
米沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略　概要（施策体系）

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） 目標値（H31） 主な実施事業

新規就農者数 10人

集落営農法人設立数 4法人

農畜産物のブランド化件数 100件

農畜産物の産出額 65億円

就職説明会開催回数 2回

市内高校でのインターンシップ実
施件数

654件

女性の活躍推進宣言企業数 20社

次世代育成支援対象推進法に基づ
く認定企業数

10社

市内企業と山形大学工学部教員の
共同研究数

20件

八幡原中核工業団地及び米沢オ
フィス・アルカディアへの新たな
企業立地件数

延べ5件

山形大学シニアインストラクター
の活用件数

延べ40件

起業、創業の件数 延べ10件

②女性の就労環境整備
・男女共同参画推進事業
・子育てサポート企業認定制度の普及啓発

１-３
職業として選択できる魅力ある農業の実現

①農業の担い手確保・育成等の支援

②農畜産物の販売力強化
・農業活性化支援事業
・(仮称)米沢ブランド戦略事業【再掲】
・地域内畜産物流通体系確立事業
・地域特産農産物消費流通拡大事業

１-４
安定した雇用と働きやすい環境づくり

①地元就職と定着の促進
・若者就労支援・社会参加促進事業【先行】
・米沢地域人材確保・定着支援事業【先行】
・COCプラス事業との協働

・経営体育成支援事業
・野菜・果樹・花き等振興事業
・畜産振興事業
・新規就農・経営継承総合支援事業
・新規就農者支援事業【先行】
・農地集積・集約化対策事業

②新規事業、創業の推進

・商工業地域活性化支援事業
・米沢市産業団体育成支援事業
・創業支援事業計画の推進

付加価値額：3,000億円

１-２
既存中小企業の振興と産学官金の連携による
新規事業、創業の推進

①既存中小企業への支援

・販路開拓事業【先行】
・有機ＥＬ照明の新市場開拓に向けた試作品開発・マーケットリ
サーチ【先行】
・(仮称)米沢ブランド戦略事業
・米沢地域企業競争力強化支援事業
・中小企業振興対策事業
・建築技能者人材育成事業【先行】
・「米沢四蔵銘酒味くらべ」(仮称)セットの商品化・販売【先行】
・繊維産業振興事業
・簡易着物の製作及び「着物deまち歩き(仮称)」等での着用促進
【先行】
・ものづくり産学連携コーディネート事業
・ものづくり産業シニア人材活用事業

認定農業者数：350経営体

地元高校卒業就職者の県内就職比率：74.4％
地元大学・短大卒業就職者の県内就職比率：
25.0％

②企業立地の促進

・企業立地の促進（企業立地特別助成金）
・米沢市サイエンスパーク推進事業
・バイオ工業拠点形成事業【先行】【再掲】

数値目標（平成31年度までに）

基本目標 講ずべき施策に関する基本的方向

１-１
先端技術産業をはじめとする本市の強みを活
かした産業の集積

①山形大学工学部等の機能を活用した
産業の活性化基本目標１：（しごと 産業・雇用対策）

地域産業に活力があり、市民が安定して働き
続けることができる「しごと」を創出します

・山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンター支援事業
・山形大学スマート未来ハウス整備支援事業
・産学官協働による研究支援事業（山形大学産業研究所研究奨励
金）
・地域間交流支援事業
・新産業創出推進事業
・バイオ工業拠点形成事業【先行】
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具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） 目標値（H31） 主な実施事業基本目標 講ずべき施策に関する基本的方向

就職説明会開催回数【再掲】 2回

市内高校でのインターンシップ実
施件数【再掲】

654件

奨学金返還支援制度利用者数 延べ30件

・ふるさと応援寄附金制度推進事業

②ふるさと納税促進及び地域産品のPR

③グリーン・ツーリズム、農家民宿の
　推進

・観光物産振興事業【再掲】
・おしょうしな観光大使事業
・やまがた愛の武将隊設置事業【再掲】
・米沢おしょうしなショップ運営事業
・(仮称)米沢ブランド戦略事業【再掲】

