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令和３年酒田市議会３月定例会の開会にあたり、令和３年度の施政方針について

述べさせていただき、市議会の皆様並びに市民の皆様から、市政運営に対するご理

解とご協力を賜りたいと存じます。 

私は、市長就任以来、「賑わいの創出に向けて、人財と風土が支える産業・交流

都市」の実現に向け、市民参画、子育て支援、教育環境の整備、企業立地の促進、

産業振興、文化芸術振興、酒田港や庄内空港の利活用などの行政課題に取り組んで

まいりました。 

しかしながら、令和元年末に確認された新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に

全世界に拡大し、国内においても、令和２年１月に初めて感染者が確認されてから

１年以上を経過しても未だ流行の収束が見えず、私たちの社会生活や地域経済は大

きな影響を受け続けています。 

新型コロナウイルス感染症の対策は、密閉空間、密集場所、密接場面という「３

つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」をはじ

めとした基本的な感染対策の徹底など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を

定着させることが求められています。こうした感染予防は、地域の医療体制を守る

ことにもつながります。山形県、山形県・酒田市病院機構、酒田地区医師会十全堂

などの皆様と連携して、間もなく開始するワクチン接種の体制をしっかりと整えて

まいります。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大は、行政のデジタル化、テレワーク、

遠隔教育やキャッシュレス化など、デジタル技術を活用して新しい価値、便益を創

り出す「デジタル変革」の加速を促す流れをもたらしました。 

本市は、昨年１０月１日にデジタル変革戦略室を設置し、１１月１１日には酒田

市、株式会社ＮＴＴデータ、東日本電信電話株式会社及び東北公益文科大学が、デ

ジタル変革推進に関する連携協定を締結しました。この協定を基に「市民サービス

のデジタル変革」、「行政のデジタル変革」、「地域のデジタル変革」を３本柱とする

酒田市デジタル変革戦略を策定し、Society
ソサエティ

5.0への対応力を高めてまいります。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、女性就業者が多いサービス産業に大

きな打撃を加え、同じく女性就業者が多い医療・介護・保育など日常生活の維持に

不可欠な職業は、厳しい処遇や環境下にあります。このような状況において、性別

にとらわれることなく、その個性と能力を発揮できる豊かな社会を創るため、

ＳＤＧｓ
エスディージーズ

や本市が目指す「日本一女性が働きやすいまち」の視点を持つことがま

すます重要になると考えます。 

令和２年度、本市はコロナ禍に加えて記録的な大雨や大雪にも見舞われ、大きな
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被害を受けました。これらのことにより、本市の財政運営は大きな打撃を受け、い

くつかの施策については、見直しを余儀なくされました。しかし、私たちはこうし

た厳しい状況を克服し、市民生活を支えていかなければなりません。 

令和３年度予算は、このような課題を踏まえて、酒田市総合計画の目指すまちの

姿「賑わいも暮らしやすさも共に創る公益のまち酒田」の実現に向け、「新たな日

常への転換を見据えた経済・社会の再生」、「日本一女性が働きやすいまちの実現」、

「市民に優しいデジタル変革の推進」の３点を重点に据えました。それでは、主な

取り組みについて、総合計画の体系順に申し上げます。 

 

１ 未来を担う人材が豊富な酒田 

（１）協働の芽吹きとなる市民参加があふれるまち 

活力ある地域社会を維持するためには、地域コミュニティ活動の活性化が不可欠

です。地域の力を発揮できるよう「（仮称）地域コミュニティまちづくり協働指針」

をコミュニティ振興会、自治会と連携して策定します。 

多様化する地域課題の解決を目指し、専門的なノウハウを持つ公益活動団体と市

が協働し市民サービスの向上を図る、市民協働・公益活動推進事業に新たに取り組

みます。 

市民がまちづくりを「他人事」ではなく「自分事」として捉えるためには、市が、

わかりやすく正確な情報を迅速に発信し、市民と共有することが不可欠です。この

ことが、市民との間に信頼関係を生み、市民参加や協働の促進、郷土愛の醸成につ

ながっていくと考えます。そのため、市民が知りたい情報を的確に把握し、わかり

やすい情報を効果的に発信する「伝わる広報」に注力します。 

ホームページを中心に、昨年１２月から運用を開始したラインや、フェイスブッ

ク、インスタグラム、ツイッターなどのＳＮＳ、酒田エフエム放送ハーバーラジオ

など、様々な媒体を効果的に活用し、情報発信を行います。 

 

