
テーマ：魅力いっぱいの観光

現状と課題 参加者の意見 役割

【駅前の活用】

　足湯のＰＲ不足 　温泉組合にもっと頑張ってもらう。 協働

　足湯めぐりがしたい（足湯施設がもっとあればいい） － 行政

　寒河江駅前には神社、仏閣等がたくさんあるので、長く残

してもらいたい。　街中散策マップは良い。

　まずは地域住民に認識してもらう。どんな歴史、ストーリー、

価値があるのか。　歩きまわる仕組み

地域

　みこし公園が有効に活用されていない。

　みこし会館のガラスが汚れている。

　マルシェなどで活用されているが、金曜の夜や土曜など、

駅前に行くと何かやっているという仕掛けを行う。

　駅前に案内所を設置するとよいのでは（物産、お土産、案

内等）。駅前広場周辺の有効な利活用（マルシェはとても良

い。空き店舗が有る）

協働

【交通網整備・宿泊施設】

　観光客が市内でお金を使ってくれない。

　山形へ向かう終電が早すぎる。

　観光施設と市内中心部を結ぶ循環バスが必要。

　観光地を売り込むため道路網の整備が必要。

　通年は難しいかもしれないがイベントや週末限定など終電

を遅くできないかＪＲに働きかける。

行政

　宿泊施設が少ない。 　周辺市町村と連携し、宿泊施設を相互利用できるような施

策を実施する。

地域

【さくらんぼ】

　さくらんぼ、さくらんぼ祭を盛り上げる工夫必要。

　ツールドさくらんぼ、さくらんぼ俳句大会拡大・拡充してほ

しい。

　観光さくらんぼ園とイベント会場での同時開催で、種飛ばし

のギネス記録更新にひと工夫。チェリーランドでのイベントと

市街地でのイベンント併催など話題性・連続性で工夫する。

さくらんぼがキーワードのＰＲ企画を横串で統一化（くくる）す

る。

協働

　観光客に対してさくらんぼの観光サービスが不十分。

　観光果樹園が集積されてよい。チェリーランドが中核施設

として存在している。

　よく実がなっている木に案内したり、脚立を使ってもらうなど

のサービスを実施する。

地域

【長岡山】

　長岡山に季節を問わず楽しめる施設がほしい。

　長岡山へのアクセス道路が狭い。

　長岡山に足湯を設置してはどうか。

　長岡山のイルミネーションなど、見るところ、休むところなど

一体的に整備する。長岡山を観光の拠点として、もっとPRす

るとよいのでは。

行政

　長岡山に草競馬場を復活させる。 協働

【フローラSAGAE】

　フローラ・ＳＡＧＡＥに空きスペースが多い。

　フローラさがえを活性化させ若者が集まる施設にし、中心

街を活性化させる。

　飲み屋のチャレンジショップをフローラ・ＳＡＧＡＥの空きス

ペースで実施。行政はテナント料免除や出店経費の補助を

行う。ラウンドアップなどの大型企業に呼びかけ出店を願う。

協働

　さんでーステージは好評 　日曜日だけでなく何か催し物ができないか募集する。 地域

【案内表示】

　観光、名所、公的機関等の案内表示が不足しているので

は。

　旧跡、名所などの案内看板を統一したもので設置するとよ

いのでは。

行政

【PR】

　寒河江市のセールスポイントが少ない。

　独自のイベント・お祭りをもっとＰＲできれば。宣伝が足りな

い。駅前のイベントは子供から大人まで集まってとてもよい。

慈恩寺関連の文化企画はぜひ続けてほしい。

　今あるもののＰＲの仕方の工夫。

　SNSを利用した相互間のやり取りを充実させ、市と市民、観

光客がつながる仕組みをつくる。

協働

　間断なくひとつのテーマを広報し続ける手法の研究が必

要。寒河江公園・郷土資料館周辺の整備。特に桜並木と道

路の整備と充実を図る。チェリンの活動を拡大（市街地など

