
1 
 

上山市振興計画推進会議の検証結果概要 

  
１ 会議概要 

（１）開 催 日：令和３年７月７日（水）、８日（木） 

（２）場  所：大会議室、政策会議室（上山会場） 

        日本生産性本部（東京会場）※リモート対応 

（３）参 集 者：上山市振興計画推進会議委員１２名、副市長・事業担当課長  

（４）協議内容：第７次上山市振興計画後期基本計画（計画期間：令和２年度～

令和５年度、７７施策３２７事業）について検証を実施した。 

また、第２期上山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（計画

期間：令和２年度～令和６年度）は振興計画の重要な柱として

位置付けていることから、今年度についても第７次上山市振興

計画と合わせて検証を実施した（１０５事業）。 

 

２ 検証結果の主な内容  

■ 全体 

・新型コロナウイルス蔓延等で目標を達成できなかった事業もあったと思うが、

今後巻き返しをしていただきたい。 
 
・計画策定時はコロナ前であり、社会情勢が大きく変化している。社会情勢とミ

スマッチしているものが見受けられるため、柔軟に計画を変更できるようにして

ほしい。一例として、国の方針によれば、CO2 排出削減は各企業においても相当

な努力目標が必要になってくる。柔軟性のある目標設定や取組が必要であると考

える。 
 
・住みよさランキングにおいて上山市は１３位で、県内では最低である。どのよ

うに上げていくかが課題である。この会議で検証する諸目標が、この振興計画の

目標を達成することで、どう繋がるのか、ランキングを上げることができるのか、

合計特殊出生率など、合計で住みよさランキングを上げていくことにつながるの

か、市民に説明できるようにすべきである。 
 
・上山市は南陽市を抜いて工業出荷額が高いが、所得増加につながっているか。

通勤で上山に来ている方は、所得があまり上山市に反映されないため、市に所得

が落ちるような仕組みづくりをしていかなければならない。 
 
・介護保険事業所の立場からも、事業所内の上山市における働き方改革やワーク

ライフバランスを改善することで、振興計画の目標達成に資するよう貢献してい

きたい。 
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・諸目標を達成した場合、次の目標や、達成できなかったことの課題について、

より分析したほうがよいのではないかと思う。上山市は空き家対策等、県内でも

注目される事業をしており、他事業への展開なども検討してほしい。 
 
・もっとも関心のあることは、安全安心であることである。新型コロナウイルス

感染症対応などで、市はよく取り組んでいる考えている。防災や災害対策などで

具体的な目標を示して達成していただきたい。 
 
・新型コロナウイルス感染症終息後の対策を考えていかなければいけない。女性

や高齢者が働きやすい時短勤務やテレワークの課題がある。デジタル化により業

務の効率化、広域化による他団体との連携や効率化が図られるものと思う。今後、

５～１０年度にどうするのかが重要である。 
 
・数字を意識していることは評価すべきである。住みよさランキングの話は出た

が、東洋経済が発行している都市データパックにおいては、上山市の各数値が上

がってきている。振興計画で示した数値目標を達成してきた結果であると思う。 
 
・振興計画の内容をみて、どのように市が変わるのか見えなくなってきている。

振興計画の目標として、行政が一歩先を見据えて、リーダシップを発揮すること

と、市民の役割や責任を明記していく必要がある。また、各施策において、市民

がどう役割を担っていくのか、他自治体でもある施策、上山市にしかない施策、

将来必要な施策などに分けて考え、方向付けを盛り込む必要がある。 
 
・全体的な幸福度を上げるため、問題が起こる前に、どのようにその課題を止め

るか、個別の課題において予防の取組が重要であると感じる。 
 

・昨年度の目標と実績という観点で検証をしてきたが、新型コロナウイルスの影

響で大きく実績が変化したので、令和３年度以降の予算編成では柔軟に対応して

ほしい。持続化補助金については、専門家に委託をしなければいけないほど件数

が増えてきており、対応に苦慮している。 
 
・山形連携中枢都市圏の諸事業と連携するような取組をしてほしい。 
 
・上山のワインの評価が高まってきている。ただし、特区をとれば利益が出るの

ではない。ワインと関係する乳製品も進めるなど、他の産業と一体的に進めるべ

きだと思う。 
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・変化する社会情勢に合わせて、政策も変化すべきである。何を優先すべきか選