（２）大学とともにつくる「ひと」と「まち」 

東北公益文科大学において、地域で活躍できるＩＴ人材等を育成するため、ビッ

グデータ解析、情報セキュリティ、データサイエンスなどの履修証明プログラムを

引き続き実施します。また、「大人の学び場」として、リカレント教育※機能の充実

を図るため、同大学の履修証明プログラム及び山形県立産業技術短期大学校庄内校

が実施する社会人向け公開講座などの受講者を対象とする補助制度を創設します。 

東北公益文科大学は、山形県と庄内地域の２市３町が協力して設立した公設民営
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の大学です。平成２９年度以降、入学者数は、大学の不断の努力により、定員の 

２３５名を確保していますが、今後１８歳以下の人口が減少していく中で、地方の

私立文系大学における学生確保は、一段と厳しくなっていくと予想されています。 

若者が集まる地域の拠点として、また、地域の人材育成の拠点として大学が果た

す役割は極めて重要です。東北公益文科大学を将来にわたり存続させるために、設

置者である山形県と庄内２市３町が連携して、さらなる機能強化と早期の公立化に

取り組みます。 

 
※リカレント教育：社会人になってからも、教育機関に戻り、職業上必要な知識・技術を習
得し、また社会へ出ていくということを生涯続けることができる教育システム。 

 

（３）公益の心を持ち明日をひらく子どもたちを育むまち  

 子どもたちの力を最大限に伸ばすＧＩＧＡスクールを推進するため、令和２年度

に整備した無線ネットワークの環境や１人に１台配置するタブレット端末を活用

して、子どもたちの理解度に応じた個別学習を行うなど、学力向上を確かなものと

します。 

教育委員会の教育機関として、酒田市教育研修センターを酒田市総合文化センタ

ーに設置し、教職員に対して、ＩＣＴ機器を活用した質の高い授業づくりをはじめ、

学力向上対策などの研修を行います。 

 学力の向上と生徒指導の充実を目指す小中一貫教育の推進については、先行して

実施している中学校区での効果検証を行うとともに、将来の義務教育学校の導入も

視野に入れ、特色ある酒田方式の小中一貫教育を推進します。 

学校教育の活性化、児童生徒の学力向上のため、地域や家庭の教育力や子どもを

取り巻く教育環境を研究し、「力のある学校」を創る取り組みを提唱されている  

大阪大学大学院人間科学研究科教授の志水
しみず

宏
こう

吉
きち

氏を教育参与に迎えます。 

 

（４）学びあい、地域とつながる人を育むまち  

学校と地域住民が一体となって学校運営に取り組むコミュニティスクールと、 

学校と地域の連携により地域活動に子どもたちが参画する地域学校協働活動につ

いて、地域の実情に合ったあり方を検討する場を設けます。 

文化芸術については、「社会包摂と育成」を方針とし、アーティストを小中学校、

高齢者施設などに派遣する体験型・訪問型の事業を実施し、誰もが文化芸術に親し

むことができる環境づくりに努めます。また、令和３年４月１日に発足する公益財

団法人さかた文化財団と連携し、小中学校の授業で作品を鑑賞するだけでなく、 
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土門拳をはじめとする本市ゆかりの功労者の活動を知ることで、郷土愛を醸成する

スクールプログラム事業に取り組みます。 

本市の歴史的景観を象徴する山居倉庫が、史跡指定の答申を受けました。庄内の

米づくり、近現代の米穀流通の歴史を今に伝える山居倉庫を次世代に確実に継承し

ていくため、令和４年度までの２か年で山居倉庫保存活用計画の策定に取り組みま

す。また、本市における文化財の保存と活用に関するアクションプラン、文化財保

存活用地域計画の策定に向けて、未指定文化財の調査にも着手します。 

子どもから大人まで幅広い年代の市民が参加する市民体育祭及び湊酒田つや姫

ハーフマラソン大会については、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた新しい

生活様式に配慮して実施します。 

 文化・スポーツ施設については、希望ホールの外壁改修や、国体記念体育館の大

規模改修及び八幡体育館の耐震改修など、安全に活動できる環境を計画的に整備し

ます。 

 

