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地域再生計画 

１ 地域再生計画の名称 

  「山の港町」長井市・しごと創出イノベーション計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  長井市 

 

３ 地域再生計画の区域 

  長井市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

   長井市は地名が「水の集まるところ」に由来する水の豊かさを誇るまちで

ある。肥沃な扇状地を背景に古くから水田が広がる地域であるとともに、江

戸時代には最上川舟運の発展に伴って上杉米沢藩の主たる川港となり、商

業流通の拠点として在郷町が形成された。今でもまちなかには歴史的建造

物を有する商家があることなどから、ＪＲ東日本のディスティネーション

キャンペーンの際には、「山の港町・長井」と称された。また、企業誘致に

より立地していた東芝系企業を中心とする企業城下町として発展したこと

から、現在は製造業を主要産業とするまちである。しかし、グローバル化等

による中心企業の縮小などによって、雇用者数が減少し、人口減少に拍車を

かけるとともに、まち全体の活力の低下が進んでいる。 

市域のうち森林・水面等を除く面積のうち 53.5％を農用地が占めること

から、生産や環境面で農業が果たしている役割は大きい。しかし、後継者不

足や兼業化による労働力不足、農業従事者の高齢化等による生産人口の減

少に歯止めがかからない状態となっていることから、新たな担い手の確保

が必要となっている。 

また、国指定天然記念物の「伊佐沢の久保ザクラ」、「草岡の大明神ザクラ」

や 500種 100万本を誇る「あやめ公園」等の地域資源を有し、毎年多くの観

光客で賑わいが見られる。しかし、春から夏にかけての期間限定の花観光が

中心であり、通年での誘客が困難な状態であることから、最上川舟運の歴史

や文化等の地域資源を活用した着地型観光への転換が急務となっている。     

このような人口減少や地域産業の現状を克服し、地域全体が持続的に維

持・発展していくためには、日本国内のみならず世界を視野に入れた移出の

拡大や域内需要の喚起が不可欠である。そのためには、人口減少により今後

の地域産業を担うべき若者世代で人材が不足していることから、まずは 20

代～40 代を主なターゲットとして市外の人材を誘致し、市内の人材と合わ
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せて育成を図っていかなければならない。また、これらの人材と長井市のも

のづくり力や農産物、舟運の歴史が息づく歴史的建造物群などの地域資源

を結合させ、新たな付加価値を創出する仕組み（しごと創出イノベーション）

を構築する必要がある。 

具体的な取り組みとして、昨年度に策定した長井市まち・ひと・しごと創

生総合戦略において、重点的に取り組むべき１０のリーディングプロジェ

クトの中で、産業分野の地域課題への対応については、「インキュベーショ

ン体制整備による創業支援」「新規就農支援体制の整備」「観光地域づくりプ

ラットフォームの構築」の 3項目を掲げている。    

本計画では、ものづくり分野ではインキュベーション機能の強化による

創業支援で市外やＩＴデザイン等のスキルを有する人材を誘致・育成し、事

業化の支援を行う。農業分野では、新規就農とインキュベーション機能を活

用した６次産業化の創出を行う。観光分野では、観光地域づくりプラットフ

ォームの中心を担うやまがた長井観光局が、観光交流センターに拠点を移

すことに併せて、旅行商品企画人材の育成と観光地域づくりの強化を図る。

また、地域産業の振興を主たる業務とする一般財団法人置賜地域地場産業

振興センターに本事業の窓口を一元化し、行政や商工会議所、農業団体等が

事業実施する体制を構築する。さらに、雇用の面においては、大卒人材の確

保が課題となっていることから、大卒人材等と市内企業とのマッチングの

取り組みを強化する。 

   以上の取り組みにより、長井市のリーディングプロジェクトを一体的に

推進するとともに、観光交流によるまちの楽しみ方だけではなく長井での

生業や暮らし方も全国に向けて提案し、交流から移住・雇用へのつながりを

生み出していくことで、「山の港町・長井」がまた新たにひとの交流やしご

とを創出できるまちになることを目指すものである。 

 

【数値目標】 

   平成 29年３月末 平成 30年３月末 平成 31年３月末 

生産年齢人口減少

抑制数 
5人 30人 36人 

創業・起業者数 ７人 ９人 11人 

観光交流センター

売上高 
0千円 260,000千円 282,000千円 

※数値は、累計ではなく各年度の目標値 
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５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

