中心市街地における都市機能の再生について、標記の事項に

ついて特段のご配慮をお願いします。 

 

 

酒田市担当課：企画部 都市デザイン課 
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７ 交流都市を目指したまちなみの景観形成について   

【国土交通省】 
（県土整備部 都市計画課、庄内総合支庁 道路計画課） 

要望事項 

（１）景観形成に資する重要な道路における無電柱化に向けた支援 

 

〔現状・背景〕 

人口の急激な減少等を背景に、本市では交流都市酒田の実現を目標に、クル

ーズ振興、日本遺産「北前船寄港地」、日本ジオパーク認定、オリパラ・ホス 

トタウン交流等、インバウンドの受け入れも含めた積極的な事業を展開してい

ます。 

その中において、歴史・文化的にも、まちを代表する通りとなっている市役

所前の主要地方道酒田港線沿いにおいては、多くの電線等の道路横断が景観を

阻害し、観光振興等の観点で大きな課題となっています。 

本市が加入する「無電柱化を推進する市区町村長の会」での政府への要望活

動等も実り、無電柱化の推進に関する法律が成立し、無電柱化に向けた機運が

急速に高まっているところであります。 

 

〔課題〕 

街路事業の進捗に合わせた無電柱化事業においては、現在の街路事業の進捗

を鑑みると事業着手までに中長期的な期間を要し、現在本市が取り組んでいる

交流事業の効果を発揮できない状況にあります。 

つきましては、良好な景観形成、観光客の通行空間の快適性確保により、ま

ちの魅力を向上させるため、標記の事項について特段のご配慮をお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

酒田市担当課：建設部 土木課 
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８ 農産物の輸出拡大に関する支援について 

【農林水産省】 
（農林水産部 ６次産業推進課 農産物流通販売推進室、 

庄内総合支庁 地域産業経済課） 

要望事項 

（１）酒田港から中国への米の輸出を実現するため、山形県内精米工場が中国
側に指定されるよう中国政府へ働きかけの強化 

（２）国産農林水産物の輸出に係るテスト輸送やプロモーション活動等初期段

階に対する支援制度を拡充 
 

〔現状・背景〕 

人口減少や高齢化、食生活の多様化などにより国内消費が低迷している米を

はじめとする農産物等の需要拡大について、成長を続ける世界の食関連市場に

求めることは有効な手段であると考えます。 

こうした中、人口１３億８千万人を抱える中国は、国産農産物の大きな消費

国として非常に有望な輸出相手国であり、東北の日本海側に位置する酒田港は

対岸貿易において有利な立地となっています。酒田港からの直接輸出が可能と

なれば輸送経費の大幅削減、輸出コストの削減による生産者の手取り収入の確

保が可能となり、所得向上につながることが期待されています。 

とりわけ中国への米輸出にあっては、植物検疫条件により、中国側が指定し

た精米工場で精米され、登録くん蒸倉庫でくん蒸処理を受けた米のみが輸出で

きることとなっております。平成３０年５月に輸出に必要となる精米工場２施

設と酒田港のくん蒸上屋を含むくん蒸倉庫５施設が追加指定され、中国への輸

出拡大の期待が高まっております。 

 

〔本市の取り組み〕 

平成２３年４月に農林水産省が募集した中国向け精米工場の指定に向けたト

ラップ調査の実施事業者に山形県から３事業者が応募し、選定されました。し

かしながら、１年間のトラップ調査を実施し、カツオブシムシ類の無発生が確

認されましたが、中国側検査官の来日がなく、調査継続による経費面から指定

を断念した経過があります。その後、調査を再開し現在実施中です。 

また、平成２９年９月に農林水産大臣の下に立ち上げた「コメ海外市場拡大

戦略プロジェクト」の戦略的輸出基地に、酒田市のＪＡ庄内みどり等がこれま

での実績を踏まえ参加しています。令和元年度は、輸出用米として、ＪＡ庄内

みどり等から出荷される見込みとなっており、輸出拡大に向けた取り組みが今

後も展開されるものと推測しています。 

 

〔課題〕 

中国への米輸出にあっては、中国側が指定した精米工場で精米され、登録く

ん蒸倉庫でくん蒸処理を受けた米のみが輸出できます。精米工場は、全国３工

場（北海道、神奈川県及び兵庫県）のみの指定となっており、平成３０年５月

に追加指定を受けた酒田港西埠頭くん蒸上屋の機能を活かすことができず、国

内の陸送経費などが輸出の障壁となっています。 
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テスト輸送や初期段階における少量の輸出については、輸送や現地でのプロ

モーション活動の経費全てを販売価格に転嫁できないことから、輸出への取り

組みが消極的になっている状況にあります。また、輸出拡大への取り組みは 

１回で成果を上げるケースは稀であり、戦略的な取り組みを継続していく必要

があると考えますが、県の支援制度である山形県農産物等輸出販路拡大・販売

促進支援事業費補助金では、異なる作物での取り組みであっても、一度制度を

利用した団体は申請できない仕組みになっており、新たな取り組みを行う場合

には活用できない状況にあります。 

 