２ 地域経済が活性化し、「働きたい」がかなう酒田 

（１）地域経済を牽引する商工業が元気なまち   

中小企業向けの新型コロナウイルス感染症関連経済対策については、地域経済変

動対策資金の利子及びセーフティネット・危機関連の保証料を補給します。また、

小規模事業者向けには、本市独自の元気な小規模事業者持続化助成金の支給など、

引き続き地元企業に対する支援を展開します。 

企業立地を促進するため用地取得助成金の適用要件を拡充するとともに、酒田京

田西工業団地の完売に向け、誘致活動に取り組みます。 

酒田市産業振興まちづくりセンター「サンロク」においては、ビジネスプロジェ

クトの組成、販路開拓や創業支援などに取り組むほか、「よろずＩＴ女子」の育成、

テレワークやＲＰＡ※の導入支援による地元企業の生産性向上を図ります。また、

ＡＩ※などデジタル技術を活用して地域の課題を解決できる人材を育成するため、

酒田光陵高等学校や酒田東高等学校など県内の高校生を対象としてＡＩ教育プロ

グラムを実践する「やまがたＡＩ部運営コンソーシアム」の活動を支援します。 

 
※ＲＰＡ（Robotic Process Automation の略）： 事務作業の自動化。 
※ＡＩ（Artificial Intelligence の略）： 学習・推論・判断といった人間の知能のもつ機能を備
えたコンピューターシステム。 
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（２）「港」の物流機能により産業競争力が高いまち  

令和２年８月に岸壁延伸による機能強化が図られた酒田港国際ターミナルにお

いては、取扱貨物量の増加に向けて、“プロスパーポートさかた”ポートセールス

協議会を中心に、新たな荷主開拓に取り組みます。 

友好都市である中華人民共和国唐山市の京
けい

唐港
とうこう

と酒田港を結ぶ新たな航路を活

用するため、意欲のある企業を募り、唐山市において商談会を開催するなど、酒田

港からの輸出拡大に努めます。また、山形県や関係機関と連携し、ＲＯＲＯ船※や

コンテナ船などの新たな航路開設に向けた検討を進めます。 

遊佐沖及び酒田沖への洋上風力発電の導入による地域への経済効果を発現させ

るため、港湾管理者である山形県と連携し、洋上風力発電の整備及び維持管理など

の拠点となる基地港湾の早期指定を目指します。 

 
※ＲＯＲＯ船：貨物を積んだトラックやシャーシ（荷台）ごと輸送する船舶のこと。岸壁側 
に荷役設備の必要が無く、スピーディーで貨物への衝撃が少ない積込が可能と言われる。国 
内のトラックドライバー不足やＣＯ2排出量削減にも有効。 

 

（３）地元でいきいきと働くことができるまち  

 若者の地元定着を促進するため、市内高校の生徒及び山形県立産業技術短期大学

校庄内校の学生を対象とした市内企業見学ツアーを拡充します。また、酒田での生

活全般の魅力をわかりやすく紹介する動画を制作し、進路を検討する若い世代に対

してＳＮＳなどで発信します。 

市内企業が専門性の高い人材を確保できるよう、県外人材の採用に要する経費を

軽減する人材確保支援助成金を拡充し、本市へのＵＩＪターン就職を促進します。 

「日本一女性が働きやすいまち」宣言に賛同するリーダーの会の会員増、えるぼ

し認定企業を増やすための奨励金制度の創設、女性活躍推進懇話会や女性活躍支援

員の活動など、「日本一女性が働きやすいまち」の実現に向け、職場だけでなく家

庭や地域における意識改革も含めた行動変容を促す取り組みを進めます。 

 

（４）夢があり、儲かる農業で豊かなまち  

本地域の活力の源は、農林水産業であり、農林水産業の元気が地域全体の元気に

つながるという思いを持って諸施策を推進します。 

米については、土づくりを中心としたデータと科学的分析に基づく、デジタル農

業に市全体で取り組むことで、「デジタル米」といった新たなブランド力につなげ

ていきます。また、「都会で働くより酒田で農業をしたい」あるいは「コロナ禍で
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子どもを酒田に呼び戻して農業をさせたい」といった声に応えるため、農業の基礎

を学べる学校として、新たに「もっけ田農学校～Knowledge（農レッジ）～」を開

校します。「もっけだのう」はその名のとおりですが、愛称の「Knowledge（ノウレ

ッジ）」は、英単語の知識、農業の農、英単語のカレッジ（大学）の意味合いを込

めて名付けました。 

 畜産では、経営安定を図るための価格差補てん事業に対して支援するほか、令和

２年末に発生した豚熱への対策として、豚熱ワクチン接種の緊急支援を継続します。 

また、この冬の暴風雪や大雪により、農業用施設などに被害を受けた農業者の皆様

が、一日も早く営農を再開できるよう復旧を支援します。 

 

