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地 域 再 生 計 画 

 

１ 地域再生計画の名称 

 大崎の宝しごとづくり事業 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

 大崎市 

 

３ 地域再生計画の区域 

 大崎市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地域の現状 

（地勢） 

大崎市は、平成 18 年 3 月 31 日に古川市、松山町、三本木町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町お

よび田尻町の１市６町（大崎市誕生以降は、古川地域、松山地域、三本木地域、鹿島台地域、岩

出山地域、鳴子温泉地域、田尻地域と称している。）が合併して誕生した。 

本市は、宮城県の北西部に位置し、南は「黒川郡」、東

は「遠田郡、登米市」、北は「栗原市」、西は「加美郡、秋

田県、山形県」にそれぞれ接している。 

本市の面積は、796.76 ㎢で宮城県土の 10.9％を占めて

おり、地勢は、市西部の山岳地帯の荒雄岳を源とする江合

川、船形連峰を源とする鳴瀬川の二つの大きな河川が西か

ら東に流れており、その豊かな森林を源とする水は、市の

北西から南東に広がる肥沃に満ちた広大な平野「大崎耕土」

を潤し、昔から稲作が盛んな地域である。 

気象は、例年最高気温は 30℃を超え、最低気温も－10℃

を下回る等、寒暖の差が大きい内陸型の気候となっており、

特に山岳地帯では積雪が２ｍ～３ｍとなる。 

 

（人口） 

大崎市の人口は、国勢調査によると総人口は平成12年をピークに減少し、平成22年では135,147

人となっている。平成 27 年以降の推計値では人口減少がさらに進み、平成 52 年では 103,150 人

になると予測されている。また、平成 28年 1月 12日に宮城県が公表した平成 27年国勢調査結果

速報によると平成 27 年で 133,430人となり推計値を上回っている。 

本市を構成する７地域の人口をみると、中心の古川地域だけが、平成 17年の数字を 100とした

平成 27年の数字は 4.4ポイント人口が増加しており、それ以外の６地域は最少が▲4.4ポイント

減少で最大が▲25.2ポイント減少と、すべて減少している。特に過疎地域となっている鳴子温泉

地域は▲25.2ポイント減少し、岩出山地域は▲15.7ポイント減少する等、大きく人口が減少して
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いる。全体では、平成 27 年の人口は、平成 17 年よりも▲3.7 ポイント減少となっていることか

らも、古川地域以外の地域の人口減少が急激に進みつつあることが推察される。 

また、各地域の人口が本市総人口に占める割合をみてみると、古川地域は、平成 17年が 54.3%、

平成 27年が 58.8%となっており、すべての調査で同割合の三本木（6.0%）を除き、古川と三本木

以外の各地域で減少していることから、年々本市における古川地域への人口集中が続いているこ

とが伺える。 

しかし一方で、古川地域を市内中心部とそれ以外といった視点で捉えると、市内中心部が古川

地域内において占める割合は、調査を経るごとに増えていることから、他地域と比べた古川地域

については調査ごとに増加しているが、古川地域内だけを見ると、市内中心部への人口集中が進

んでいることがわかる。 

次に、年齢３区分別人口では、年少人口の減少、老年人口の増加による少子高齢化が進展して

いる。平成 28年 4月 1日現在の住基台帳によると、本市全体の高齢化率は 27.3%であるが、平成

52年には高齢化率が 35％を超えると予測されている。 

各地域別に高齢化率を見ると、古川は 22.5%と最も低く、松山は 31.9%、三本木は 28.1%、鹿島

台は 32.5%、岩出山は 37.4%、鳴子温泉は 42.3%、田尻は 32.4％となっており、岩出山と鳴子温泉

の各地域については、本市の 2040年の高齢化率予測の 35%をすでに超えている。 

本市における高齢者のみの世帯数は、平成 21 年に 7,169 世帯であったものが、平成 28 年には

10,098 世帯と約 3,000 世帯増えている。そのうち、一人暮らしの高齢者のみの世帯は、5,618 世

帯と 56％を占めている。 

一世帯当たりの世帯員では、統計データがある昭和 52 年 12 月末日現在では、一世帯当たりの

世帯員が 4.1 人であり、平成 28 年 4 月 1 日現在の住基台帳と比べると、2.7 人に減少しており、

▲1.4人となっている。 

各地域別にみても、マイナス幅は▲1.2人～▲1.5人の幅となっていることから、一世帯当たり

の世帯員の減少については、地域毎に差がないことが本市全体の傾向といえるが、地域別の原因

については、古川においては世帯数の増加によるもので、岩出山と鳴子温泉については、人口の

減少によるものであると考えられる。 

本市の自然増減は、出生数の減少、死亡数の増加により、平成 15年以降、死亡数が出生数を上

回る自然減の状況が続いており、以降は減少の幅が拡大傾向にあり、平成 26年では約 600人の自

然減となっている。また、社会増減は、平成 12 年以降、転出超過の状況が続いており、平成 23

年、平成 25年に転入超過となったが、平成 26年では 300人の転出超過となっている。 

本市の男性は、15～19歳から20～24歳になるときに大幅な転出超過となり、20～24歳から25～

29歳になるときに転入超過となっている。これは高校卒業後の大学進学や就職時期に市外に転出

する傾向があると推測され、一部は大学卒業後の就職で地元に戻ってきている傾向があると推測

される。女性については、15～19歳から20～24歳になるときに大幅な転出超過となり、20～24歳

から25～29歳になるときに転入超過となっている。 

これは高校卒業後の大学進学や就職時期に市外に転出する傾向があり、その一部は大学卒業後

の就職で地元に戻ってきている傾向があると推測される。しかし、平成17年から平成22年のデー

タでは、20～24歳から25～29歳になるときの数値がプラスにならず、逆にマイナス（転出）とな

っており、大崎市においても特に若い女性の人口減少が課題となっている。 

本市を構成する７地域においては、古川地域を除いて高齢化が進んでいるとともに、一世帯当
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たりの人数が減少しており、社会動態からは男性は、高校卒業後の進学で一時的に市外に転出し

