
 

 

第３回 酒田市総合計画未来会議 

日時｜平成２８年８月２８日（日） 

９：３０～１２：３０   

場所｜総合文化センター      
３階 コミュニティルーム   

 

次  第 

 

１ 開 会 
 

２ あいさつ 

 

３ 説 明 

  ・総合計画策定の進め方、未来会議の役割について 
  ・第１回、第２回未来会議のふりかえり 

 

 

 

４ ワークショップ 

  ～まちづくりシミュレーションゲームを通じて、酒田の未来を語ろう～ 

進行｜酒田市総合計画市民参画アドバイザー 
            加留部 貴行 氏 

 

 

 

５ その他 

  ・次回の開催について 
  ・市民大学のご案内      等 

 

 

 

６ 閉 会 
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第１回 酒田市総合計画未来会議 参加者一人ひとりのキーワード 

 

 

 

 

分野 期待される未来像 
その他のキーワード 

強み（資源） 弱み（課題） 

ひとづくり・まちづくり 

（総務・まちづくり・市民

交流・芸術文化スポーツ・

教育） 

若者の定住 

活気のある街 

人が生き生きしている 

世代間交流があるまち 

"人材育成 個性を伸ばす  

子供が自己選択 自己決定して未来を！ 

（学校選択・職業・小中学校）" 

活気のある市 

若い人が元気！！ 

おもてなし 

人 流れ 

"住民が「住んでて良かったなぁ」  

観光客が「来て良かったなぁ」と思える町" 

信じ委ねる力 

挑戦する力 

若い力 

市民が主体でチャレンジできる場所がある 

三世代でイキイキ暮らせるまち 

人と話せる場があるまち 

自然豊かで若い人もお年寄りも仲良く暮らせる

ところ 

老若男女 誰とでも笑顔で話し合える 

みんながいきいきしている 

自分の住んでる街が好きな人がたくさんいる 

本当に酒田を愛している人が多い！ 

酒田市に住む人が「酒田」のことを愛してる…

80％のひと 

酒田を本気で好きな人が多い 

イキイキ 

酒田市が“好き”という気持ち 

いろんな人 × 楽しめる 

選挙投票率 90％！ 

違う世代が一緒に住める 

つながり 

庄内弁を全国に広める 

酒田の昔からある物を後世に残す 

庄内弁 

遊び心！ にぎわい！！ 

 

市民生活 

（健康福祉・公益活動・防

犯防災・環境衛生・上下水

道・公園） 

安全で住みやすい町 

世代間交流があるまち（再掲） 

歩いて回れる暮らしやすい街 

自給自食できる町 

三世代でイキイキ暮らせるまち（再掲） 

自然豊かで若い人もお年寄りも仲良く暮らせる

ところ（再掲） 

安心して幸せを実感できる酒田 

災害に強い町 

災害の心配の無い生涯この町に住んでいたいと

思える町 

違う世代が一緒に住める（再掲） 

活力がある住みやすい街 

鳥海山・夕日・海などがきれい  

～ ワークショップのテーマ ～ 

未来の酒田市がまわりからとてもうらやましがられているとしたら、どのようなまちやくらしになっているでしょうか。 
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分野 期待される未来像 
その他のキーワード 

強み（資源） 弱み（課題） 

産業交流 

（インフラ・農林水産・商

工観光） 

港の活性化 

自然を生かしたのびのびとした姿 

酒田ブランド 

豊かな自然を生かした酒田 

観光しやすい町づくり 

酒田港の活用・拡大 

おいしくて安全な「食」 住む人にも、来る人に

も食 

観光資源としての「食」 

港（海）の発展 

自然豊かで若い人もお年寄りも仲良く暮らせる

ところ（再掲） 

酒田に帰っても働き続けられる 

"港町として発展してきた歴史施設整備（楽しめ

る）駅前" 