（５）１００年続く森林（もり）を造り、活かすまち  

林業では、森林環境譲与税を財源とした森林経営管理制度が始まっています。本

市面積の約６割を占める森林が持続的に利用できるよう酒田市森林経営管理検討会

において実施方針を定め、森林管理の適正化を図ります。 

酒田産木材の輸出に関し、これまでの丸太の輸出だけではなく、製材として輸出

する民間事業者の新たな取り組みを後押ししていきます。 

奥山林道については、災害復旧について国への働きかけを行い、秋田県由利本荘

市と本市を結ぶ鳥海山環状道路への発展も見据えながら、推進組織を立ち上げてい

きます。 

 

（６）恵み豊かな水産を活かすまち  

コロナ禍の令和２年度は、「いかのまち酒田」の認知度向上を図るため、首都圏

の有名料理店で酒田の食材を使った料理を提供する酒田フェアを開催しました。さ

らにその縁で南麻布「分
わけ

とく山
やま

」の総料理長を本市に招き、魚市場
うおいちば

やイカの加工場
か こ う ば

の見学、料理人との意見交換、酒田調理師専門学校での特別授業などを行い、新た

な視点からの機知に富む意見により気づきを得ることができました。令和３年度の

新たな展開に向けて「いかのまち酒田戦略会議」を中心に検討を重ね、水産業、観

光業、飲食業そして本市が一体となった取り組みを進めます。 

庄内浜ブランドとして、「庄内北前ガニ」に続き、「活イカ」のブランド化を目指

します。また、飛島における長年の懸案である放置船について、令和３年度中を目

途に処理を進めます。 
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３ ファンが多く、移住者・定住者・観光客が増加する酒田 

（１）移住者・定住者が増えるまち  

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地方移住のニーズが高まっている

と言われています。この機を捉えて、本市への移住者が増加するようＰＲに努め、

オンライン相談会への参加やお試し住宅の Wi‐Fi 環境の整備など、新しい生活様

式に対応した取り組みを行います。 

子育て世代及び働き盛り世代をターゲットとして、暮らし体験、移住相談、移住

経費への補助、移住後のフォローアップ、酒田で暮らすことのイメージを広げるコ

ンテンツでの情報発信など、移住を検討する相談者の状況に応じた支援を行います。 

「生涯活躍のまち構想」については、消防本署跡地において、民間のアイデアや

資金を活用する仕組みにより、地域交流拠点を含む移住者向け住宅を整備運営する

事業予定者を選定し、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会と連携して構想の実

現に取り組みます。 

 

（２）「おもてなし」があふれ、交流でうるおうまち  

様々な都市との交流事業については、令和３年度から地域創生部交流観光課に移

管し一本化を図ります。交流を通じた市民一人ひとりの酒田への誇りや愛着を醸成

するとともに、酒田を訪れる人を「おもてなし」することで、酒田に親近感を持ち、

再び訪れてみたいと思う酒田ファンを増やします。 

国際交流事業では、令和２年７月に友好都市の中華人民共和国唐山市との盟約締

結が３０周年を迎えたことから、唐山市で開催される記念行事などに本市代表団を

派遣し、さらなる交流の深化を図ります。また、ロシア連邦サンクトペテルブルク

市の学校と酒田光陵高等学校、酒田南高等学校がそれぞれオンラインで交流します。

さらに、姉妹都市のアメリカ合衆国デラウェア市については、酒田西高等学校との

交流を検討します。 

東京オリンピック・パラリンピックにおけるニュージーランドのホストタウン酒

田として、トライアスロン代表チームの事前キャンプの受入れやニュージーランド

講座の開催などを通じて市民交流を推進します。 

観光振興については、酒田観光戦略推進協議会に、ＤＭＯ※・地域商社※機能を加

える体制強化を図るとともに、新しい生活様式に対応した酒田まつりや酒田花火シ

ョーなど、イベントの充実に努めます。また、磨き上げた観光コンテンツとして、

旧割烹小幡跡に整備する日和山交流観光拠点施設や文化観光推進法による拠点計

画の認定を受けた本間美術館、世界ジオパークの認定を目指す鳥海山・飛島ジオパ
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ークなど、地域に賑わいや経済効果をもたらす取り組みを進めます。 

 
※ＤMO （Destination Management Organization の略）：観光物件、自然、食、芸術・芸
能、風習、風俗など当該地域にある観光資源に精通し、地域と協同して観光地域づくりを行
う法人のこと。 
※地域商社：地域の優れた産品・サービスの販路を新たに開拓することで、従来以上の収益
を引き出し、そこで得られた知見や収益を生産者に還元していく「地域商社事業」を支援す
る組織をいう。 