ても就職時に地元に戻る傾向があるのに対して、女性は、地元に戻らない傾向がある。 

 

図 出生・死亡数の推移（市全体）

 

図 転入・転出数の推移（市全体） 

 

図 年齢階級別人口移動（純移動数）の推移（男性） 

総数 割合 総数 割合 総数 総数

1980年(S55) 130,266 28,773 22.1% 88,019 67.6% 13,472 10.3%

1985年(S60) 133,439 29,480 22.1% 88,324 66.2% 15,635 11.7%

1990年(H2) 135,208 27,319 20.2% 88,802 65.7% 19,078 14.1%

1995年(H7) 138,068 24,393 17.7% 89,664 64.9% 24,011 17.4%

2000年(H12) 139,313 21,315 15.3% 89,097 64.0% 28,716 20.6%

2005年(H17) 138,491 19,378 14.0% 86,970 62.8% 31,793 23.0%

2010年(H22) 135,147 18,045 13.4% 83,774 62.0% 32,828 24.3%

2015年(H27) 132,280 16,935 12.8% 78,800 59.6% 36,545 27.6%

2020年 126,866 15,297 12.1% 72,822 57.4% 38,747 30.5%

2025年 121,122 13,835 11.4% 68,265 56.4% 39,022 32.2%

2030年 115,333 12,550 10.9% 64,317 55.8% 38,466 33.4%

2035年 109,407 11,588 10.6% 60,541 55.3% 37,278 34.1%

2040年 103,150 10,818 10.5% 55,488 53.8% 36,844 35.7%

出典：1980年（S55）から2010年（H22）は総務省『国勢調査（基準日10月1日）』

　　　 2015年（H27）以降は国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）』

年少人口
（0～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）総数
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図 年齢階級別人口移動（純移動数）の推移（女性） 

 

（通勤・通学者の流入・流出） 
  大崎市の通勤・通学圏（国勢調査における流入流出人口）をみると、大崎市への通勤・通学者

は16,474人、大崎市から市外への通勤・通学者は19,124人となっている。 
大崎市への通勤・通学者が多いのは美里町、加美町、栗原市、仙台市、涌谷町、登米市で、大崎

市からの通勤・通学者が多いのは仙台市、加美町,美里町、栗原市、大和町、涌谷町となっている。 
（婚姻率） 
  大崎市の年齢別未婚者数による未婚率は、すべての世代で女性よりも男性の方が高くなってい

る。これは宮城県、全国でも同様の傾向となっているが、女性は宮城県全体よりも未婚率が低く、

男性は宮城県全体よりもやや未婚率が高くなっている。 
  また、大崎市における男性と女性の総数及び未婚者数を区分ごとに比べると、すべての区分で

男性の総数が女性の総数を上回っており、特に未婚者数では20歳～24歳の区分では約250人の差
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が、25歳～29歳の区分では約700人となり、ほぼ横ばいのまま45歳～49歳まで推移している。 
  15歳～19歳までの男性総数と女性総数の差が80人であることを考えると、先の社会増減におけ

る女性の人口移動で指摘した近年の転出した女性が大学等の卒業後に地元に戻らなくなってきて

いる現状について、本データは補完する内容となっている。 

図表 年齢別未婚率 

 

 