   人口減少や地域産業の現状を克服し、長井市が持続的に維持・発展してい

くためには、域内需要の喚起や国内のみならず世界を視野に入れた移出の

拡大が不可欠である。そのためには、人口減少により今後の地域産業を担う

べき若者世代で人材が不足していることから、まずは 20代～40代を中心に

人材を誘致し、市内の人材と合わせて育成を図っていく。そして、これらの

人材と長井市のものづくり力や農産物、舟運の歴史が息づく歴史的建造物

群などの地域資源を結合させ、新たな付加価値を創出する仕組みを構築す

る。 

 

 ５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 （１）地方創生推進交付金（内閣府）【A3007】 

  ① 事業主体 

   長井市 

 

  ② 事業の名称： 

   「山の港町」長井市・しごと創出イノベーション事業 

   

  ③ 事業の内容 

     長井市のリーディングプロジェクトの取り組みを一体的に推進する  

ことにより、ひとの交流やしごとの創出を目指して、以下の５つのテーマ

に取り組む。 

●インキュベーション機能の強化による創業支援 

    既に地方創生加速化交付金事業で実施しているインキュベーション機

能の創出をさらに推進し、地域全体として IT技術等を持つ人材の誘致

や育成を図るため、インキュベーション施設に設置する Fab ラボ機能

の活性化及び学生・企業等が参加するビジネスコンテストの開催、ビジ

ネスプランの具現化支援等に取り組むことにより、インキュベーショ

ン施設の利用者増加（自立化に向けた賃料収入の増加）や起業・創業者

の増加（KPI）を目指す。 

●創業人材確保及び大卒人材等のマッチングによる雇用確保 

    創業・起業セミナーを実施し、創業者の裾野拡大を目指す。さらに加速

化交付金事業で取り組んでいる大学等とのマッチング体制の構築を強

化していくため、学生の地域就職率の向上を目的とする文科省事業

「COC＋」で連携している山形大学をはじめとする県内や県外の大学生
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等に向けた市内企業情報の発信や見学ツアーの実施等により、大学生

等と市内企業とのマッチング事業を行う。また、市内企業への学生イン

ターンシップの体制構築を図る。 

●新規就農及び 6次産業化の促進 

農業の新たな担い手の確保のため、民間企業のノウハウを活用して首

都圏等で新規就農希望者を募り、長井市で農業研修を実施し、就農に必

要な経験を積ませるとともに、就農に必要なスタートアップ支援を行

う。また、在来野菜（花作り大根、馬のかみしめ等）の加工品開発や耕

作放棄地を活用して実験圃場を開設しているぶどうによる地域産ワイ

ンの開発など、地域農産物を活かした 6 次産業化を支援することによ

り、農業者の稼ぐ力を高めることを目指す。 

●旅行商品企画人材の育成等による観光地域づくりの体制強化 

    舟運で栄えた長井商人の足跡を残す「丸大扇屋」や「やませ蔵」、江戸

時代から続く酒造店や醤油味噌製造店、水を活かした生活様式（まちな

か水路・入れかわど）等の地域資源を活かした滞在交流型観光商品の開

発による観光産業の活性化のため、「やまがた長井観光局」の支援のも

とで市民やボランティアガイド「黒獅子の里案内人」、市内事業者等が

旅行商品の企画開発を行うとともに、開発した旅行商品の販売や観光

情報の効果的な発信のための研修事業等を民間企業のノウハウを活用

して実施することで、新たな観光を持続的に担うことができる人材や

体制を構築する。 

●地域産業プロモーション事業の推進 

    移住関連の雑誌媒体等を活用し、各産業分野の施策情報や長井の暮ら

し方、子育て支援情報等の情報を発信し、施策利用者を市外から広く

募る。    

 

  ④ 事業が先導的であると認められる理由 

    【自立性】 

     インキュベーション施設や運営形態が整備される時期は平成 28 年 10

月を予定している。施設利用者が生じることにより利用料収入が得られ

るため、平成 29年度以降は利用料による安定的な収入を確保し、経常的

な運営費に充当することにより、事業推進主体である置賜地域地場産業

振興センターが事業を自走させていく。また、平成 29年度以降にはビジ

ネスコンテストを経て製品化される商品等の売上げも見込む。これらの

収入により、インキュベーション施設の運営を維持していき、31 年度以

降は交付金に頼らずとも創業人材を生み出し続けるようにする。 
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    【官民協働】 

