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第 12章  そ の 他 

１．所得推計結果                                       

◎ 1人当たりの市町村民所得額                            単位:万円、％ 

項目 
実数 対前年度増減率 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

三 川 町(対県比) 291.4(100.9%) 278.6(96.5%) 284.3(98.0％) 9.1 -4.4 2.0 

庄内地域(対県比) 285.3(98.8%) 283.4(98.2%) 283.9(97.9％) 7.4 -0.7 0.2 

山 形 県(100%) 288.7(100%) 288.6(100%) 290.1(100％) 6.3 -0.0 0.5 

資料:市町村民経済計算 

◎ 庄内各市町村の 1 人当たりの市町村民所得(令和元年度)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．三川町の主な歩み                                                 

年  度 主 な 出 来 事 等 

昭和 43 年度 町制施行。明治 100年記念式典挙行。初代名誉町民に加藤セチ理学博士。県消防学校開校。 

  44 年度 県庄内支庁、庄内自動車検査場業務開始。 

45 年度 国営赤川揚水機場建設着工。 

  46 年度 東郷児童館新築工事完成。7.16集中豪雨。 

  47 年度 横山児童館新築工事完成。横川小閉校。スクールバス運行開始。三川中学校プール完成。 

  48 年度 落合工業団地設定。押切保育園開園。庄内農業管理公社業務開始。公設庄内青果物地方卸

売市場開設。三川町土地開発公社設立。 

49 年度 横山小学校・押切小学校が創立 100周年記念式典挙行。三川町合併 20周年記念式典挙行。 

三川町史発刊。 

  50 年度 広域常備消防三川分署開署。落雷により役場庁舎火災。 

  51 年度 横山保育園開園。 

  52 年度 老人いこいの家新築工事完成。東郷保育園開園。 

  53 年度 町制施行 10周年記念式典挙行。町民憲章・町の木・町の花制定。 

東郷小学校創立 100周年記念式典挙行。袖東公園と対馬公園が完成。 

  54 年度 農村環境改善センター完成。第 1回夏まつり開催。県工業技術センター庄内試験場開設。 
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年  度 主 な 出 来 事 等 

  55 年度 町民グラウンド完成。窓口ナイトサービスがスタート。横川広域農道開通。三川町商工会

館開館。 

  56 年度 町民体育館完成。袖東町内会設立。 

  57 年度 三川町役場新庁舎開庁。旧役場庁舎跡地記念、蛾眉公園整備完成。 

  58 年度 町民グラウンドに夜間照明施設完成。町営住宅北田団地完成。第 1回菜の花まつり開催(毎

年開催)。 

  59 年度 町社会福祉センター完成。広報紙県外版創刊。 

  60 年度 町営住宅横山団地完成。三川中大規模工事完了。大相撲庄内場所が三川町で開催。 

  61 年度 町民いこいの広場が完成。ふるさと振興協会発足。 

  62 年度 新潟県三川村と盟約。押切小学校新校舎完成。「第 1回全国方言大会」開催（平成 15年ま

で毎年開催）。 

  63 年度 町手づくり加工センター完成。押切小学校グラウンド・体育館完成。「新春ほうげんカラ

オケ大会」開催。 

平成 元年度 「新三川温泉」ゆう出。押切小学校プール完成。 

  2 年度 なの花温泉田田入浴施設「大庄屋」オープン。遊・ゆうパークランド完成。外国人英語指

導助手着任。 

3 年度 なの花温泉田田宿泊施設「昔屋」オープン。三川少年少女発明クラブ発足。防災行政用無

線局開局。 

4 年度 第 47回国民体育大会サッカー競技会成年男子二部開催。国道 7号三川バイパス起工。 

5 年度 第 1回町民体育祭開催(毎年開催)。第１回全国みかわサミット開催。 

6 年度 マクミンビル市(米国)との友好都市盟約締結。全天候型テニスコート完成。 

7 年度 第 2回全国みかわふれあいサミット開催。特別養護老人ホーム「なの花荘」オープン。 

社会福祉法人「けやき」設立。 

8 年度 国道 7号三川バイパスおばこ大橋開通。役場庁舎増築工事完成。 

9 年度 三川町観光協会設立。三川町インターネットホームページ開設。横山小学校新校舎完成。 

10 年度 県消防学校開校・県防災学習館オープン。三川中学校創立 40周年記念式典挙行。 

㈱みかわ振興公社設立。 

11 年度 文化交流館「アトク先生の館」オープン。東郷小学校創立 120周年記念式典挙行。 

12 年度 いろり火の里（なの花ホール・田田の宿・物産館マイデル）オープン。道の駅「庄内みか

わ」オープン。福祉乗合バス「でんでん号」運行開始。 

13 年度 みかわ保育園・幼稚園開園。屋内多目的運動施設「アスレなの花」オープン。イオン三川

ショッピングセンターオープン。 

14 年度 鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町、朝日村、温海町とともに「庄内南部地区合併協議会」