 
（産業） 

  大崎市の就業人口は平成7年をピークに減少傾向にあり、平成22年では63,312人となっている。 

産業別就業人口をみると、第１次産業については、昭和60年の15,898人（23.7％）から減少し、

平成22年では5,894人（9.3％）となっている。第２次産業については、平成12年をピークに減少

し、平成22年では18,395人（29.1％）となっている。第３次産業については、就業人口は平成22

年に減少に転じているものの、構成比は増加傾向にあり、60.7％となっている。 

総数 未婚 未婚率 総数 未婚 未婚率

15～19歳 3,214 3,193 99.3% 3,134 3,107 99.1%

20～24歳 2,969 2,627 88.5% 2,868 2,378 82.9%

25～29歳 4,070 2,625 64.5% 3,753 1,935 51.6%

30～34歳 4,497 1,989 44.2% 4,224 1,218 28.8%

35～39歳 4,487 1,506 33.6% 4,254 849 20.0%

40～44歳 3,833 1,136 29.6% 3,766 493 13.1%

45～49歳 4,289 990 23.1% 4,055 336 8.3%

計 27,359 14,066 51.4% 26,054 10,316 39.6%

出典：総務省『国勢調査2010年(H22)』

男性(人） 女性(人）
大崎市



6 
 

  産業大分類別人口をみると、第１次産業では「農業」の減少が目立っている。第２次産業では、

「建設業」「製造業」が平成12年をピークに減少傾向となっている。第３次産業では、「卸売業・

小売業」は減少傾向、「サービス業」は増加傾向となっている。 

 年齢階級別就業者の構成をみると、15歳から29歳代が多い産業は、男性が「製造業」「生活サー

ビス業、娯楽業」「医療・福祉」、女性では「情報通信業」となっている。 

  平成22年の国勢調査結果によると、男女別15歳以上就業者数の5歳階級では60歳～64歳、65歳～

69歳、70歳～74歳、75歳～79歳就業割合が、全国平均を超えていることから、本市の高齢者は就

労意欲が高く、生き生きと活躍することを望んでいると考えられる。 

 本市の産業振興推進においては、平成22年3月に官民協働による内発型産業創出の支援組織とし

てNPO法人未来産業創造おおさきが設立され、産官学金の産業振興のネットワークの中心として、

地元企業による新事業、新技術、新製品開発を積極的に支援している。また、平成23年12月には

観光、物産関係事業者を中心として農業者、サービス業、金融機関、行政等様々な関係者が集ま

り、大崎市の様々な地域資源を活用して地域発信型、着地観光型商品の開発、磨き上げ、ブラン

ド化、販売促進を行うため、一般社団法人みやぎ大崎観光公社が設立された。産官学の産業振興、

観光振興組織・団体とともに、大崎市産業振興計画に掲げる「大崎ブランドの確立と新産業の創

造」を目標に、地域経済の活性化を図っている。 

図表 産業別就業人口の推移

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（上段：人、下段：構成比）

1985年
(S60)

1990年
(H2)

1995年
(H7)

2000年
(H12)

2005年
(H17)

2010年
(H22)

67,218 70,114 71,487 70,928 69,208 63,312

15,898 14,103 10,591 8,096 7,468 5,894

23.7% 20.1% 14.8% 11.4% 10.8% 9.3%

19,411 21,943 22,495 23,292 20,483 18,395

28.9% 31.3% 31.5% 32.8% 29.6% 29.1%

31,877 34,031 38,341 39,266 40,931 38,461

47.4% 48.5% 53.6% 55.4% 59.1% 60.7%

出典：総務省『国勢調査』

第１次産業

第２次産業

第３次産業

就業者数　計
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図 年齢階級別産業人口 
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（観光） 

鳴子温泉等豊富な観光資源を有する大崎市では、様々な観光振興を行っている。 

平成26年の大崎市の観光入込客数は701万人で、東日本大震災（平成23年3月）による影響を受

けながらも仙台・宮城デスティネーションキャンペーンの実施による効果もあり、若干持ち直し

ている。しかし、宿泊客数は減少し、とりわけ地域を代表する鳴子温泉地域での落ち込みが大き

く、厳しい状況となっている。 

観光は、観光事業者をはじめ、農林業、商工業、そして市民等多様な主体で進められるため、

裾野が広く、経済波及効果が高い分野である。人口減少、少子・高齢化が進むなか、資源を有効

に活用し、地域の産業連携を促進させ、交流人口の増加による経済の拡大を通じて、最終的には

定住人口の維持、増加につなげることが可能であると考えられる。このため、地域発信型観光商

品の開発、伝統工芸品の維持・継承、インバウンドの促進による海外観光客の誘致等の取組も積

極的に取り組んでいる。 

 
（地域経済分析システム（RESAS）における地域状況） 

内閣府が提供する地域経済分析システム（RESAS）を活用して、大崎市の現況を整理する 
（1） 稼ぐ力分析 

地域の産業がどれだけ稼いでいるか（付加価値額）、どれだけ効率的な生産を行っているか（労

働生産性）、どれだけ多くの労働力を確保しているか（従業者数）を、全国と比較しながら、特化

係数を使って分析し、把握するものである。大崎市は赤色表示、 宮城県内の市町村が緑色表示、 
その他の全国の市町村が青色表示となっている。農業・林業についてみると従業者数の特化係数

が最も1に近く、付加価値額、労働生産性ともに１を下回っており、 全国値よりもやや低い位置

にいることになる。 
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（2）農業マップ 

本市の農業の状況について、農業マップをもとに分析する。平成17年と平成22年を比較すると、

いずれも「稲作」、「肉用牛」,「養豚」、「酪農」、「農作業請負収入」、「その他の作物」、「施設野菜」

の順にシェアが大きいが、販売金額（総額）が全体的に縮小傾向となっており、「施設野菜」を除

いた項目の販売金額（総額）が減少している。 
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（3）自治体比較マップ 

「経済構造」、「企業活動」、「労働環境」、「地方財政」の４つの視点から自治体比較マップを活

用し分析・把握する。平成20年～平成24年の製造品出荷額等の推移をみると、その規模は仙台市

には及ばないものの同じ県北の中では、栗原市、登米市を上回り、平成21年以降増加傾向となっ

ている。 
平成6年～平成19年の年間商品販売額の推移をみると、栗原市、登米市を大きく上回っているも

のの平成6年以降減少傾向が続いており、大崎市を含む商圏全体の規模が縮小している状況にある。 
創業比率の推移をみると、全国的にも平成16年～平成18年の期間にピークとなり、それ以降新
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設事業所等の割合が少なくなってきている。大崎市においては県平均、全国平均やや下回る数字