     関係機関が、それぞれの長所を生かして創業支援や人材の確保・育成を

行い、地域を挙げた体制を構築して本事業を実施する。 

    【政策間連携】 

     本事業は、ものづくり分野、雇用分野、農業分野、観光分野それぞれの

政策を連携させながら、創業支援や人材の確保・育成を行うことによって、

本市産業の「担い手の不足」「製品やサービスの高付加価値化」の課題解

決に向けて取り組むものである。 

    【地域間連携】 

     特になし 

    【その他の先導性】 

     特になし 

     

   ⑤ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）及び目標年月 

   平成 29年３月末 平成 30年３月末 平成 31年３月末 

生産年齢人口減少

抑制数 
５人 30人 36人 

創業・起業者数 ７人 ９人 11人 

観光交流センター

売上高 
0千円 260,000千円 282,000千円 

    ※数値は、累計ではなく各年度の目標値 

 

  ⑥ 評価の方法、時期及び体制 

     平成 30年３月に、長井市人口ビジョン及び長井市総合戦略の策定に関

わった有識者を中心に構成する外部組織が、市及び実施主体からの報告

に基づき、事業進捗やＫＰＩの達成度を検証する。検証結果に基づき、事

業内容及び手段の見直しを行う。検証結果は、外部組織の検証後、速やか

に市ホームページで公表する。また、平成 30 年６月に、上記の検証結果

を踏まえて、市議会で事業内容について検証する。 

 

  ⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ①法第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

    ・総事業費 113,933千円 

      

  ⑧ 事業実施期間 
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    地域再生計画認定の日から、平成 31年３月 31日（３カ年度） 

  ⑨ その他必要な事項 

    特になし 

 

 ５－３ その他の事業 

  ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

   該当なし 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

 イ 創業支援機能強化と大卒人材等の雇用拡大による地域産業活性化事

業 

 事業の概要 若年層の社会減の原因である大卒人材等の希望職種と地域

の働く場（職種）のズレを是正するために、地域最大の雇用の

受け皿である製造業を活性化させ、関連産業を充実させるこ

とや大卒人材等と市内企業のマッチングを図ることを目的と

して、市内に起業・創業の拠点となるインキュベーション機能

の整備や創業セミナー等の開催、県内大学と連携したマッチ

ング事業の実施、人材誘致のためのプロモーション事業等に

取り組む 

 実施主体 長井市 

 補助制度名 地方創生加速化交付金（内閣府） 

 事業期間 平成 28年度 

 

６ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から平成 31年３月 31日 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況にかかる評価の手法 

   定量目標の達成状況を確認するために、住民基本台帳人口数、市商工観光

課が集計する創業・起業者数、観光交流センター売上高の集計を行い、毎年

度事業の効果について評価を行う。また、長井市人口ビジョン及び長井市総

合戦略策定に関わった有識者を中心に構成する外部組織が検証する。 

 （指標とする数値の収集方法） 

  目標１ 生産年齢人口減少抑制数 

       住民基本台帳により確認する。 

  目標２ 創業・起業者数 

       インキュベーション施設利用者のうち長井市商工観光課が継続
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して操業している実態を把握した人数により確認する。 

  目標３ 観光交流センター売上高 

       観光交流センター運営主体が把握した売上高により確認する。 

 

 ７－２ 目標の達成状況にかかる評価の時期及び評価を行う内容 

  ※数値は、累計ではなく各年度の目標値 

 

 ７－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 

   地方創生推進交付金事業における外部組織による検証後、地域再生計画

における中間時点及び計画期間終了後、長井市ホームページや広報誌に掲

載する。 

 

評価指数 関連事業 平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

目標１     

生産年齢

人口減少

抑制数 

「山の港町」長井市・しごと創出イ

ノベーション事業 

創業支援機能強化と大卒人材等の雇

用拡大による地域産業活性化事業 

５人 30人 36人 

目標２     

創業・起

業者数 

「山の港町」長井市・しごと創出イ

ノベーション事業 

創業支援機能強化と大卒人材等の雇

用拡大による地域産業活性化事業 

７人 ９人 11人 

目標３     

観光交流

センター

売上高 

「山の港町」長井市・しごと創出イ

ノベーション事業 

創業支援機能強化と大卒人材等の雇

用拡大による地域産業活性化事業 

0千円 
260,000

千円 

282,000

千円 