を設置。全国稲作研究会開催。中学校 2学期制開始。 

15 年度 国道 7号三川バイパス全線開通。第 18回国民文化祭の開催、第 17回「全国方言大会」開

催。夏期巡回ラジオ体操の開催。介護老人保健施設「ほのか」開設。 

16 年度 赤川長大橋「田田大橋」開通。東郷小学校新校舎完成。第 1回みかわ・あったか冬まつり

開催(毎年開催)。 

17 年度 合併 50 周年式典挙行。「安全・安心みかわの日」防犯推進町民運動出発式。「安全みつめ

たい」活動開始。アクロスプラザ三川、ル・パークみかわショッピングスクエアの 2ショ

ッピングセンターオープン。 

18 年度 東郷小学校改築事業竣工式。産直みかわオープン。 

19 年度 東郷小学校舎「木の建築賞大賞」受賞。なの花温泉「田田」入浴者 500万人達成。 

20 年度 出産祝金制度スタート。デマンドタクシー「でんでん号」運行開始。特定健康診査開始。 

21 年度 「いのこ保育園」開園。三川中学校柔道部全国大会出場。新嘗祭に町内農家が「つや姫」

「虎の尾」を献穀。プレミアム商品券発行開始。町議会議員定数 10名に。 

22 年度 三川中学校新校舎完成。東日本大震災発災。山形県消防操法庄内支部大会にて、自動車ポ

ンプの部・小型ポンプの部で優勝。知事と語ろう市町村ミーティング開催。 
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年  度 主 な 出 来 事 等 

23 年度 三川中学校新体育館完成。横川と横川新田が合併。「三川町方言よもやま話し」発刊。 

地上デジタル放送へ完全移行。 

24 年度 三川中学校新グラウンド完成。3つの駐在所を三川駐在所へ統合。定住自立圏形成協定を

締結。 

25 年度 耐震化工事始まる(三公)。再生可能エネルギーを導入。特定不妊治療に係る費用助成開始。 

26 年度 町民体育館の耐震工事実施。子育て支援医療給付事業(中学生以下医療費無料)の実施。 

27 年度 三川誕生 60周年記念事業実施。「いろり火の里」かっぱつ広場や遊具の整備実施。 

鶴岡市消防署三川分署改築（新庁舎での業務開始）。 

28 年度 防災行政無線デジタル化整備完了。役場庁舎耐震化工事及び非常用発電整備設置。 

知事と語ろう市町村ミーティング開催。 

29 年度 明治時代に作付された水稲「イ号」を栽培開始。三川町産米使用「穂のかおり」デビュー。 

30 年度 地域おこし協力隊活動開始。三川中学校創立 60周年記念事業実施。 

令和 元年度 
山形県沖地震発生。三川町産米使用清酒「イ号 彌太右衛門」デビュー。新型コロナウイ

ルス感染症蔓延。 

2 年度 
新型コロナウイルス感染症対策として「新しい生活様式」が定着。子育て交流施設テオト

ル完成。令和 2年 7月豪雨。 

3 年度 

新型コロナウイルスワクチン接種（集団接種）開始。なの花温泉「田田」入浴者 800万人

達成。地域おこし協力隊退任。三川町産米使用清酒「穂のかおり純米大吟醸」発売。特別

天然記念物コウノトリ飛来。ブルーインパルスの展示飛行（庄内）。地域通貨菜の Ca発行。

「イ号 彌太右衛門」が「IGO」へリニューアル。まん延防止等重点措置が適用。 

 

３．行政組織機構図(令和 4 年 4 月 1 日現在)                           

 
町 長      副町長     総務課(総務係・危機管理係・財政係) 
        
                 企画調整課(企画調整係) 
 
                 町民課(住民係・税務係・納税係・国保係) 
 
                 健康福祉課(福祉係・介護支援係・健康係・地域包括支援

センター・子ども支援係・家庭支援係) 
 
                 産業振興課(農政係・商工観光係) 
 
                 建設環境課(建設係・環境整備係) 
 
         会計管理者   会計課(出納係) 
 
教育委員会    教育長        教育課(学校教育係・社会教育係) 
 
農業委員会               (総務係) 
 
町議会                 (事務局) 
 
選挙管理委員会             (事務局) 
 
監査委員                (事務局) 
 
固定資産評価審査委員会         (事務局) 
 
土地開発公社              (事務局) 

  



- 40 - 

４．統計でみる三川町(令和 4 年 3 月 31 日現在、住民基本台帳による)                            

★人 口 7,282人     ★世帯数 2,478世帯 

   

 

※１ 2020年農林業センサスの総農家数、R2.3.31現在の住民基本台帳の総世帯数から算出 

※２ 職員の人数から町長、副町長、教育長、現業公務員を除いて算出 

出 生 

6.9日に 1人 

死 亡 

3.2日に 1人 

転 入 

2.0日に 1人 

転 出 

1.8日に 1人 

婚 姻 

14.0日に 1組 

離 婚 

30.4日に 1組 

家 族 

1世帯 2.94人 

65 歳以上 

全体の 33.1％ 

農 地 

総面積の 66.9％ 

農家数 

全世帯の 17.9％ 
（※１） 

医療施設 

9施設 

教 師 

児童生徒 
8.5人に 1人 

（小・中学校） 
積雪量 

最深積雪値 
43cm 

水 道 

1日平均 
2,414.0ｍ3 

自動車 

1世帯 2.9台 
1日平均 
492人 

町職員 

町民 88.8人に 
1人（※２） 

（一般職員） 

予 算 

町民 1人当たり 
68.4万円 

（一般会計） 