で推移している。 
平成20年度～平成24年度の一人当たり地方税（市町村税：普通税【市町村民税、固定資産税、

軽自動車税、市町村たばこ税等】、目的税）の推移をみると、大崎市はおおむね横ばいで推移して

いる。うち市町村民税法人分は、他市同様、 平成21年度以降増加傾向であり、固定資産税につい

ては、大崎市はおおむね横ばいで推移している。 
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（これまでの取り組み） 

本市は、平成18年3月31日の誕生以来、「宝の都（くに）・大崎―ずっとおおさき・いつかはおお

さき―」という将来像を掲げ、様々な取り組みを行っている。 

その中でも、自立・協働という市政運営の理念は、市民や地域、各種団体と行政が自主的・自

律的に活動できる基盤の確立に向け、それぞれの個人・組織、企業が役割を分担・補完しながら、

共に考え、共に歩むまちづくりを推進することを意味しており、本市がこれまで続けてきた話し

合いを大切にした協働のまちづくりについて、市民と行政が、相互の役割分担に基づき、世代や

地域を問わず、子どもや女性を含めた多様な人、団体が参加できる環境をつくり、まちづくりに

取組むことよって、個性豊かで活力に満ちた笑顔あふれる地域社会の実現を目指すことを目的と

した『大崎市話し合う協働のまちづくり条例』という平成26年4月施行の条例制定へと繋がった。 

自立・協働の理念は、「市民が主役協働のまちづくり」という施策の大綱につながり、暮らしの

基盤としての大崎市流地域自治組織の充実を図っていくとともに、本市を構成する者たち自身の

意思と責任で担っていくことを基本としており、本市の施策の根幹をなすものとして、自助・共

助・公助に基づく防災体制の整備や地域ぐるみの交通安全対策、地域で守る防犯対策等、地域と

一体となった安全・安心な地域づくりにも活かされている。 

また、本市では男女共同参画社会の実現を目指して、大崎市男女共同参画推進基本条例を平成

20年4月1日に施行するとともに、平成26年3月には「第２次大崎市男女共同参画推進基本計画」を

策定し、施策を総合的かつ計画的に推進している。 

基本計画では、大崎市男女共同参画推進基本条例第3条に掲げる基本理念である「すべての人の

人権の確保」、「性別等による差別の撤廃」、「固定的役割分担や慣行による制約廃止」、「政策・方

針決定への男女の等しい参画」、「家庭生活及び職場・地域活動の両立」といった理念にのっとり、

市が取り組むべき基本的施策を第８条において７項目を定め、平成26年から平成30年までの５年

間を計画期間としている。さらに、本市では新たな施策展開を促すためにアクションプランを定

めて、施策を推進している。 

本市には、国際的に重要な湿地として登録されているラムサール条約登録湿地が２カ所（蕪栗
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沼・周辺水田、化女沼）あり、隣接する自治体にある登録湿地を含めた一帯では、毎年、国の天

然記念物に指定されている10万羽を超えるマガンをはじめとする渡り鳥が群れ飛ぶ光景が見られ

る。本市は「渡り鳥に選ばれたまち」として国内最大級の越冬地である宮城県北部地域の中核を

担っている。 

本市の景観を形成し、基幹産業である農業を支える水田、里山には、洪水等の災害を防ぐ機能

や地下水をつくる機能、生き物のすみかになる機能や農村の景観を保全し文化を伝承する機能等

多面的な役割がある。本市が長年実施している田んぼの生き物調査では、5,600種類以上の生き物

が確認されている。環境省が選定している生物多様性の視点から重要度が高い湿地には、先の条

約湿地2カ所の他に、環境省レッドリスト絶滅危惧1A類であるゼニタナゴやシナイモツゴ等の生息

地である旧品井沼周辺ため池群が選定されている。また、同じく環境省が選定している生物多様

性保全上重要な里地里山には、湿地としても登録されている蕪栗沼・周辺水田と、化女沼周辺地

域や鹿島台シナイモツゴの郷のほか、鳴子温泉地域（中山平地区、鬼首地区）と音無湯殿山権現

の森が選定されている。本市は、現在行っている環境に配慮した農業や環境教育、生物多様性を

守る活動等を続けることで「環境創造都市おおさき」の実現に取り組んでいる。 

また、本市では「おおさき産業革命の推進と一万人雇用機会の創出」を基本理念に、「大崎ブラ

ンドの確立と新産業の創造」を掲げ平成 25年 3月に「大崎市産業振興計画後期計画」を策定した。

震災復旧、復興期の地域産業の現状を踏まえ、官民連携による産業支援機関 NPO 法人未来産業創

造おおさき、着地型観光、物産振興の推進を一体的にワンストップで行う役割を担う一般社団法

人みやぎ大崎観光公社の設立を受け、新しい課題に対応しながら地域の産業活性化と雇用の確保

の推進に向けて産業振興に取り組んでいる。 

 