いろんなところで見かけるようになればいい）。

　ネット上に載せて全国からたくさん訪れてくれるようにする。

市のＨＰだけでなく、個人からの発信も大事。個人のブログ・

SNS等の活用を呼びかける。情報発信の言語は、日・英・韓・

中などなど。多いほうがよい。

行政

【イベント】

　ツール・ド・さくらんぼが非常に集客力がある。 　複数開催や練習に来ている人が多いので体験ツアーを開

催。

協働

　マラソンの人気は依然高い。 　毎月さくらんぼマラソンを開催し、地域もボランティアなどの

協力を行う。

協働

　花あかり月うたげの花火大会で、終了後消灯のため迷子

が多く発生（警備にあたる消防団員より）。イベントに市民が

もっと参加協力するとよいのでは（マラソン・ツールドなど参

加者はほとんど市外の方）。

　仮設、常設を問わず照明を増やす 協働

　イベント時など駐車場が足りない。 　シャトルバスの運行など 協働

　寒河江祭、神輿の祭典は続けてほしいが、駐車場がない。 － 行政

　八幡神宮の例大祭と神輿の祭典は年々賑やかになってい

る。

　地元は金集め等大変だが、市の支援もあり、うまくいってい

るのでは。

協働

　御輿の団体が多すぎて、担ぎ手が足りない。 － 地域

　２０２０年に東京オリンピックが開催される。 　遠藤大臣に働きかけて、オリンピックのキャンプ地や関係す

るイベントなどに協力できないか努力する。

行政

【市役所施設】

　市役所庁舎（黒川記章設計）のＰＲ、活用。　フローラの有

効活用。市美術館のＰＲ、あり方

　市役所業務のフローラへの移転

　市庁舎の美術館としての利用

行政

　市役所を名所として生かす。魅力をPRする。 － 協働

寒河江地区ワークショップ



【歴史資源の活用】

　慈恩寺のＰＲ足りない。

　戊辰の役、桑名藩士、陽春院、長岡山戦場等歴史を見せ

る工夫必要。　寒河江川の鮎に関するイベントをもう少し盛り

上げて。

　小中学生へ「さがえっ子慈恩寺検定」の実施。検定で級が

上がるとお客様相手に案内ができる検定書を交付。地元子ど

もの観光案内。話題づくりにもなる。歴史を見せる工夫。まず

地元の人が知る機会をつくる。「歴史めぐり散歩」の実施。

協働

　流鏑馬用の馬を飼育し、観光資源とする。 協働

　既存の施設を使い「ここに行けば慈恩寺のことが分かる」

「ここに行けば寒河江の歴史がわかる」た学習の場がほし

い。

－ 行政

【ふるさと総合公園・グリバー寒河江】

　最上川ふるさと総合公園のスケートパークについて、もっと

PRしていけばよいのでは。

　グリバーをもっとPRして、様々な活用を図る。 協働

【その他】

　観光客が市内でお金を使ってくれない。 　かき氷が流行しているので清流寒河江川の氷のようなイ

メージで売り出してはどうか。

地域

　寒映を復活してほしい。 　行政がハード整備を行い、民間の映画愛好家が上映を実

施する。

協働

テーマ：住みやすい環境

現状と課題 参加者の意見 役割

【長岡山公園等】

　長岡山公園への経路がわかりにくい。 　長岡山「市民憩いの花咲か山」プロジェクト 行政

　長岡山の桜並木、つつじ公園、野球場、陸上競技場など

広範囲でよい環境があるのに、草苅などの環境整備がされ

ていない。

　地域住民と協力して、環境整備を進める必要がある。

　長岡山「市民憩いの花咲か山」プロジェクト

行政

協働

　長岡山はとても良いところなので、もっと整備してほしい。 　長岡山「市民憩いの花咲か山」プロジェクト 行政

　南町公園付近が水辺の環境の良い公園になったが、街灯

がついていないことろが多い。

　行政から費用を協力してもらい、地域の住民で整備する。 協働