つきましては、農産物の輸出拡大に向け、標記の事項について特段のご配慮

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒田市担当課：農林水産部 農政課 

酒田港西ふ頭くん蒸上屋（米の輸出） 

田植え稲刈り 
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９ 酒田特別支援学校への肢体不自由教育部門、視覚障がい教育部門

の設置について  

【文部科学省】 
（教育庁 特別支援教育課、庄内教育事務所） 

要望事項 

（１）酒田特別支援学校への肢体不自由教育部門の設置 

（２）酒田特別支援学校への視覚障がい教育部門の設置 
 

〔現状・背景〕 

盲学校、聾学校、養護学校を障がい種別を超えた特別支援学校に一体化する

こと等を中心として学校教育法の一部が改正され、平成１９年４月１日より施

行されました。 

現在、本市には酒田特別支援学校があり、知的障がい及び聴覚障がいの児童 

生徒を受け入れる体制ができています。しかし、肢体不自由の障がいを持つ児 

童生徒を受け入れる特別支援学校については、本市からの通学が難しい上山市 

にしかありません。そのため、肢体不自由特別支援学校への就学が適正との判 

断がなされた場合でも、本市小・中学校の特別支援学級へ就学している状況です。 

近年、肢体不自由の障がいを持つ児童生徒が増えつつあり、県の巡回相談な

ども活用しながら支援を行っていますが、提供可能な専門的な支援や配慮には

限度があり、個々の教育的ニーズに十分対応しているとは言えない状態です。 

また、３０年度より視覚障がいを持つ児童が、家族が運転する自家用車等に

より上山市にある山形盲学校に毎日通学しており、本児童はもちろん家族も大

きな負担を強いられながら通学しています。 

 

〔本市の取り組み〕 

肢体不自由の障がいを持つ児童生徒を、特別支援学級を新設して受け入れす

る場合、エレベーターの設置など、施設設備等を設置者である市が行っていま

す。また、複数の指導体制をとるために通常学級より優先して教育支援員等の

配置を行っています。 

 

〔課題〕 

重度の障がいを持つ児童生徒について酒田市就学支援委員会で特別支援学校

（肢体不自由、視覚障がい）への就学が適正であると判断しても山形県内に肢

体不自由、視覚の障がいを持つ児童生徒を受け入れる特別支援学校が上山市に

しかないため、保護者の理解を得ることが困難で、居住地の小中学校に特別支

援学級を設置するか、親元を離れての寄宿舎生活か、家族の送迎か、一家転居

をせざるを得ない状況にあります。また、医療行為を必要とする場合もあり、

教育支援員の配置のみで解決できない課題があります。 

 

つきましては、小中学校の教育施策に関する環境向上のため、標記の事項に

ついて特段のご配慮をお願いします。 
  

酒田市担当課：教育委員会 学校教育課 
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１０ 山居倉庫の国史跡指定に向けた取り組みへの支援について   

【文化庁】 
（教育庁 文化財・生涯学習課） 

要望事項 

（１）山居倉庫の国史跡指定に向けた取り組みに対する支援 

 

〔現状・背景〕 

山居倉庫は、明治２６年から同３０年にかけて旧庄内藩主酒井家により米券

倉庫として建設された建物でありますが、現在も現役の農業倉庫として活用さ

れている、全国でも貴重な木造倉庫群です。 

山居倉庫は全国市場における庄内米の地位確立に大きな役割を果たしたほか、  

かつて最上川舟運や積出港として賑わった当時の酒田の繁栄を現代に伝え、年

間６６万人もの観光客が訪れている重要な観光資源ともなっております。 

 

〔課題〕 

現在、所有者であるＪＡ全農山形及び庄内倉庫株式会社において、米保管倉

庫としての用途の廃止が検討されていることから、倉庫としての用途廃止後の

管理保全等のあり方が課題となっております 

本市では、歴史的に重要な価値を有する山居倉庫の保全・活用を図り、後世 

に引き継いでいく必要があると考えており、国の史跡指定を受けて、文化庁か 

らの支援と指導のもと、確実な保全を図るとともに地域振興に資する観光拠点 

として活用したいと考えております。 

 

つきましては、国指定史跡として山居倉庫を後世に引き継いでいくため、標 

記の事項について特段のご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

酒田市担当課：教育委員会 社会教育文化課 

明治末～大正の山居倉庫 
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１１ 飛島の地域社会の維持や振興に向けた取り組みの推進について 

要望事項    

 【総務省】（企画振興部 市町村課、庄内総合支庁 総務課 連携支援室 ） 

（１）山形県離島振興計画の推進 

（２）飛島の活力再生にかかる各種取り組みへの支援充実 

【内閣府】（企画振興部 市町村課、庄内総合支庁 総務課 連携支援室 ） 

（３）飛島の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社
会の維持に関する特別措置法に定める「特定有人国境離島地域」への早期
追加指定 