無料公衆無線LAN（Wi-Fi）設置件
数

150件

２-４
都市圏へ米沢市の魅力を発信、連携を図る機
会の創出

①米沢市の魅力発信

ふるさと納税寄附金額 6億円

２-３
交流人口の拡大

①各種学会や大会等の開催
・コンベンション開催支援事業
・合宿誘致事業【先行】

②新道の駅を活用した広域的事業の
　展開

・(仮称)道の駅よねざわ整備事業
・(仮称)道の駅よねざわ管理運営事業

3軒

首都圏等でのイベント実施件数 26件

③インバウンド施策の推進

・外国人観光客にもやさしい観光地域づくり事業（インバウンド事
業）【先行】
・(仮称)米沢ブランド戦略事業【再掲】

④Wi-Fi等、通信環境の構築

・外国人観光客にもやさしい観光地域づくり事業（無料公衆無線
LAN（Wi-Fi）整備事業）【先行】【再掲】

外国人観光客数（置賜地区） 11,400人

学会や大会等の開催回数 47回/年

新道の駅への来場者数 50万人/年

・農業体験等プロモーション事業【先行】
・観光資源を活用した誘客事業（田んぼアートライトアップ事業）
【先行】
・教育旅行受入支援事業
・教育旅行誘致促進事業

農家民宿の数

②まち歩き・歴史ルートづくり

・まち歩き観光等促進事業【先行】
・舘山城跡保存整備事業【再掲】
・景観形成推進事業

四季のまつりの入込客数 557,000人

ルート設定数 6ルート

年間観光入込客数：2,770,000人

④新規学卒者等の定住促進
・COCプラス事業との協働【再掲】
・米沢地域人材確保・定着支援事業【先行】【再掲】
・奨学金返還支援制度への参画

２-２
自然と文化、歴史を活かした観光戦略の推進

①地域資源を活用した観光の推進
・観光物産振興事業
・まつりとイベントを活用した観光振興事業
・西吾妻山観光拠点誘客事業
・舘山城跡保存整備事業
・やまがた愛の武将隊設置事業

数値目標（平成31年度までに）
③空き家を有効に活用した
　住宅ストックの形成

・山形県空き家利活用相談窓口と連携した情報の提供
・空き家利活用促進事業【先行】【再掲】

社会増減（転入者数－転出者数）：－170人
空き家移住リフォーム件数 延べ10件

②移住希望者に対する支援の強化
・移住相談窓口等の設置
・空き家利活用促進事業【先行】

イベント等による首都圏からの移
住者数

延べ20人

イベント・セミナーによる移住相
談対応回数

基本目標２：（ひと 社会動態対策）
市外からの流入や交流を通じて、米沢市に多
くの「ひと」を呼び込みます

２-１
移住・定住の促進

①移住・定住の促進
・ＵＩＪ定住促進事業（移住・交流促進イベント等の開催・参加）
・新規就農・経営継承総合支援事業【再掲】
・新規就農者支援事業【先行】【再掲】

6回
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具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） 目標値（H31） 主な実施事業基本目標 講ずべき施策に関する基本的方向

子育て支援センター数 7カ所

利用者支援員数 3人

保育機能利用定員数 1,776人

認定こども園数 5カ所

婚活イベント回数 4回

結婚を目的とした交流人口 330人

女性の活躍推進宣言企業数 20社

次世代育成支援対象推進法に基づ
く認定企業数

10社

家庭教育講座の開催回数 8回/年

②出産・育児休業支援

②大学との交流や連携の促進

③女性の活躍促進

・出逢いの機会づくり応援事業
・結婚支援のための交流事業【先行】
・妊娠・出産包括支援事業
・乳幼児健康診査等母子保健事業
・地域子ども・子育て支援事業
・子育て援助活動支援事業
・ブックスタート事業