 

（３）「港」発の交流で賑わうまち  

「みなとオアシス酒田」の主要施設である「さかた海鮮市場」と「みなと市場」

については、新たに「みなとオアシス活性化促進施設」として管理運営を一体的に

行い、「みなとオアシス」を活用した賑わいの創出に努めます。 

令和２年度は酒田港へのクルーズ船の寄港がありませんでしたが、国内外のクル

ーズ船寄港の再開に向けて、船舶や港湾の新型コロナウイルス感染予防対策ガイド

ラインに基づく対策に取り組むなど、受け入れ体制を整えます。 

庄内空港においては、年間搭乗者数が歴代１位となった令和元年の約４３万人に

比べ、令和２年はその３分の１の約１４万５千人となるなど、航空需要が大幅に減

少し、非常に厳しい状況が続いています。令和３年１０月に開港３０周年を迎える

ことから、庄内空港利用振興協議会を中心に、航空事業者などと連携して利用促進

に努めます。 

 

４ 暮らしと生きがいを共に創り、お互いが支え合う酒田 

（１）誰もがいきいきと暮らしやすいまち  

 令和２年１２月末時点の本市の高齢化率は、３５．９％となりました。少子高齢

化の進展や核家族化など家族形態の変化などにより、多様化かつ複雑化する地域福

祉のニーズに対応するため、第４期酒田市地域福祉計画を策定します。また、団塊

の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据え、地域包括ケアシステムをより一層

推進します。 

 平成１２年度の介護保険制度の創設以来、上昇が続いた保険料については、基金

などを活用して引き下げます。また、国民健康保険については、健全な財政運営に

努めるとともに、国民健康保険税の負担軽減に向け引き続き努力してまいります。 

酒田市福祉型児童発達支援センターはまなし学園に新たに専門職員を配置し、  

登園が難しい未就学の重症心身障がい児※を対象とする居宅訪問型児童発達支援の

充実を図ります。 
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東京オリンピック・パラリンピックにおける共生社会ホストタウン酒田として、

心のバリアフリー研修、宮海海水浴場でのバリアフリービーチ体験会に取り組みま

す。 

 
※重症心身障がい児：重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態にある子ども
をいう。 

 

（２）結婚・妊娠・出産・子育ての希望がかなうまち 

結婚の希望をかなえるため、酒田市結婚サポートセンターによる相談対応に加え

て、結婚新生活支援事業費補助金により、結婚に伴う新生活に係る住居費用及び引

越費用の一部を補助します。また、子どもを希望する夫婦が安心して不妊治療を受

けることができるよう、県内トップレベルの助成を行います。 

保健師、社会福祉士など専門性の高い職員を配置し、相談全般からより専門的な

ソーシャルワーク業務などを一体的に行う、子ども・家庭総合支援室を健康福祉部

子育て支援課に設置します。 

本年４月に開園する「みなと保育園」は、特別保育事業である一時預かり、休日

等保育を実施することで多様な保育ニーズに対応します。併設する子育て支援セン

ターは、土曜日の午後も気軽に育児相談などができる体制を整えます。 

 

（３）健康でいつまでも活躍できるまち  

令和３年２月１日に健康福祉部健康課に新型コロナウイルスワクチン接種対策

室を設置し、酒田地区医師会十全堂の協力により、市が設ける施設での集団接種と

医療機関での個別接種を組み合わせて、市民が円滑にワクチン接種できる体制を構

築します。また、本地域の医療体制を守るため、新型コロナウイルス感染症に関す

る正しい情報を発信し続けることで、市民の感染症予防に関する意識の啓発に努め

ます。 

令和２年度に新型コロナウイルス感染症との同時流行を防ぐため、妊婦、生後６

か月から１８歳までの方、１９歳から６０歳未満で基礎疾患を有する方も対象とし

たインフルエンザワクチン接種への助成は、令和３年度も継続して行います。 

 

５ 地域のつながりと安全・安心にあふれた暮らしやすい酒田 

（１）住民と行政の協働による地域運営ができるまち  

平成２９年度から令和２年度までの４年間、大沢地区、南部地区及び田沢地区に

おいて、地域の将来の姿を実現するための具体的な事業を地域計画として策定する
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地域づくり推進モデル事業に取り組みました。その結果、田沢地区では、田沢コミ