４－２ 地域の課題 

  本市では、地域課題の総合的解決と魅力あふれる地方創生を実現するための「宝の都（くに）・

おおさき市地方創生総合戦略」を策定するにあたり、庁内の若手職員を中心とした「宝の都（く

に）おおさき元気戦略プロジェクトワーキング会議」を開催し、大崎市の強みや弱み等をSWOT
分析の手法により分析した。 
大崎市のＳＷＯＴ分析（主なもの） 

強み 

Ｓ 

良質な温泉（温泉文化）／米（ササニシキ・ひとめぼれ・ささ結・ゆきむすび）／日本

酒／道の駅／新幹線駅、東北本線、陸羽東線／国道が縦横に通っている／都市機能と自

然の融合／ラムサール条約／ゆるキャラ（パタ崎さん、なる子ちゃん他）／発酵文化／

伝統工芸（こけし、塗り物、竹細工、漆器）／市民病院／学校／映画館／著名人（伊達

政宗、吉野作造、フランク永井、藤岡奈穂子(ボクシング)） など 

弱み 

Ｗ 

車中心の社会／駐車場が少ない、空き家が多い、シャッター通り／雇用が不安定／農家

の減少／若者の都会への流出（大学・就職）／女性の視点が不足  など 

機会 

Ｏ 

ユネスコ「和食」／新幹線／鹿島台駅がリニューアル／ローカルアベノミクス／女性の

登用・視点／再生可能エネルギー／スマートインターチェンジ   など 

脅威 

Ｔ 

雇用が不安定／農家の減少／晩婚化・非婚化／出生数の減少／後継者問題／若者の都会

流出／出産後の社会復帰／保育所の待機児童数／政策決定部門における女性登用数が

少ない     など 

【宝の都（くに）おおさき元気戦略プロジェクトワーキング会議による分析より】 
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地域の現状で記載したとおり、大崎市においては人口の減少、世帯数の減少が進展しており、

その傾向は将来にわたって長期的なものと予測されている。これに応じて生じる影響、リスクは

特に産業・雇用の面から述べれば次のようになる。第１次産業では就業者の高齢化、後継者不足

がより顕著となりつつあり、生産性向上や海外展開等農業のグローバル化への対応の柔軟性が失

われていく不安がある。第２次産業については、労働集約型の製造業が就労人口の減少とともに

成り立ちにくくなり、産業の活力が失われ、雇用の場が収縮していくであろうと推測される。第

３次産業では、消費や住宅建築等の需要が減少し、経済規模が縮小していくのに加えて、高齢化

とともに需要が増加する医療・介護等の分野を含め商業、サービス業の担い手が不足していき、

購買、生活、医療、交通等住民が必要なサービスの地域における需給バランスが急速に崩れてい

く恐れがある。このように、産業・雇用面の多様性が失われた地域に変化していった場合、居住・

生活に対する魅力が失われ、さらなる人口減少を引き起こす可能性も否定できない。 
そのため、温泉文化、農産物、食文化、伝統工芸、自然環境等地域に根ざした資源をもとに、

グローバル化や趣味の多様化、食生活やライフスタイルの変化等ニーズの変化に対応しつつ、生

産性や収益力の向上を図り、地域産業の活力を維持、拡大させるのに必要な産業振興を図る施策

に地域や農商工観光の枠組みを超えて取り組み、小さなイノベーションを積み重ねつつ生まれる

新しいビジネスの創出を数多く支援する必要がある。また、支援の取り組みあたっては、これま

での商品開発、経営革新、雇用拡大、販売促進、ブランド化等個別に取り組まれてきた施策を横

串にして、関係する産学官金の支援機関の連携を強化し、「オール大崎」で多様なしごとづくりを

支援し、地域の「稼ぐ力」を強化し、ビジネスを自ら生み出していく人材を地域に定着させてい

くことが重要である。 
 

４－３ 地域再生計画の目標 

 地方創生を進めていくためには、人口減少対策の根幹となる雇用の場の確保が必須であるもの

の、これまでの人口の増加、需要の増加を前提とした既存産業の横展開を図る手法のみでは、地

域の稼ぐ力は弱まっていってしまう。市内では地域ごとに人口の減少状況が異なるが、急速に高

齢化と人口減少が進む地域では、すでに稼ぐ力の減退に加え、購買機会の付与等必要な生活サー

ビスの供給の維持に苦慮するケースもあらわれている。 
農・商・工・観光の各産業の垣根を越えて、若者、女性、高齢者、移住者等地域産業の新たな

担い手を育成し、地域の中でアイデアを出し、製造、流通、販売等多くのカテゴリにおいて、イ

ノベーションを積み重ね、個々のビジネスの新しい形、地域全体としての地域内の生産を地域外

の消費へと確実につなげ「もうける」仕組みを作り出す人材を育てていく必要がある。 
「新しい事業開発と継続のためのブラッシュアップ」「大崎市の地域外からの資金獲得と地域内

での資金循環の形で所得向上の促進」を行うため、地域のモデルとなるようなビジネスの創出と

地域内の人材育成を行うことを目指し、さらにその人材が自立的に次の人材や新しいビジネスを

育てていける仕組み、組織の組成を図る。 
また、地域経済の主役である中小企業等の魅力が地域で認識されるための効果的な情報発信が

行なわれることで認知度が高まり、地域外からのインターンシップ等を活用した雇用や地域が育

んだ人材が地場企業に魅力を感じ積極的に就職する好環境の整備を図られるだけでなく、認知度

の高まりによる売上増等の業績へのプラス効果を目指す。また、離職した女性を中心とする潜在

的労働力が、研修等の受講により企業が求める人材へ育成されることで、様々な働き方による一



16 
 

億総活躍社会の実現を目指す。 
 
【数値目標】 
 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標（KPI））については、以下のとおり