択し実行してほしい。そして、市民に対して正しい情報を発信してほしい。 
 
・教育に関する事業の検証のなかで、不登校や学習支援、一人親世帯など様々な

問題について意見があった。上山に恩返しをしたいと思う子どもたちが増え、育

ってほしいと思う。 
 
・新型コロナウイルスが終息すれば元通りになるわけではないため、根拠のない

希望的観測はやめるべき。上山市がどういう方向に向かおうとしているのかを市

民と共有することが必要。『教育に熱心な町を打ち出したらどうか』という意見は

賛同できる。上山らしい独特な教育、小さい町だからできることを深堀して実践

できればいい。 
 
・時間軸と、計画の修正が必要である。ワイナリーの創業支援や育成、空き家対

策については、全国でも先進的な取組である。特に、空き家については相続の問

題も深刻化していく中で、このような取組はますます注目されるだろう。長期的

な視点で長く続けてほしい。 
一方、短期的な課題については、即効性のある施策をしてほしい。ワーケーシ

ョンの取組は既に全国で取り組んでおり、企業誘致や人口増にもつながるため、

優先度を高めて早く実行してほしい。また、ミドルファミリー層を対象としてい

くことが重要であり、住宅街や商業施設の集積、駅東口の開発など、より早く特

に力を入れていただきたい。行政の本気度や熱量を、市民に伝える努力が必要で

あり、結果を出すことにこだわってほしい。 
 

・全体的に SDGs の視点が欠けている。他自治体や企業では積極的に指標に入れ

ているので、取り組んでほしい。 
 
・国内ワインが今注目されており、その中で、上山ワインも評価されつつある。

情報発信や取組を強化できる分野だと思う。 
 
・青少年に地域を思う心をはぐくむことが大事だと考えている。今後も青年会議

所という団体として活動を続け、上山を自分が良くしたいと考える子供たちを増

やしていきたい。 
 
・昨年の７月豪雨など、自然災害にあたって災害復旧を行ってきたが、災害復旧

をしなくとも、災害そのものが起きない対策を県と連携しながら実施していくべ

きである。 
 
・上山市民のうち、６割が山形市へ通勤に出ている。街の活動を取材していると、
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実際に施策や事業を行っている人は、同じメンバーが多い。住んでいるところは

上山だが、遊びに行く、学びに行くのは山形になっている状況である。山形へ向

かう６割の人々や若者たちをつなぎとめる施策をするべき。他の街では、年に一

度は帰ってくる祭りがある。上山市に住んでいるからこそ、出来ることやメリッ

トを作り、帰ってきたいと思ってもらえる取組が必要。 
 
・検証の議論の中で、上山の中に社会資源がたくさんあると感じた。活かすのは

市民であり、手助けするのが市職員であり、連携しながら様々な施策を進めてほ

しいと思う。 
 
・目標値の再設定に当たり、携わっている民間の人々の意見をよく聞いて、市民

が協働できるよう、見直しをしていただきたい。 

 

■ 第１章 はぐくむ「笑顔いっぱいのまち」 

１－１－１ 結婚に導く環境づくり 

・出会いサポートセンターなどを活用していると思うが、公的機関だけでなく、

民間の結婚相談所を活用することも考えてほしい。民間は情報量が公的と比べ多

い。 

・施策そのものが微妙。女性それぞれの立場で考えがかわる。「生んでよし」とい

うような施策が前にでてしまうと、ひいてしまう女性もいるのではないか。若者

が集う場を提供することが重要と考える。 

 

１－２－１ 生涯学習環境の整備 

・教育に熱心な街を打ち出したらどうか。外国に滞在し上山市に住んでいる人、

定年退職をした人、コロナ禍の状況でもオンラインで講師は対応可能である。学

習機会の創出を幅広くお願いしたい。 

・人口を増やすという観点であれば、ミドル層の教育充実など、実業的な職業ス

キルを学習できる環境、実利に直結した学習の機会を進めてほしい。 

 

１－２－２ 青少年の健全育成と地域の教育力の向上 

・かつて高度経済成長期を経験した世代が、若者に教育する場をもうけてはどう

か。 

 