　公園・街路樹の伐採手法は現状でいいのか。切り過ぎの

所がある。中心市街地にもっと公園があればいい

－ 協働

【道路】

　寒河江市は山形の真ん中で立地に恵まれている。酒田港

と仙台港からの中間地点にあることを生かしていく。

　周辺市町村とさらにアクセスしやすくなるよう道路整備等を

実施する。都市計画道路の整備を促進する。

行政

　寒河江駅～船橋・西寒河江駅の線路沿い道路の整備が － 行政

　雪国を考えたとき、道路事情が悪い。特に歩道。冬でも歩

けるように。通学路を確保するため、町内会で除雪している

ところがある。

　地域の取組を奨励する、モチベーションを上げる仕組み

（頑張った地域のメリット、お金、表彰等）。

協働

　街路樹（船橋エリアなど高木になるケヤキ等について）の

本数を減らすと、落ち葉の処置など楽になる。

－ 行政

【駅前整備】

　駅前に休憩できるスペースがあるとよい。 － 行政

　駅、バスターミナル、沼川などは駅前地区にあって他にな

い施設。もっとアイディアを出して有効利用できないか。

－ 協働

　朝晩の送迎時に寒河江駅前が非常に渋滞する。

　周辺のイベント時にフローラ駐車場に駐車され、テナントが

困っている。

　周遊バスを走らせ、マイカーに頼らず生活できるようにす

る。

行政

【沼川】

　沼川（河床等）の清掃をしてもっときれいになればいい。 　早朝から清掃活動をおこなう。

　沼川で魚のつかみ取りなどイベントを行う（住民の愛着の向

上。沼川をきれいにするきっかけになるのでは）。

　清掃活動の高齢者参加型のイベント化

協働

【土地・空き家】

　土地の利活用 　各分野の研究者の話を聞き、町おこしに生かしていく。 協働

　市街地とその他地区との区分・割合は変えずインフラ維持

費の上昇。

－ 行政

　東新山地区は若い人が多い。 　区画整理をした地域は若い人が増える傾向にあるので、状

況をみて検討していく。

協働

　空き地、空き家が増えている。 　空き家を適切に把握し、活用できないか検討を行う。 行政

【安全安心】

　防災無線により、いろいろな情報が周知されてきた。 　各町内会で流す、流さないの判断ができる。 協働

　駅前地区（特に飲食店街）に防犯カメラの設置が必須であ

る。

　必要性、目的、場所等により行政で検討する。 行政

　住宅密集地にも関わらず、水利が少ない。火災の際の水

利の確保が難しい状況にある。

－ 行政

　消防団員の後継者の確保と育成 　小さい時から消防に親しみが持てるような手だて（拍子木の

復活）

地域

【環境】

　資源回収の日程など、もっとわかりやすくなるといい。 － 行政

　ごみ収集場所のカラス対策を検討してほしい。 － 行政

【その他】

　現在わかっている史実等を一覧展示して知らせる。市民に

共有。文化・歴史の掲示板が傷んでいるものが散見される。

　ＳＮＳなどを活用して積極的に発信していく。 協働



テーマ　福祉・子育て

現状と課題 参加者の意見 役割

【子ども・子育て】

　フローラ４階の遊具が撤去され寂しい。 　安全に配慮した遊具を設置する。 行政

　子どもの遊び場として、もう少し規模の大きい施設が欲し

い。東根市、天童市、山形市等に行く。

　母親目線での子育て施策、施設整備。　タントクルやべにっ

こ広場のような施設。

行政

　子育て世代が親子で過ごせる生涯学習施設がない。 － 行政

　母親が集まれる所が少ない。 　公共施設でお茶を飲んで話せるところや喫茶店のようなとこ

ろがあるといい。

協働

　中学生までの医療費無料化はいいが、無駄なく適正に利

用されているのか。

　少子化にとって無料化が最善の策であるのか十分検討して

