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○⽔水の集まるところ
⻑⾧長井市は⼭山形県南⻄西部にあ
ります。「⻑⾧長井」の地名は
「⽔水が集まるところ」に由
来し、置賜野川と置賜⽩白川、
そして市の南北北を貫流流する
最上川が流流れる⽔水に恵まれ
た⼟土地です。

○⾈舟運⽂文化の残るまち
江⼾戸時代に最上川⾈舟運で栄
えた豪商の⾯面影を残す歴史
的建造物や⾃自然景観、地勢
を⽣生かしたコンパクトなま
ちが形成されています。

⻑⾧長井市の成り⽴立立ち①
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朝⽇日⼭山系から⻑⾧長井市を望む

旧商家 　丸⼤大扇屋

⼭山形県⻑⾧長井市のご紹介



○企業城下町「⻑⾧長井」
⼤大正から昭和にかけては誘致
した郡是製⽷糸や東芝系企業を
中⼼心とする企業城下町として
発展したことから、製造業を
主要産業とするまちでした。

○現在の⻑⾧長井市
現在は製造拠点の海外シフト
により企業の撤退が続き、雇
⽤用が失われた結果、多くの⼈人
が市外に流流出しました。
そこで⻑⾧長井市では市外に転出
した学⽣生、社会⼈人や⻑⾧長井での
ビジネスに興味のある⼈人材の
回帰・誘致を図りたいと考え
ています。

⻑⾧長井市の成り⽴立立ち②

⻑⾧長井市へのアクセス

グンゼ㈱ 　誘致⼯工場
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東芝㈱ 　誘致⼯工場

電⾞車車の場合
【東京から】
⼭山形新幹線
フラワー⻑⾧長井線
経由で
約３時間
【仙台から】
仙⼭山線
奥⽻羽本線
フラワー⻑⾧長井線
経由で
約２時間

⼭山形県⻑⾧長井市のご紹介



⼭山形県⻑⾧長井市のご紹介
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そこで⻑⾧長井市では新たなビ
ジネスにチャレンジする⼈人
材の発掘、育成及び地域経
済の活性化を⽬目的として
「U-‐‑‒25 　TOHOKU  Social  
Bussiness  Contest  
2017」  
に課題を提出させていただ
きました。
これまでにない⻑⾧長井に眠る
資源の活⽤用及び地域課題を
解決するビジネスを募集い
たします。

⻑⾧長井市の求むチャレンジ⼈人材！！
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○⽶米の⽣生産と⽶米価
⻑⾧長井市は作付⾯面積におい
て稲作が７割を超えてい
る⽶米の単作地帯です。
平成初期までは⽶米価が⾼高
値で推移しており、⽶米は
農家にとって安定した収
⼊入源でした。

しかし、近年年では⽶米の需
要が減少し、⽶米価も下落落
傾向にあります。
これにより、⽶米を中⼼心に
⽣生産してきた市内の農家
は⼤大きな打撃を被ること
になりました。

⻑⾧長井市の課題

4

主⾷食⽤用⽶米の価格と需要量量の推移
主食用米の価格	 米の需要量	

⻑⾧長井市の農業①
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⻑⾧長井市の課題

○⼈人⼝口減少による市場の縮⼩小
⻑⾧長井市の総⼈人⼝口は平成２７年年度度
末の時点で２７，７１６⼈人と昭
和６０年年のピーク時と⽐比較して
３０年年で約６，０００⼈人減少し
ています。

○新たな販路路開拓拓の必要性
これまで市内の菓⼦子店、飲⾷食店
等は主に域内の販売により⽣生計
を⽴立立ててきました。しかし、⼈人
⼝口減少により市場が縮⼩小してい
く中では域外への販売を積極的
に⾏行行うなど、新たな販路路を開拓拓
する必要があります。

⻑⾧長井市の農業② ⻑⾧長井市の⼈人⼝口推移
（総⼈人⼝口、出⽣生数、死亡数、転⼊入出数）
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○農業を巡る新たな動き
昨年年度度から⻑⾧長井市では市内の農
業に関わる様々な⽅方が集い、農
作物や加⼯工品の磨き上げ、販路路
開拓拓を⾏行行う、「⻑⾧長井市６次産業
化推進協議会」が発⾜足しました。
これにより地元の農作物を活⽤用
したビジネスに向けての活動も
スタートしています。

○⻑⾧長井市の主な農作物
⻑⾧長井市では⽣生産量量こそ多くない
ものの多様な野菜や果実が⽣生産
されており、これら農作物の活
⽤用が期待されます。

⻑⾧長井市の課題

⻑⾧長井市の主な農作物

アスパラガス

⻑⾧長井市の農業③

⽶米沢⽜牛 枝⾖豆

⻑⾧長井市６次産業化協議会 　活動⾵風景
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⻑⾧長井市のビジネスの種