【国土交通省】（企画振興部 市町村課、庄内総合支庁 総務課 連携支援室 ） 

（４）離島活性化交付金による財政支援措置の拡充 

【国土交通省】（県土整備部 建築住宅課、庄内総合支庁 建築課 ） 

（５）離島老朽危険空き家解体への財政支援 

【国土交通省】（企画振興部 市町村課、庄内総合支庁 総務課 連携支援室 ） 

（６）定期航路運営費補助の充実 

【厚生労働省】（健康福祉部 長寿社会政策課、庄内総合支庁 地域保健福祉課 ） 

（７）介護保険における離島相当サービスでの短期入所生活介護、通所介護等

の全てを特別地域加算の対象サービスとすること 

【農林水産省】（農林水産部 水産振興課、庄内総合支庁 水産振興課 ） 

（８）漁業振興への支援 

  ① 飛島漁港の外かく施設の整備促進 

  ② 離島漁業再生支援事業の継続 

  ③ 放置漁船の対策 

【環境省】（環境エネルギー部 環境企画課、庄内総合支庁 環境課） 

（９）飛島西海岸への漂着物の処理・処分（事業の継続） 

（防災くらし安心部 防災危機管理課、庄内総合支庁 総務課 防災安全室） 

（10）避難路整備等に関する支援制度の充実 

【環境省】（環境エネルギー部 みどり自然課、庄内総合支庁 環境課 ） 

（11）鳥海国定公園計画（施設計画）に基づく施設整備（自然研究路の整備等） 
 

〔現状・課題〕 

本県唯一の離島・飛島は鳥海国定公園に属し、鳥海山・飛島ジオパークが日

本ジオパークに認定されるなど、豊かな自然環境や海の幸などに恵まれた地域

であります。 

しかし、離島特有の厳しい自然、社会的諸条件などから、近年、極めて急激

に過疎化（人口：１９１人：平成３１年３月末）や高齢化（高齢化率７４．９ 

％、同）が進み介護を必要とする高齢者が増加しており、このままでは地域コ

ミュニティの維持が困難になると危惧される状況にあります。 

本市では飛島での在宅介護を支援するため、訪問介護事業所の指定を受け島

内に拠点を置く事業者に介護保険法上の離島相当サービスを適用した短期入所
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生活介護、通所介護を委託して実施しています。 

介護報酬の算定ではサービス確保の観点から、離島等一定の地域に所在する

事業所が行う訪問介護、訪問入浴などについては、特別地域加算がされる一方、

短期入所生活介護、通所介護については対象外になっています。離島という利

用者が限定された地域において介護サービスを提供する事業者を維持していく

ためには、利用者負担金と介護報酬のみの事業収入では、安定した経営が難し

い状況にあります。 

また、飛島の空き家を解体するためには、解体費用のほかに解体用資機材や

解体後の廃材を運搬するための船賃が上乗せされるため、通常の２倍以上の費

用が必要とされます。個人の負担が大きいことから、空き家の処分が進まない

状況にあります。離島という特殊な状況を踏まえると、老朽危険空き家解体へ

の財政支援が欠かせません。 

さらに、漁業従事者の高齢化や、船舶の老朽化により使用されなくなった漁

船が増加していることや、離島のため廃船するには、本土まで曳航するなどの

手間や、費用が掛かることから次第に放置される漁船が増加しています。 

飛島西海岸への漂着物については、一度処理すれば無くなるものではなく、

ボランティア清掃等の継続した取り組みが不可欠です。 

加えて、飛島の避難路は、古くからの農作業道を避難路として使用している

ため脆弱で勾配も急なため、高齢の島民にとって大きな不安材料となっており

ます。また、主に西側や北側の自然研究路は、島民の日常生活に直結しないこ

とから整備が先送りされる傾向がありますが、万一災害が起こった場合、観光

客の避難に支障をきたす状況にあります。 

近年、北朝鮮による弾道ミサイルの落下や国籍不明船の漂着等、近隣諸国か

らの脅威にさらされながらも、漁業者による違法操業の監視を行うなど、有人

国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する

特別措置法において重要とされる、活動拠点としての機能を果たしてきており

ます。 

島民の生活は、燃料や日用品等生活物資の輸送や医師不在による本土への通

院など、航路に頼らざるを得ませんが、経済的な負担が大きい上、所要時間も

片道１時間１５分を要するなど、厳しい環境にあることからその対策が急務で

す。また、定期航路は、乗客や貨物の減少、異常気象による欠航の増加、５年

毎に行う定期検査等によって、費用負担が増大し課題となっています。 

 

つきましては、離島という特殊な状況を踏まえ、飛島の振興に関する標記の

事項について特段のご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

酒田市担当課：総務部 危機管理課、地域創生部 交流観光課、 
市民部 まちづくり推進課 環境衛生課 定期航路事業所 
健康福祉部 介護保険課、農林水産部 農林水産課 