とする。 
 
①起業やビジネス創造支援により新たに創出された事業数、起業者数 
 人材育成やビジネスプランの実現化等の支援方法で、起業や新しいビジネスに取り組む人を毎

年 50 人程度支援し、計画期間中 50 件の創業、事業創出を目指す。 
            
②創出された観光体験プログラムの利用者数 
伝統的湯治文化とヘルスツーリズム等新たなニーズとを組み合わせて、ビジネスモデルを創造

し、地域事業者やコミュニティによる事業化を促進し、そこで開発された観光プログラムの利用

者が計画期間中 3,000 人となることを目指す。 
 
③企業データに掲載された企業数  
 インターンシップモデルの構築やＩＴ人材の育成を行うことで、人手不足の課題を抱える地元

企業の魅力や業務内容を企業が求める人材に対して効果的に周知できる環境整備を行う。このよ

うな取り組みにより、人材確保や省力化、生産性拡大、認知度向上等の企業力強化を促進するだ

けでなく、企業データの内容を充実させるとともに掲載企業数を計画期間中に 172 件にすること

を目指す。 
 
 

事業開始前 

（現時点） 

平成 29年度 

増加分 

１年目 

平成 30年度 

増加分 

２年目 

平成 31年度 

増加分 

３年目 

KPI増加 

分の累計 

目標１ 

支援により創

出された事業

数、起業者数 

0 件 10 件 20 件 20 件 50 件 

目標２ 

創出された観

光体験プログラ

ムの利用者数 

0 人 500 人 1,000 人 1,500 人 3,000 人 

目標３ 

データ掲載企

業数 

152 件 152 件 5 件 15 件 172 件 

 
５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

 湯治文化や伝統工芸、農産物といった地域資源、観光資源の魅力の磨き上げと販売力の強化に

よる売る仕組みづくりの構築、大崎の産業の未来を担う地域に根ざした人材育成によるビジネス
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創出を産学官金の事業者支援のネットワークにより実施し、農・商・工さらには観光の産業横断

的な形で大崎市での「しごとづくり」を実施していく。 
 これまでの事業においては、「生産性・経営力向上」「販路拡大」「人材育成」「新ビジネス創造」

といった支援施策を各自に取り組んできたことから、推進体制を中心として、より強力に取り組

みを実施することで、地域に新しいビジネス、人材を定着させるとともに、そのビジネス、人材

が将来にわたって自立的に、さらなる「しごとづくり」を生みだす仕組みを構築していく。 
 
５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 
 地方創生推進交付金【A3007】 
１ 事業主体 
   大崎市 
 
２ 事業の名称及び内容 
（１）事業名：大崎の宝しごとづくり事業 
   
（２）事業の目的・内容 
【目的・将来像】 
 日本有数の温泉観光地「鳴子温泉郷」、江戸時代から「本国米」として名をはせている「米」や

本州一の生産量を誇る「大豆」等を中心とした農産物の数々、企業誘致をきっかけに集積された

多様な「モノづくり」事業者の存在等、市内には多種多様な宝（事業性）が存在しているが、そ

れぞれを十分に生かし切れていない現状がある。そうした多様な「宝」を、若者・女性・ＵＩＪ

ターン者、・高齢者等新たなしごとづくりの担い手を育成しつつ、事業者間連携の強化等新たな視

点も交えて再構築、ブラッシュアップし、新たなビジネスモデルの確立、新たな雇用の創出につ

なげていくとともに、地域経済の主役である中小企業等が引き続き地域経済を牽引するための経

営強化を図る取り組みを行う。また、離職した女性を中心とする潜在的労働力の掘り起しと企業

が求める人材への育成を行うことにより、一億総活躍社会の実現を目指す。 
【事業の内容】 

湯治文化や伝統工芸、農産物といった地域資源、観光資源の魅力の磨き上げと販売力の強化に

よる売る仕組みづくりの構築、大崎の産業の未来を担う地域に根ざした人材育成によるビジネス

創出を産学官金の事業者支援のネットワークにより実施し、農・商・工さらには観光の産業横断

的な形で大崎市での「しごとづくり」を実施していく。 

 これまでの事業においては、「生産性・経営力向上」「販路拡大」「人材育成」「新ビジネス創造」

といった支援施策を各自に取り組んできたことから、推進体制を中心として、より強力に取り組

みを実施することで、地域に新しいビジネス、人材を定着させるとともに、そのビジネス、人材

が将来にわたって自立的に、さらなる「しごとづくり」を生みだす仕組みを構築していく。 

  地域事業者の抱える人手不足、担い手不足の課題解決につながる人材は、地域の若者が第一義

の対象者であるが、毎年就職を希望する高校生の半分以上が地域外へ就職しているのが本地域の

実情である。 

この課題を解決するために、地域在住の若者や地域外に進学した若者が地域事業者を知る機会

や地域事業者の魅力を知る機会をつくり、あわせて若者に選択される就業環境の整備をする必要
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があることから、本事業により、これらの取り組みも含めた本地域に合ったインターンシップモ