自然が豊かで食べ物がおいしい 

海がある 

食料・エネルギー 

海がきれいで魚がおいしい！！ 

環境がいい 

美しい景色 

おいしいご飯 

自然に恵まれている（食・水 etc

…） 

海が近い 

魅力的な港 

ラーメンをＰＲ 

食べ物などのＰＲ 

交通が不便 

働く場 

仕事をもっと増やす（選択肢をも

っと増やす） 

中町の活性化 

大手企業 

遊び場 

酒田は食べ物、場所、いろいろ有

名なのでＰＲもっとする 

中町に人が少ないため大きい駐車

場をつくる 

夜歩けるように明かりを増やす 

その他 

（全体に関するものなど） 

個性・人気があること 

選択肢（仕事・遊び・個性） 

選択肢（仕事・教育など子供のためのもの、卒業

後の進路） 

"住民が「住んでて良かったなぁ」  

観光客が「来て良かったなぁ」と思える町"（再

掲） 

“ここにしか無い”ものがある酒田 

県外へ行っても戻ってきたくなる町 

若い人が遊び、仕事し、安心して暮らしていける 

地元の人が安心して住めて外から来た人もむか

えてあげることができる 

戻ってきたくなる町にする 

何でもある 

実は酒田には何でもある！！ 

豊かな潜在資源 

気づき 

酒田ではいたって普通のことで

も、他の県では珍しい 

まずは知ること、知らないことが

多すぎ 

絵になる場面が少ない 

宣伝力 

「住みたい」「訪れたい」と思わせ

るような情報発信 

歩いて行ける店を増やす 

LINE や Twitter など使う 
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第２回 酒田市総合計画未来会議 参加者一人ひとりのキーワード 

 

 

 

「いいの～」の中から「もっと伸ばしたいこと」  

【自然・景観に関すること】 

○眺めるだけで心が晴れる自然 ○自然環境が良い（海・山・川・平野） ○自然の豊かさ ○豊かな自然（海・山・川・滝・動物）  

○すばらしい景色 ○酒田の自然をもっとＰＲ！ ○山・川・海（飛島含み） ○自然が近くにたくさん ○美しい自然をもっと豊かに！  

○酒田の食べ物と自然との関連付 ○自然 ～食材・景色～ を更に良く ○自然豊かなところを生かす ○自然の良さ  

○身近に自然がいっぱいある、休耕田（田んぼ）や畑をうまく活用し、上手くＰＲしていく。楽しんでもらう。 ○自然  ○豊かな自然  

○酒田の豊かな自然をアピール ○すばらしい景色 ○庄内平野、鳥海山、日本海（酒田の自然）が楽しめる道の駅 ○環境・自然の良さ  

○自然を守っていきたい ○自然整備～夕日等をみるスポット～  ○夕焼け ○最上川の活用 ○山・海・川・滝・歴史 →観光ＰＲ  

○豊かな自然（海・山・川・滝・動物） ○酒田の自然をもっとＰＲ！ ◇文化（食・自然など） 

◇いいもの、うまいもの、自慢できるもの、いっぱいある→絞れない 食べ物、自然の良さを外へ発信していく（市民あげて）  

◇食・自然（決められない） →情報発信を伸ばす ◇自然の豊かさ、食べ物のおいしさなど、市民でよさを共有し、外にももっとアピール 

△日本列島の中で、海あり山あり大河ありの恵まれた自然条件と、それでも自然災害が少ないという事実をもっと上手に広報する 

 
【「食」に関すること】 

○おいしい食べもの ○食文化 ○ラーメンのおいしい店がたくさん ○酒田の食 ○おいしい食べ物があること  

○果物がおいしい ○おいしい食べ物を宣伝したい ○食の豊かさの発信 ○美味しい食べ物（ＰＲ） ○食べ物 特にラーメン  

○おいしい食材の活かし方 ○食べ物 ○食べ物の特産品をもっとアピール ○酒田のおいしい食べ物を外にＰＲすること  

○食べ物が豊かでおいしい ＰＲ、発信していく ○ラーメン王国 ○食べ物が豊富 美味しい ○食べ物がおいしい（ラーメン・果物）  

○おいしい水でもっとおいしい！もっと宣伝！                            ※上記◇にも記載あり。 

 