１－２－３ 図書館機能の充実と読書活動の推進 

・市報での紹介に加え、絵本や子育てに関する書籍などを、市の LINE でも紹介し

たほうがよい。 

 

１－３－１ 確かな学力を育む学校づくりの実現 

・「学級での生活に満足している」と回答する児童生徒の割合の目標値について、
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１００％にするべきではないか。 

・目標設定が民間企業ではありえない。現状値から、ほどほどでいいという目標

ではなく、しっかりと目標を市民に示すべきである。 

・これまでの学力重視の考え方から状況も変わっている。子どもたちが自分で興

味を持つような環境を作ってあげることが必要である。今までとは違った尺度も

必要である。上山の自然環境などを活かした教育も重要である。 

・採用面接などでは、上山に恩返しをしたい、貢献したいという子がいる。子ど

もたちが上山で育ててもらったという思いを育て、地元に戻って仕事がしたいと

思う気持ちが起きるような取組をしてもらいたい。 

 

１－３－２ 特色ある学校づくりの実現 

・不登校の子や、学習支援が必要な子に、支援員などを配置して対応しているが、

人手不足の感がある。養護教員を当てている例もある。学校の統廃合に伴い支援

員を減らすのではなく、現状の数を維持する、ないしは充実させる必要がある。 

・地域愛の醸成を目的に青少年育成事業を行っているが、子どもたちの興味関心

がなく、なかなか集まっていない。地域に関心が向くような故郷に関する学習等

の取組を学校でも取り入れてほしい。 

・短歌の教育が充実しており、児童たちは自分で考えて文章を作ることができて

いる。茂吉のコンクールで落選しても、質の高い短歌が見受けられるので、他に

紹介する機会を創出してほしい。 

 

１－３－３ 担任力の向上 

・外部の専門的な講師を呼び、講演や指導を日常的に取り入れてみてはどうか。

異文化の体験が子どもたちに刺激を与える。 

 

１－５－１ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

・体育館施設などを有効に利用できるように、市民に向けて情報発信をしてほし

い。 

 

１－６－１ 文化財愛護による地域づくり 

・様々な文化や歴史があり、文化財が市内にあるということ。保存だけでなく、

上山の果樹や祭りなどに関連づけて活かしていくことが重要。 

 

１－６－２ 文化芸術活動の環境づくり 

・かみのやま音楽祭が定着してきている。他県から来て滞在してもらえるのは良

いことであり、このような芸術活動を拡大してほしい。 

・転換していかなければならない。上山の持っている資源を議論して活かすため

に、継続していけるような、世代間の分かり合える社会にしていく必要がある。 
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■ 第２章 やすらぐ「元気であたたかいまち」 

２－１－１ 生涯を通じた健康づくりの推進 

・生活習慣病の予防としてこの数値まで達しているということは非常に良いこと

だと思う。 

 

２－１－２ 健康づくりを支援する環境整備 

・クアオルト事業については、他県においても熱心に取り組んでいるところであ

る。上山市は、その中でもリーダー的な役割を担っており、その部分は非常に評

価できる。 

 

２－２－１ 関係機関との連携による地域保健体制の充実 

・施設を新しくすることにより、利用料金の上昇が予想されるため、社会福祉法

人利用料金減免に対するニーズが高まることが見込まれる。 

 

２－３－１ 地域支援事業の充実 

・生活支援サポーター養成講座においては、不足する市内の事業所の人材確保が

重要だと感じている。実際に活動に繋げるためには、講座開催後の様々なフォロ

ーも必要ではないか。 

 

２－４－１ 国民健康保険等の充実 

・ジェネリック医薬品利用率について、県協会けんぽに加盟している団体平均は

８４.３％であるのに対し、上山市は約８２％である。目標値は達成しているもの

の、当該平均と比較すると利用率は低いがどこまでを目標としていくのか。 

 

２－６－１ 高齢者の生きがいづくり 

・認知症カフェについても、まじゃれで実施させていただいている。まじゃれの

運営については、柔軟に対応していただいている。 

 

２－７－２ 障がい者の社会参加と障がい者理解の促進 

・防災と医療の分野において、上山市が全国のモデルとなるような市を目指して

いただきたい。何が足りないか、課題を掘り起こしていっていただきたい。 

 