デルを構築する。 

本取り組みは、就職を希望する高校生や大学生の地元就職を促進するだけでなく、本取り組み

を通した地域事業者の課題解決に対する意識改革と課題解決モデルの構築を目指すものであり、

モデル事業者が地域在住の若者や地域外に進学した若者のインターンシップを受け入れ、モデル

事業者と若者双方のフィードバックを基にした、地域事業者と若者がマッチングしやすいインタ

ーンシップ環境の整備を図るものである。 

また、インターンシップモデルづくり事業と合わせてＩＴ人材の育成を行うことで、地域事業

者が不得意としている企業ＰＲや商材ＰＲなどの効果的な情報発信能力について、社内ＩＴ人材

の育成を図る。さらに、本事業では、既存企業のＩＴ人材の育成だけでなく、一億総活躍社会の

実現のため本地域の潜在的労働力の掘り起こしとして、在宅ワークを視野に入れたＩＴ人材も育

成して多様な働き方を生み出し、マッチング機関を介して効率的に地域事業者とマッチングさせ

ることで、人手不足の課題を抱える事業者にとって効果的な業務の省力化や生産性拡大につなげ

ていくことも目指す。さらに本事業の実施による副次的効果として、ＩＴ関連起業者の創出、既

存企業の新しい販路開拓や地域商材の販売金額の底上げ、観光・物産等地域情報の発信等も想定

されることから、既存事業との関連があるだけでなく、本事業の実施に伴う連携によりさらなる

事業効果が見込まれる。上記のようなＩＴ人材をセミナーや研修により育成することを目指す。 

【地方版総合戦略における位置づけ】 

 本市が策定した「宝の都（くに）・おおさき市地方創生総合戦略」においては、人口減少対策の

根幹となる雇用の場の確保、そして、仙台圏や首都圏等からの人の流れをつくるために鳴子温泉

郷等の地域の宝を生かした交流人口の拡大を図ることを目標に掲げている。起業支援をはじめと

した新規雇用の場の創出、ヘルスケアビジネス等を組み合わせた新しい観光事業の創出を行う「大

崎の宝しごとづくり事業」は、農・商・工・観光の地域資源や人材を活用しつつ、総合戦略を具

体的、総合的に推進する事業である。また、総合戦略の基本目標として、雇用機会の創出（現状 

96 人 → 平成 31 年度 300 人）、交流人口の拡大による経済波及効果額（現状 約 1,326 億円 

→ 平成 31 年度 約 1,625 億円）を定めており、本事業は、この目標の達成に直接寄与するもの

である。 
 
３ 事業が先導的であると認められる理由 
 本計画は次のような理由から、地域における雇用創出、経済活性化の点で先導的な事業である

といえる。 
【官民協働】 
 産業ごと、地域ごと、事業者の成長段階ごとに区分された各支援を、新ビジネスの構想から、

実証、実現、販路構築等一貫して行っていくのにあたり、先行事業で形成された支援ネットワー

クをもとに、本計画を実施する過程で大崎市が取りまとめを行い、古川商工会議所、大崎商工会、

玉造商工会、鳴子温泉郷観光協会、みやぎ大崎観光公社、市内金融機関、ＮＰＯ法人未来産業創

造おおさき等の団体の連携の強化及び中小機構東北支部、日本政策金融公庫仙台支店等との連携

を図る。また参画する事業者、創業者において人材が育成され、ビジネスの創出、拡大のノウハ

ウが定着していくようすすめていく。特に金融機関においては、地域内における資金循環の流れ

をつくる上で、新ビジネス創造、起業、販路等事業拡大における資金計画、事業計画の“目利き”
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の役割を果たすとともに、資金融資、ビジネスマッチング等の支援を行う。 
【地域間連携】 
 各自治体が知恵を絞って地域再生、地方創生に取り組み、競争、競合の関係になる場合もある

が、課題、目標が共通である自治体、相互補完的に事業に取り組める自治体とは、事業を推進す

る際、積極的な連携をとっていく。 
販路拡大事業においては、これまで交流事業等で連携してきた東京都台東区、豊島区等と連携

している。これらの自治体は地方の食材、商材を探すことで、地元小売業、卸売業、飲食業等の

差別化を目指しており、商談会や展示会での相互の事業者のマッチングを行うことで協力してい

る。また、同様に首都圏への農産物、加工品の販路拡大を目指す山形県小国町等とはマーケティ

ング事業等を共同で行うことで、首都圏でのブランドイメージの拡大を効果的に実施している。 
 地域で新しいビジネスを創造するみんなで応援わが町しごとづくり事業は、先行事業の立ち上

げの際より、吉田雅紀氏の提唱する「誰もが起業応援団、起業タウン構想」の理念を踏まえてお

り、吉田氏の指導のもと、その実現を先駆的に目指す茨城県取手市をはじめとした地事態と人材

交流等連携をとりながら事業を進めることとしている。また、宮城県北部地域全体の起業マイン

ドの醸成、環境整備の立場から、宮城県美里町等近隣自治体とも人材育成分野において連携して

いる。 
 大崎定住自立圏を形成する大崎地域において、中心市としてリーダーシップを発揮すべき大崎

市が、インターンシップモデルや IT 人材育成モデルを確立することは、大崎地域で同様の悩みを

抱えている他の自治体や事業者に対する波及効果に繋がるものである。 
【政策間連携】 
 若者、女性、高齢者、移住者等多くの人が地域産業の担い手として活躍し、人材が定着、活躍

できる地域づくりを目指し、特に交流人口や定住人口の増加と雇用の場の提供とは密接な関連を

もつことから、宮城おおさき移住支援センター運営事業や地域おこし協力隊事業との連携を行い、

他地域で培ったノウハウやコネクションをもとに地域にビジネスを起こそうとするＵＩＪターン

者等を支援していく。また古川地域や鳴子温泉地域の商店街を活用したビジネスを展開すること

により、空き店舗対策事業との連携も図って、地域全体のビジネスの活性化を促進する。 
  さらに、インターンシップモデル及びＩＴ人材育成の取り組みにより、本市で事業を行う農業