ュニティ振興会が株式会社チャンピオンと連携して、戸別訪問による買い物支援事

業を開始するなどの実践につながりました。令和３年度は、西荒瀬地区、上田地区

及び山寺地区で地域計画を策定するとともに、計画策定をその他の地区に働きかけ

ます。 

農村集落の人口減少が深刻化する中、地域づくりへの取り組みを地域と一体とな

って実行・サポートをする人材が求められています。地域計画を実行する段階にお

いて、ひとづくり・まちづくり総合交付金の地域計画加算または集落支援員の配置

のいずれかを選択することができるよう、新たに集落支援員制度を導入します。 

 

（２）美しい景観と環境を「全員参加」でつくるまち  

ごみの減量化やリサイクル推進のため、出前講座や研修会の開催、ごみ出し情報

の発行など様々な機会を捉えて周知を徹底するとともに、紙類のリサイクル推進の

ため、紙箱や封筒などを分別するための雑がみ回収袋を作成して小学生に配布する

など、市民の環境意識の啓発に努めます。 

花と緑のまちづくりについては、市民の意識醸成に向けた各種講習会を開催する

とともに、バスケット機材の無料貸し出しを行い、市民及び民間事業者が主体とな

る活動を推進します。 

地球温暖化対策を推進するため、本年４月から酒田市十里塚風力発電所の運転を

開始します。 

  

（３）地域との連携でつくる安全・安心なまち  

 近年、令和２年７月豪雨をはじめとした異常気象により、甚大な水害が発生して

います。こうした状況に備えるため、最上川、赤川流域においては、国、山形県、

市町村、企業、住民等関係する機関が協働し流域全体で水害を軽減させる治水対策

「流域治水」を計画的に推進する「流域治水プロジェクト」に基づいて、ハード・

ソフト一体の事前防災対策を進めます。 

本年１２月の新消防本部及び本署の竣工に向け、防災拠点施設の整備を進めます。 

 災害時の情報伝達について、防災ラジオの販売方式を低価格な有償貸与方式へ転

換するとともに、自治会やコミュニティ振興会の会長に加えて民生委員・児童委員

へ防災ラジオを無償貸与することにより、防災情報の迅速な提供と災害時の要配慮

者等の早期避難を促進します。また、災害時に情報共有が可能な職員招集システム

に、コミュニティ振興会の役員や事務局、消防団幹部などを追加し、地域の防災関
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係者との連携・協力体制を強化します。さらに、女性を対象とした防災講座及び避

難所運営を検証するワークショップを開催し、その成果を避難所運営マニュアルの

見直しに生かし、地域の共助体制強化と女性の視点を取り入れた避難所運営体制を

構築します。 

避難行動に時間を要する要配慮者の命を守るため、自主避難者ホテル受入事業を

引き続き実施するとともに、さらなる周知に努めます。 

飛島における避難対策を強化するため、安全管理上、特に改修を必要とする５つ

の避難路を整備するとともに、住宅火災の延焼防止のため、空き家を除却し、跡地

をポケットパークとして整備します。 

地震による住宅倒壊の被害を最小限に抑えるため、一般住宅に対する耐震診断及

び耐震補強とともに、危険ブロック塀などの撤去について引き続き支援します。 

人口減少、少子高齢化、核家族化や都市部への人口流出などにより空き家が増加

し、適正に管理されず周辺へ悪影響を及ぼす事案が生じています。酒田市空き家等

対策計画に基づき、空き家等ネットワーク協議会と連携し、空き家の利活用の促進、

危険老朽空き家等の適正管理など、総合的かつ計画的に空き家対策を進めます。 

 

（４）「暮らしの足」が維持されるまち  

 「暮らしの足」として必要不可欠なバス・タクシーなどの地域公共交通は、利便

性の向上を目指すとともに、地域の実情に合った持続可能な移動手段として維持す

るため、令和４年度に路線を改編します。令和３年度は、路線改編の円滑な実施に

向けて、広報や住民説明会の実施などにより周知を徹底します。 

定期船「とびしま」は、安全で快適な海上運航を確保し、乗船予約システムの運

用及びキャッシュレス決済の導入により、利用者の利便性向上を図ります。また、

定期船の利用拡大のため、大型連休や夏休みなどの期間に、子ども運賃を無料とす

るキャンペーンを引き続き実施します。 

 