○新しいビジネスの種
課題先進地ともいえる⻑⾧長井市
ですが新しいビジネスの種も
⽣生まれています。今年年の４⽉月
にオープンした道の駅「川の
みなと⻑⾧長井」です。⻑⾧長井にお
ける交通の要所にある同所は
オープン以来、売上も順調に
推移しております。

こちらでは観光案内や飲⾷食
ブースに加えて、農作物を販
売するブースも設けられてお
り、農作物や加⼯工品を求める
観光客で賑わっています。
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⻑⾧長井市の市街地図

川の
みなと
⻑⾧長井

⾞車車の流流れ

道の駅「川のみなと⻑⾧長井」



○新規産業の育成
⻑⾧長井市では新規事業を⽴立立ち上げ
る⽅方の⽀支援施設としてインキュ
ベーション施設「ibay（アイベ
イ）」を整備しました。こちら
の施設では創業相談等、各種⽀支
援を⾏行行うことで市内外の創業希
望者に創業を促し、新規産業及
び新規雇⽤用の創出に取組んでい
ます。
また、⻑⾧長井市IMや⻑⾧長井商⼯工会議
所をはじめとしたバックアップ
体制も整えていますので安⼼心し
て起業できる体制が整っており
ます。 8

インキュベーションルーム「ibay」
⻑⾧長井市のビジネスの種

⻑⾧長井市インキュベーションルーム
 　 　 　 　「i-‐‑‒bay（アイベイ）」

⻑⾧長井市IM※
岩瀬 　義和⽒氏

※IMとは創業経験のない人へノウハウなど、不足するものを補
い、相談相手となり、事業にまで導く専門家です。

⻑⾧長井市
創業相談会
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求む！！新たなビジネス

ビジネスイメージ①
市内には⼀一定収穫量量のある農作物と
チャレンジショップとしての、道の
駅「川のみなと⻑⾧長井」が存在します。
これを基礎として、作物加⼯工やブラ
ンド化、販路路開拓拓を経て
l 農業を⼀一つの産業へと成⻑⾧長させる
ビジネスイメージ②
市内の商店街では若若⼿手経営者を中⼼心
にまちづくり会社「俺たちの株式会
社楽街」が設⽴立立され、商業複合施設
を建設します。こちらにテナントと
して⼊入居いただき、地元⾷食材を活⽤用
した飲⾷食店等を営業することで
l 街の賑わいを復復活させる

	

道の駅「川のみなと⻑⾧長井」

建設予定商業複合施設

⻑⾧長井市のビジネスの種



○応募者の⽅方に期待すること
⻑⾧長井市では本コンテストにお
いて新しいビジネスに期待す
ることはもちろん、新しいビ
ジネスにチャレンジする皆様
を応援したいと考えています。
本コンテストをとおして少し
でも⻑⾧長井に興味を持っていた
だければ幸いです。

○⻑⾧長井への誘い
⻑⾧長井でのビジネスを検討され
ている⽅方はぜひ⻑⾧長井にお出で
ください。皆様の来市を⻑⾧長井
市⼀一同お待ちしております。

⻑⾧長井市ビジネスの種
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求む！！チャレンジ⼈人材

⻑⾧長井市PR⽤用タブロイド紙



⻑⾧長井市の情報
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⻑⾧長井の⾃自然「あやめ」

⻑⾧長井の⾷食「⾺馬⾁肉ラーメン」

⻑⾧長井のまつり「⿊黒獅⼦子」

⻑⾧長井の⾃自然「久保桜」

⻑⾧長井市の地域資源
キャッチ
コピー

⽔水と緑と花のまち
「ながい」

名所・⾃自然

道の駅
「川のみなと⻑⾧長井」
⻑⾧長井ダム
丸⼤大扇屋

あやめ公園
つつじ公園
久保桜
三淵渓⾕谷

⾷食⽂文化
⾺馬⾁肉ラーメン
⽶米沢⽜牛
地酒

まつり
⿊黒獅⼦子祭り
あやめまつり
⽩白つつじまつり
ながい⽔水まつり

⻑⾧長井の名所「⻑⾧長井ダム」
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⻑⾧長井の詳しい情報はこちらへ

⻑⾧長井市HP http://www.city.nagai.yamagata.jp/
index.html

⻑⾧長井観光
ポータルサイト http://kankou-‐‑‒nagai.jp/

⻑⾧長井市移住交流流
ポータルサイト http://furusato-‐‑‒nagai.net/

⻑⾧長井の統計 http://www.city.nagai.yamagata.jp/toukei2/
index.html

⻑⾧長井市の情報



ご清聴いただき
ありがとうございました。