【観光に関すること】 

○酒田独自の観光・食（再掲） ○観光 ○つりスポットとして人を呼び込む ○観光資源がある ○観光資源がある（ＰＲ）  

○観光資源がたくさんある ○観光施設が多い ○名所がたくさんあるので、ひろめていきたい ○観光資源の活用  

○諸施設（美術館・倉庫 etc）の活用と観光ＰＲ ○北前船の寄港地と芭蕉「おくの細道」を観光に活かすべき  

○歴史ある。ストーリー観光客にも ☆クリーンエネルギーを活かした（だしに使った）観光集客  

○山・海・川・滝・歴史 →観光ＰＲ（再掲） 

 

【歴史・伝統・文化に関すること】 

○歴史的建造物が多い ○希望ホール、土門拳写真館 ○歴史文化 ○黒森歌舞伎をＰＲしよう。まず関心を持とう。 

○黒森歌舞伎！ ○酒田祭りをもっと全国にＰＲして、夏の花火を最大限に知ってもらおう ○歴史ある。ストーリー観光客にも（再掲） 

○美術館が３つもある。すごい！（酒田市美術館・土門拳写真館・本間美術館） ○歴史のある町 ○山・海・川・滝・歴史→観光ＰＲ（再掲）  

 

【港に関すること】 

○港町 ○酒田港 ○港 ○県内唯一の貿易港。物流だけでなく、大陸（世界）との人的交流を伸ばしたい。  

○酒田港周辺のインフラ整備 →酒田港を第 2の玄関港に ○港をもっと有効に活用し、酒田を活気づけたい。 

○良い港があるので、港を活用し、海外とのつながりを深めたい。→交流・産業の発展へ 

 

【くらしや防災に関すること】 

○住の充実 ○るんるんバスを利用できる。 ○キレイで楽しい公園  ○安全と豊かな生活の場として定住者を増やす 

○災害が少ない（安全・安心な街） ☆エネルギー・水・食料の自給自足→防災都市化 

☆エネルギー・水・食料他、自給自足が可能なポテンシャルがある。                   ※上記△にも記載あり 

 

【東北公益文科大学に関すること】 

○公益大と協力したまちづくり ○公益大×行政、公益大×市民 ←コラボ 

 

【エネルギーに関すること】 

○自然を利用したエネルギー開発（風力・太陽光・波力） ○エネルギーの自給自足をもっと向上させる   ※上記☆にも記載あり 

 

【米に関すること】 

 ○米づくりが盛んであること ○種まきじいさん、庄内平野は米どころ→小学校の教科書、ＰＲ 

 

【人や教育に関することなど】 

 ○郷土愛 ○人の優しさ ○チャレンジする意欲 ○総合計画などへの市民参画 ○あんべわりーのを改善する為の受け皿を作っているところ  

○交流・共有 →いろいろな人・もの・こと集まればもっとステキに！ ○種まきじいさん、庄内平野は米どころ→小学校の教科書、ＰＲ（再掲） 

 

～ ワークショップのテーマ ～ 

① 酒田の「いいの～」は何ですか ② 酒田の「あんべわりの～」は何ですか 

（注）参加者１人につき１つずつ記載したものです。ただし、１つ以上記載した方もいたことから、キーワード数と 
参加者数は一致しません。また、できる限り参加者が記載した内容のまま掲載しています。 

   ・ 
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「あんべわりの～」の中から、「これは解決したいこと」  