（５）自然環境、歴史、文化、産業で多様性を広げるまち 

（八幡、松山、平田地域と飛島） 

八幡、松山、平田地域の自然環境や伝統文化などの地域資源を生かして個性ある

地域づくりを進めるため、酒田市過疎地域自立促進計画を策定します。 

八幡地域においては、鳥海山・飛島ジオパークの魅力をＰＲするため、山岳写真

家白籏
しらはた

史朗
しろう

氏が撮影した鳥海山の写真パネルを市内外の各所で展示します。 

株式会社良品計画の酒田プロジェクトと連携・協働して、地域活性化や課題解決
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のための調査事業に取り組むほか、日向里
に っ こ り

かふぇの機能強化を図るため、日向コミ

ュニティセンターの環境整備を行います。 

松山地域においては、城下町松山の魅力を発信するため、まつやま大手門くらふ

とフェアを開催し、賑わいの創出と交流人口の拡大を図ります。また、地域の歴史

や文化への関心を高めるため、大手門でピアノ演奏会などを開催し、１００年前の

ピアノなど松山の宝の周知に努めます。 

平田地域においては、地域ゆかりの２人の芸術家、石
いし

黒光
ぐろこう

二
じ

氏、阿部
あ べ

智
とし

幸
ゆき

氏の作

品に親しむ事業に取り組み、郷土愛の醸成と交流人口の拡大を図ります。鳥海山・

飛島ジオパークのジオサイトや飽海三名瀑の一つである十二滝では、老朽化が進ん

でいる吊橋を撤去します。 

飛島においては、とびしまマリンプラザに、食堂・カフェ・小規模店舗を整備す

ることで観光交流及び日常生活支援の機能を強化し、令和４年度のオープンを目指

します。 

 

６ 都市機能が強化され、賑わう酒田 

（１）ひと・もの・情報が集い、魅力と賑わいを創出するまち 

 酒田駅前再開発事業については、令和２年１１月の交流拠点施設ミライニをはじ

めとするＡ棟の先行オープンに続き、令和４年のグランドオープンに向けて、駐車

場及びバスベイなどを整備するとともに、中央図書館の移転作業を行います。また、

本年秋にオープンを予定している産業会館については、再開発事業者への支援を継

続します。 

 酒田商業高等学校跡地では、公共空間を民間事業者から活用してもらう視点から

公と民が連携し中心市街地を活性化する取り組みに向け、既存校舎などの解体を行

うとともに、事業者の募集を行います。 

  

（２）交流の基盤となる高速交通ネットワークの実現に向けて一丸となって取り組

んでいるまち 

日本海沿岸東北自動車道は、令和２年１２月に酒田みなとＩＣから遊佐比子ＩＣ

間が開通し、令和５年度に遊佐比子ＩＣから遊佐鳥海ＩＣ間、令和８年度に遊佐象

潟道路が開通するとの見通しが発表されました。また、地域高規格道路「新庄酒田

道路」は、令和４年度に新庄古口道路、令和６年度に高屋道路が開通するとの見通

しが発表され、令和２年には高屋防災が新規事業化されました。両路線とも着実に

事業の進捗が図られているものの、ミッシングリンク解消の目途は立っていません。
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道路はつながってこそ最大限に効果を発揮できるものであり、早期の全線整備及び

供用が地域の重要な課題となっています。国土強靭化及び地域間連携強化による経

済の好循環などストック効果発現の観点から、日本海沿岸東北自動車道、地域高規

格道路「新庄酒田道路」の早期整備について、地域を挙げて国に働きかけます。 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う移動需要の大幅な減少など、鉄道事業者を

取り巻く経営環境は大変厳しい状況となっています。本市としては、鉄道を通学や

通勤で利用している方のために、羽越本線及び陸羽西線の沿線自治体と連携して、

運行ダイヤの維持などを鉄道事業者に要望してまいります。 

 

（３）将来にわたり快適に利用できる生活インフラが整備されているまち 

豪雨による道路の冠水、家屋の浸水など、市民生活に不安を与える水害が発生し

ています。安全・安心に暮らせるよう、雨水対策の強化や水害時広報の充実など、

市街地浸水対策を進めます。 

水道事業については、庄内圏域での持続的な経営を確保するため、山形県が実施

している庄内広域水道用水供給事業と、本市、鶴岡市及び庄内町が運営する末端給

水事業との垂直・水平統合の実現に向け、働きかけを強めてまいります。また、下

水道事業については、事業の広域化・共同化などにより管理運営費の削減を図り、

将来に向けた経営の健全化に努めます。 

インターネット接続がＡＤＳＬ※である飛島において、デジタルサービスを平等

に享受できる通信環境を整えるため、本土との間に海底光ケーブルを敷設する通信

基盤整備を進めます。そして、光ケーブルを活用して、飛島における防災機能の強

化やワーケーション環境の整備、医療機関と民間事業者が連携する新たな遠隔医療

の体制などについて検討を進めます。 

 
※ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber Line（非対称デジタル加入者線）の略）：メタ
ルケーブル（電話回線）により高速データ通信を行う技術。最大通信速度は約 50Mbps。こ
れに対し、光回線の最大通信速度は約１Gbps で、ADSL の約 20 倍。 