２－８－１ 生活困窮者の社会参加と就労支援を推進する体制の充実 

・事業者側としては、多様な就労形態、働き方を市内他事業所に広めていき、就

労者を増やしていただきたい。 

・生活保護申請世帯が増加しているが、目標値を変更していく予定はあるか。 
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■ 第３章 にぎわう「魅力と活力あふれるまち」  

３－１－１ 農業の担い手の確保 

・高齢化、後継者不足により農業情勢は厳しい状況にある。自然災害、有害鳥獣 

が原因で農業経営を継続していくのが困難であるため、情報提供も含め行政側の

更なる支援により展望のある農業にしていただきたい。 

 

３－２－１ 中心商店街の活性化 

・中心商店街の歩行者・自動車等通行量の平均については、新型コロナによる影 

響というよりは天候により左右される。 

・空き店舗に関して、行政のみならずランドバンクにおける活動もあり、非常に

よく動いていただいていると認識している。 

 

３－２－２ 個店の魅力向上、経営の安定化及び創業支援 

・新型コロナによる持続化補助金の影響による実績値のため、コロナ禍以前に設

定した目標値と比較しても、達成の有無は判断できないのではないか。持続化補

助金の採択件数については、今後も一定の数値は確保できることが見込まれる。 

 

３－３－２ 工業の成長支援 

・販路拡大の支援などの取組が更に必要なのではないか。 

 

３－４－１ 人材の確保・定着 

・現在日本の食料自給率は３８％と低い。今後農業の IOT 化が進んでいく中で、

明新館高校、山形大学との連携により今後の農業について考えたり、新しい農作

物の育成、新しい食生活の発信が必要になるのではないか。 

 

３－４－２ 働きやすい職場づくりの推進 

・高齢者でも働くことのできるような労働環境の整備が必要なのではないか。 

 

３－５－１ 周遊の拠点となるための戦略的な観光振興 

・新型コロナウイルスの影響により、観光面は大きな影響を受けており、すぐに

回復する目途は立っていないため、目標値など計画の見直しをすべきではないの

か。 

・在日外国人の子供たちが自然の中で遊べる場所の確保、若者向けの宿泊施設等

をインターネットで発信していく若者向けのプロモーションが必要なのではない

か。 

・海外向けの情報発信の事業費が少ないと感じる。もっと増額するべきではない 

か。 

・インバウンド事業に関しては、上山市は取組が遅れているが、今がチャンスだ 

とも捉えている。力を入れていただきたい。 
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３－５－２ 体験型観光の推進 

・ワーケーションを観光としての切り口だけではなく、短期間の企業誘致として

の幅広い認識で捉えることで、実績につながるのではないか。 

 

■ 第４章 うるおう「快適に暮らせるまち」 

４－２－１ 魅力的な景観づくりの推進 

・景観条例を作る構想はあるか。 

 

４－３－１ 環境問題への対応と自然環境の保護 

・廃業となった工場の跡地について、通学路となっていることもあり、心配の声 

があがっているが、快適な生活環境改善のために、踏み込んで取組をしてほしい。 

 

４－６－１ 健全な森林づくり 

・この度発生した熱海の災害を繰り返さないよう、盛土や廃棄物の処分等の適正 

な管理をお願いしたい。 

・海外のように上山の特徴である森を活用した子どもたちへの教育活動はできな 

いのか。 

 

４－９－１ 利用しやすい都市施設の整備 

・安全安心だけではなく、人が交流する場を目的とするなど、公園の可能性を広

げてほしい。遊びの誘導など、市民が集う魅力のある公園を目指してほしい。 

 

４－14－１ 自然災害に対する防災・減災体制の強化と自主防災組織の活性化 

・昨年の７月豪雨で被害にあった施設についても、市の方で、防水板の予算措置

していただけるなど、迅速に対応をしていただいた。防災訓練なども実施してお

り、市の対応は十分であると考える。 

 

４－17－１ 交通安全意識の高揚 

・交通事故の発生件数を目標値とすることに違和感がある。本来ならゼロとする

べきではないか。 

・民間企業でもこのような目標を定めており、ミスも起こるが、目標はゼロにし

ている。はじめから事故が発生するような目標値は変更するべきではないか。 

 