・特定不妊治療費助成事業
・子育て支援医療給付事業
・ひとり親家庭等医療給付事業
・赤ちゃん訪問、養育支援訪問事業
・赤ちゃんとのふれあい体験事業【先行】

・認定こども園施設整備事業
・子どものための教育・保育給付事業
・民間立保育所等支援事業
・認可外保育施設支援事業
・私立幼稚園支援事業

・学園都市推進事業
・セカンドホーム事業
・高等教育機関開放講座委託事業

米沢市民カレッジ受講者数 80人

・女性の参画機会づくりの推進

審議会・委員会等の女性登用率 30%

・男女共同参画推進事業（各種審議会等への女性委員の登用推進な
ど）【再掲】

子育て支援医療給付支給対象児童
数

10,165人

３-３
郷土愛を育む教育及び大学と連携した学園都
市の推進

①郷土愛を育む教育の推進 ・食育推進事業
郷土愛を育む教育を実施する小中
学校

26校（全校）

④婚活支援事業

・出逢いの機会づくり応援事業【再掲】
・結婚支援のための交流事業【先行】【再掲】

３-２
仕事と家庭、子育て、地域活動などを両立で
きるワーク・ライフ・バランスの実現

①男女共同参画の総合的な推進 ・男女共同参画社会啓発事業

②妊娠・出産・子育てにかかる身体
　的、精神的、経済的な負担軽減

数値目標（平成31年度までに）
③就学前の子どものための教育・保育
　の環境整備

合計特殊出生率：1.57（平成32年度までに1.6）

３-１
結婚・妊娠・出産・子育てに切れ目のない支
援

①妊娠・出産・子育てに切れ目のない
　支援基本目標３：（ひと 自然動態対策）

若い世代が安心して結婚、出産できる環境を
つくり、未来を担う「ひと」を育みます
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具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） 目標値（H31） 主な実施事業基本目標 講ずべき施策に関する基本的方向

空き家利活用リフォーム助成件数 延べ50件

住宅リフォーム助成件数 延べ1,425件

特定健診の受診率の向上
（法定報告数値）

60.0%

要介護認定率の増加抑制 18.9%

③地域包括ケア・医療連携

④地域の治安向上

・介護予防・日常生活支援総合事業
・地域包括支援センター運営事業
・市立病院建設事業
・市立病院医療機器整備事業
・医師・看護師奨学資金貸付事業

・雪対策総合計画策定事業
・流雪溝整備事業
・防雪柵整備事業
・道路除排雪事業
・高齢者等雪下ろし助成・除雪援助員派遣事業

・循環路線バス運行事業
・廃止代替路線バス運行事業
・交通対策事業（乗合タクシー実証運行、地域公共交通のあり方検
討など）

刑法犯認知件数
（米沢警察署管内 川西町を含む）

366件

除排雪協力会の組織数 475団体

中心市街地内の文化施設利用者数
（上杉博物館、置賜文化ホール、市民文化会
館、市民ギャラリー、中部コミュニティセン
ター、新設図書館）

460,000人/年

・防犯活動推進事業

・公共施設等総合管理計画策定事業

協働提案制度による提案数 10件

空き家登録数 25件

４-４
広域と連携した共生のまちづくり

①広域連携の推進

・置賜地域移住交流推進協議会と連携した移住促進事業
・地域資源を活用した観光地魅力創造事業
・隣接県等と連携した観光情報の発信事業
・東北中央自動車道の開通を見越した広域的な地域活性化事業

置賜地域移住交流推進協議会と連
携した移住希望者に対するセミ
ナー開催数

2回/年

⑤雪に強い地域づくりの推進

⑥新たなコミュニティの形成

・自主防災組織の育成
・市民と行政の協働によるまちづくり事業
・おしょうしな地域おこし協力隊設置事業

４-３　健康で安全安心なまちづくり ①健康寿命の延伸

・特定健康診査・特定保健指導事業
・がん検診事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業

②買い物弱者対策
・交通対策事業（乗合タクシー実証運行、地域公共交通のあり方検
討など）【再掲】

③空き家窓口の活用等による情報提供 ・山形県空き家利活用相談窓口と連携した情報の提供【再掲】

④住環境の整備推進
・住宅リフォーム総合支援事業
・空き家利活用促進事業【先行】【再掲】

住居等新築件数全体のうち中心市街地に占め
る割合：15.0％

②公共交通の利用促進

市街地循環路線（右回り・左回
り）の平均乗車人数

15人/便

数値目標（平成31年度までに）

将来も米沢市に暮らしたいと思う定住意向：
50.0％ ４-２

既存ストックの利活用、社会基盤の維持・
整備

①公共施設やインフラの総合的・計画
　的な管理推進

②まちなかの賑わい創出

基本目標４：（まち 地域づくり対策）
暮らしを支える環境と社会基盤を整備し、住
みよい「まち」づくりを推進します

４-１
賑わい拠点の整備、コンパクトなまちづくり
の推進

①中心拠点・地域生活拠点の整備

中心市街地内の課税額の合計
（課税額の下落に歯止めをかける）

・中心市街地活性化事業

約712百万円
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