 

７ 行財政運営の方針 

（１）効率的な行財政運営による市民サービスの維持・向上 

酒田沖洋上風力発電の整備促進及び基地港湾の早期指定に向け、地域創生部商工

港湾課の港湾振興室を港湾・エネルギー振興係に改め、風力発電事業をはじめとす

るエネルギー施策全般を企画部企画調整課から移管するほか、喫緊の重要課題であ

るエネルギー関連産業の雇用確保に取り組みます。また、総合支所については、支
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所長のもと、体制を強化するため、地域振興課と建設産業課を統合して一課体制と

します。 

デジタル変革については、酒田市デジタル変革戦略のもと、令和３年度から３年

間を重点期間とし、デジタル技術導入への投資を集中して行うとともに、「ウェブ

で完結、酒田市の手続き」を目標に、可能なものからオンライン手続きを開始しま

す。酒田市議会においては、令和３年度からタブレット端末を導入されると伺って

おり、議員各位に心から敬意を表します。なお、デジタル変革の推進にあたっては、

デジタル技術に触れる機会の少ない方に配慮します。 

マイナンバーカードの休日申請窓口の開設や、企業・団体への出張による申請受

付を行い、マイナンバーカードの普及に努めます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止や、デジタル変革の推進及び入札参加者の

利便性の向上を図ることを目的として、電子入札制度を導入します。 

民間事業者のアイデアによって、市民サービスの質や満足度などを向上させるた

めの事業提案を公募する制度を導入し、良質な市民サービスの実現を目指します。 

本市の歴史的事実の記録である公文書等を市民共有の知的資源として、市民が主

体的に利用できるようにするため、酒田市公文書等の管理に関する条例を整備し、

公文書等の適正な管理、保存及び利用を図ります。 

そのほか、労働生産性の向上を図るためのスマートワークの導入、必要な人材の

育成・確保を目的とした人事制度の見直しに取り組み、限られた人的資源を有効に

活用しながら市民サービスの維持向上を図り、酒田市総合計画を着実に推進します。 

 

（２）持続可能な財政基盤の確立 

本市の財政は、人口減少等により歳入が伸び悩む中、社会保障制度の充実に伴う

費用の増加などにより、歳出が歳入水準を上回る構造となっており、予算編成は、

毎年度極めて厳しい状況にあります。 

これまで、基金の取崩しなど臨時的な財源確保対策により、財源不足の解消に努

めてきましたが、このような基金の取崩しに依存した財政運営は限界を迎えつつあ

ります。このため、コロナ禍の状況や地方財政計画などを踏まえ、令和元年９月に

公表した内容を見直し、令和３年度からの５年間を計画期間とした中期財政計画を

策定しました。歳入水準に見合った歳出構造への転換を図るとともに、未利用財産

などの売却やふるさと納税獲得への攻めの取り組み、風力発電事業の売電収益の活

用、公の施設の使用料減免の適正運用など、財源不足の解消を着実に実行してまい

ります。 
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結 び 

 

令和３年度は、ウィズコロナ・アフターコロナ時代における地域再生に向け、新

たな一歩を踏み出す年にしなければなりません。新型コロナウイルス感染症拡大へ

の対応と地域経済の活性化との両立を図り、持続可能な地域社会を構築するため、

デジタル技術を活用して地域社会全体に新しい価値や便益を創り出す「デジタル変

革」を加速していきたいと考えています。 

また、これから取り組む施策や事業の進め方・成果が、その独創性や先駆性にお

いて「酒田モデル」と言われ、その推進力となる躍動する地域エネルギーが「酒田

ダイナミズム」と言われる評価を受けられるよう、酒田市職員が一丸となって努力

してまいります。 

大変厳しい環境ではありますが、この地域が生き残ることこそ国を繁栄に導くと

いう覚悟をもって、今後の市政運営にあたる所存です。 

市民の皆様、そして議員の皆様の市政に対する一層のご理解ご協力をお願い申し

上げ、令和３年度の施政方針といたします。 

 