等第１次産業、製造業等第２次産業、旅館及び商店等第３次産業の既存企業の魅力を独自に発信

できる環境を整備するとともに、一億総活躍社会の実現のため、本地域の潜在的労働力の掘り起

こしとして、在宅ワークを視野に入れたＩＴ人材も育成して多様な働き方を生み出し、地域事業

者と効果的にマッチングさせる体制を構築することで、育成された人材による地域資源の新たな

販路開拓と価値向上による販売単価向上の実現を目指す。 
【自立性】 
 本事業の推進により、市内において民間企業や支援機関等の中にビジネス創出や販路開拓等の

人材が育成され、その人材が地域に定着し、新たな人材育成の仕組み、そこから利用収入等の収

入確保する仕組みを形成するとともに、本事業で創出されたビジネスや観光プログラムが経営的

に自立していくことで、地域経済の活性化を持続させていく。 
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４ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

 
 

事業開始前 

（現時点） 

平成 29年度 

増加分 

１年目 

平成 30年度 

増加分 

２年目 

平成 31年度 

増加分 

３年目 

KPI増加 

分の累計 

目標１ 

支援により創

出された事業

数、起業者数 

0 件 10 件 20 件 20 件 50 件 

目標２ 

創出された観

光体験プログラ

ムの利用者数 

0 人 500 人 1,000 人 1,500 人 3,000 人 

目標３ 

データ掲載企

業数 

152 件 0 件 5 件 15 件 172 件 

 

５ 評価の方法、時期及び体制 

（評価の方法） 

産学官金言の代表者や公募による市民からなる「おおさき元気戦略推進委員会」において、検

証資料をもとに検証する。また宝の都（くに）元気戦略プロジェクト本部会議で、委員会や市議

会の評価・意見等を踏まえ戦略、事業内容の見直しを行うこととする。 
（評価の時期・体制） 
 年度ごとに事業の進捗状況、目標の達成度、費用対効果等についてとりまとめ、「おおさき元気

戦略推進委員会」を毎年度 11 月に開催し、評価を行い、以降の事業について見直しを図り、より

効果的な計画推進を図ることとする。評価検証結果等については、毎年度 12 月に大崎市ホームペ

ージ等において公表する。 
 

６ 交付対象事業に要する費用 

 ①法第 5条第４項第１号イに関する事業【Ａ３００７】 

  ・総事業費 115,718千円 

 

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

 

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 

① 地域おこし協力隊等活用事業 
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 事業概要： 

  湯治文化、漆器等伝統工芸のある鳴子温泉地域を活動の中心として、そのコミュニティに

入りながら、着地型観光に関する取り組みの企画・運営支援及び情報発信や「鳴子漆器」の

技術の習得・振興及び情報発信を図り、地域活性化につなげていく。地域の魅力を発見する

ことによる交流人口の増大が、新しい地域のビジネス、文化の創出につながり、地域の発展

へと結びつくものである。 

実施主体： 

大崎市 

国の補助制度： 

地域おこし協力隊制度（総務省） 

 実施時期： 

平成 28 年度～平成 31年度 

   

  ②  宮城おおさき移住支援センター運営事業 

 事業概要： 

      高齢化が進む地域への若い男女の移住を円滑に進める業務について，大崎市のワンストッ

プ窓口を担う。また，大崎定住自立圏構成 4 町の移住情報の提供も併せて行い，交流からの

移住につなげる。おためしツアーについては，ラムサール条約湿地が２つあり，天然記念物

マガンの越冬地である本市の特性を最大限に生かした内容とするなど，四季折々の本市の魅

力を伝えながら移住につなげていく。若者や若い家族が移住することで地域の活性化につな

げていく。 

    実施主体： 

      大崎市 

    国の補助制度： 

      地方創生推進交付金（内閣府） 

    実施期間： 

      平成 28年度～平成 31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 目標の達成状況に係る評価の手法 

 産学官金言の代表者や公募による市民からなる「おおさき元気戦略推進委員会」において、検

証資料をもとに検証する。また宝の都（くに）元気戦略プロジェクト本部会議で、委員会や市議

会の評価・意見等を踏まえ戦略、事業内容の見直しを行うこととする。 
 

７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

 年度ごとに事業の進捗状況、目標の達成度、費用対効果等についてとりまとめ、「おおさき元気

戦略推進委員会」を毎年度 11 月に開催し、評価を行い、以降の事業について見直しを図り、より
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効果的な計画推進を図ることとする。 
 
※重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 
 
 

事業開始前 

（現時点） 

平成 29年度 

増加分 

１年目 

平成 30年度 

増加分 

２年目 

平成 31年度 

増加分 

３年目 

KPI増加 

分の累計 

目標１ 

支援により創

出された事業

数、起業者数 

0 件 10 件 20 件 20 件 50 件 

目標２ 

創出された観

光体験プログラ

ムの利用者数 

0 人 500 人 1,000 人 1,500 人 3,000 人 

目標３ 

データ掲載企

業数 

152 件 152 件 5 件 15 件 172 件 

 

７－３ 目標の達成状況に評価の公表の方法 

 大崎市で実施した事業についての評価検証結果等については、毎年度 12 月に大崎市ホームペー

ジ等において公表する。 