■ 第５章 つながる「みんなで創る住みよいまち」 

５－５－１ 移住受け入れ環境の整備 

・行政、ランドバンクが空き家状況をネット上で公開しているため、問い合わせ

が増加しているようである。 

・移住者には更なる手厚い支援を提供することにより、良い反応も見込まれるの
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ではないか。県の助成制度活用だけでなく、市単独の助成も必要なのではないか。 

 

■ 第６章 すすめる「施策実現のための行政運営」 

６－１－２ シティプロモーションの推進 

・ふるさと納税は件数が増えているが、単価が下がっている。件数増加の理由と

して、行政のみではなく、市内関係事業所の努力も認めていただきたい。 

 

６－２－１ 効率的な行政運営の推進 

・振興計画において、数値管理が浸透してきたことは評価する。 

・山形連携中枢都市圏は、外部環境に応じた対応をしていただきたい。 

 

６－４－１ 職員の採用、研修及び人事評価 

・効率的な人員配置による効率化及び ICT への対応が必要である。 

・高齢者の再雇用などを活用すべきである。 

 

３ 意見への対応 

 頂いた意見については、新年度の予算編成を行う際の参考意見として取り扱う

こととするが、施策や目標など計画の変更にかかる意見については次のとおりの

対応とする。 

 

全体 

・もっとも関心のあることは、安全安心であることである。新型コロナウイルス

感染症対応などで、市はよく取り組んでいると考えている。防災や災害対策など

で具体的な目標を示して達成していただきたい。 
⇒防災や災害対策については、毎年度予算要求時にアウトプット、アウトカムの

視点を踏まえた具体的な目標を定め、目標達成に向け取り組んでおります。 

 

全体 

・全体的に SDGs の視点が欠けている。他自治体や企業では積極的に指標に入れ

ているので、取り組んでほしい。 
⇒基本施策ごとに関連するＳＤＧｓの１７の目標を明記し、ＳＤＧｓを意識した

計画に修正いたします。 

 

１－３－１ 確かな学力を育む学校づくりの実現 

・「学級での生活に満足している」と回答する児童生徒の割合の目標値について、

１００％にするべきではないか。 

⇒「Ｑ－Ｕ（よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート）」の「学校生活

満足群」の全国平均は約４２％ではありますが、上山市のこれまでの現状を踏ま

え、全国平均を上回る約６５％を目標として設定し、実現できるよう努めており
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ますので、変更せずに進めてまいります。 

 

２－４－１ 国民健康保険等の充実 

・ジェネリック医薬品利用率について、県協会けんぽに加盟している団体平均は

８４.３％であるのに対し、上山市は約８２％である。目標値は達成しているもの

の、当該平均と比較すると利用率は低いがどこまでを目標としていくのか。 

⇒国で設定している目標に合わせ目標値を８０％としておりますが、今後も国の

目標に合わせ、利用率を維持していくことに取り組んでまいります。 

 

２－８－１ 生活困窮者の社会参加と就労支援を推進する体制の充実 

・生活保護申請世帯が増加しているが、目標値を変更していく予定はあるか。 

⇒新型コロナウイルス感染症により、生活保護対象となった世帯は限られており、

感染症が終息すれば生活保護対象からも脱却可能と考えているため、目標値を変

更する考えは、現在のところ考えておりません。 

 

３－５－１ 周遊の拠点となるための戦略的な観光振興 

・新型コロナウイルスの影響により、観光面は大きな影響を受けており、すぐに

回復する目途は立っていないため、目標値など計画の見直しをすべきではないの

か。 

⇒現状や課題を踏まえ、目標値を変更いたします。 

 

４－２－１ 魅力的な景観づくりの推進 

・景観条例を作る構想はあるか。 

⇒昨年度、十日町地区景観ガイドラインを作成し取組を進めており、当該取組状

況の推移を踏まえ、今後エリアの拡大や条例作成をしていくのか検討してまいり

ます。 

 

４－17－１ 交通安全意識の高揚 

・交通事故の発生件数を目標値とすることに違和感がある。本来ならゼロとする

べきではないか。 

⇒目標値については、事故ゼロを目指し施策を推進してまいりますが、現状を踏

まえ、努力することで実現できるような目標としておりますので、変更はいたし

ません。 

以 上 