いく。

行政

　小学校の学区の検討。 － 行政

　子どもの数が減少している。子供会の活動も内容検討する

必要がある。

－ 地域

【高齢者】

　高齢者のいこいの場があればいい。 　フローラの空きスペースを利用して、のんびり過ごせる空間

を。

フローラ敷地内に足湯設置（高齢者が利用できるよう）

行政

　高齢者が暮らしやすい町だろうか？ 　街中にベンチ等があれば高齢者も歩きやすい。（主にハー

ド面の議論）

行政

　高齢者には生きがいを。子どもには自信を。 　古老（識者）から地元のことについて聞き取り、文章化する。

子どもが聞き手になると、高齢者は元気に、子どもは自信が

でる。

協働

　お年寄りが健康で暮らせる事業が必要である。 　健康体操など予防医療に行政、地域が協同して取り組んで

いく。

協働

　高齢者の見守りを地域別に検討。

　隣人どおしの協力体制。

－ 協働

　高齢者の一人暮らし増えている

　隣近所の関係が希薄になっている。

　地域のコミュニケーション、見回りなどの既存の仕組みを活

かす（回覧板など）。地域の取組を奨励する、モチベーション

を上げる仕組み（頑張った地域のメリット、お金、表彰等）

行政

　地区公民館のホール・大会議室・大広間が２階にある。高

齢者には不自由。

－ 行政

【介護】

　介護を家庭で行うには限度があり、すぐに入れる安い施設

の整備充実。

－ 行政

【医療】

　小児科が少ない。緊急・夜間診療できる施設ない。 市立病院の医療内容をもっと充実。夜間・休日診療の充実。

温泉を活用したリハビリの考案

行政

【婚活】

　３０～４０代の未婚者が多い。 　婚活パーティーへの参加はハードルが高いため、お見合い

の斡旋や登録制の紹介制度などを実現してほしい。

協働

　少子化により人口が減少しているので、婚活を充実させ

る。

　市の婚活サポート補助金の充実（ＰＲ，アイディアを持った

個人への補助等）

　市主催のイベントの方が安心感、信用がある。

　ＴＶ番組「ナイナイのお見合い大作戦」の誘致。

協働

【その他】

　他の自治体と福祉事業に変化がない。 　県内初や県１位などセールスポイントとなる福祉政策を実現

していく。

行政

　ハコ物を増やさない。増やせない。 　高齢者福祉施設と初等・幼児教育施設との協力体制で施

設を共同利用。

協働

　商店街の高齢化、後継者がいない。小売業、小企業が成

り立たない。

－ 行政

テーマ：市民とあゆむ行政・その他

現状と課題 参加者の意見 役割

【人口減少】

　企業誘致を進める(人口の増加を狙って）。

　人口減少に対しての対応策を検討してほしい。

　職業の選択肢が少ない。若者・青年が集まる時間の確保。

勤務時間の見直し。

　工業団地から高速道路へのアクセスをもっとよくするとよい

のでは。→企業で新たに働く人が住むための、住宅団地を造

成するとどうか。

行政

　子育て・地域のにぎわい。 　大学・研究施設を誘致。レジャー施設を誘致。 行政

　交流より定住を促進する。 　移住者への税金減免などを実施する。 行政

【行政】

　行政コンシェルジュ的な相談窓口はないのか？ － 行政

　今回のワークショップの人選は、各種団体の代表のよう。他

にも意見のある人はいる。　市民の声が行政に届いていな

い。施策を知らない。ＰＲ不足。

　市民の意見を吸い上げる仕組み。

　パブコメ等より、もっと気軽に

協働

　図書館など公共施設が十分活用されていない。 　図書館の会議室を活用しての事業実施など、有効活用に

向けた取組を実施していく。

協働

　市立図書館。さらに充実した施設に。 － 協働