【交通に関すること】 

○交通 ○交通の便 ○交通の便 ○交通の便 ○交通の便 ○交通網 ○交通手段 ○交通が不便 

○公共交通 ○公共交通機関の充実 ○公共交通機関の充実 ○交通アクセス ○交通アクセス ○交通アクセス 

○交通アクセスの不便 ○交通の便（電車・バス） ○交通機関の不便さ  

○交通の便を良くする ○交通の便をよくする ○交通の便を良くする（高速も近隣も） ○公共交通 来易い・動きやすい 

○交通網の便利さ ○交通網をもっと広げていくこと（バスの停留所増やすなど…） 

○移動手段の選択肢をふやす ○人が自由に移動できる街 →バス・自転車・徒歩 ○車に頼らず生活できる環境  

○バス（市内交通）旧町エリアと市街地の行き来 ○市内交通網（バス等）が弱い 

○見たい所、行って見たい所が離れて点在しているので交通手段、道路整備等の改善を急いだ方が良い 

○雪道せまくなる ○移動する方法が少ないから、バスをもっと利用しやすいように 

○公共交通機関・交通バスなどをもっと利用しやすく。八幡町、平田町、松山町との交通の便をよくしたい。 

○交通の整備（車）電車・空港 ○高速道路延伸 ○交通の改善（船、鉄道、道路） ○交通手段 高速道路・新幹線・空港・駅前・港  

○空港・港・駅・道のつながり ○他域との交通手段をよくしたい ○交通 外から来た人が利用しやすいように 

○庄内空港の利便性（LCC、都市部から、人の増便）○交通インフラ充実 ○交通を見直して酒田に来てもらう、触れてもらう 

○高齢者の交通手段→高齢者にやさしいまちづくり ○交通の便を良くしてもらいたい 

 

【駅前・中心市街地など街の賑わいに関すること】 

○駅前・中町の活用 ○駅前 街の顔！！ ○街の中心に安心して気軽に利用できる大きな駐車場をつくる 

○駅周辺の整備・二次インフラ・駐車場・店・学生の居場所 ○駅前に誰でも気軽に暇つぶし、勉強できるスペースを 

○駅前開発を早急に ○開発が市役所主体ではなく、駅前に市民が気軽に立ち寄れるキャンパスを 

○活気が無い駅前周辺・駅裏 ○活気がない ○商店街がさみしい ○街の賑わい ○街中が寂しい感じする 

○暗くて歩きにくい夜の酒田 →歴史的建物やシンボル（港）を積極的にライトアップして夜も散歩したくなる街になって欲しい 

○賑わいのために自然を利用したい ○アニメキャラなどを使ったイベントがあってもいいかも 

○気軽＆おしゃれな店ふやそう ○店の前に看板・情報少ない（料金・メニュー等）本日のおすすめとか店外にあるといい 

 
【交流の場に関すること】 

○老若男女の交流が少ないので、市民が率先して活動を行い、意見を交流していけるようにする 

○若い人が遊んだり学習できる場所をつくること ○若者が遊べるところがない ○気軽に集まれる場所を増やす 

○子供の遊び場がなさすぎる。他県に流れてしまっている。若者向けの商店なども。 ○人が集う場 

○他地域との交流（部活動の成長） 

 

【仕事や若者定着に関すること】 

○生活の基礎となる仕事の場所を増やす ○若者が働き先のことでＵターンに不安を感じていること 

○若者が戻ってきやすい環境を整える！ ○若い人の定着 ○人口減少（働く場の創出・公益大の活用） 

○若者が少ない ○若者が少ない 外へ出て行って戻らない 

 

【観光に関すること】 

○観光名所がすくない ○宿泊施設 ○観光資源がたくさんあるのにアピール、知識が少ない 

○宿泊 ○地元に有名な物を（観光客↑・若者活性化・地元を知る意識↑） 

 

【ＰＲに関すること】 

○ＰＲ ○酒田のすばらしさのＰＲ  

○情報→インターネット上に「ない」ものは、現実でも「ない」と思われるかも…？ 

○観光資源がたくさんあるのにアピール、知識が少ない（再掲） 

 

【福祉に関すること】 

 ○障害者に対する設備を増やして欲しいの ○高齢者の交通手段 →高齢者にやさしいまちづくり（再掲） 

 

【行政や教育に関することなど】 

○地元のいいところ知らない ⇒歴史や人にもっと触れる教育・機会 

○文化財が少ない。古いものを大切にしていこう！みんなに気づいてもらえれば。 

○個性がない→行政・公教育（特別な何か、自慢） ○行政にユニークさが欠けている 

○鶴岡市と一体となって庄内を盛り上げる ○鶴岡との連携 

 

 

 

（注）参加者１人につき１つずつ記載したものです。ただし、１つ以上記載した方もいたことから、キーワード数と 

参加者数は一致しません。また、できる限り参加者が記載した内容のまま掲載しています。 
   ・ 


