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１ 

西川町議会 事務事業評価・政策提言について 

 

１ 目 的 

   西川町議会では、議会が担っている行政の取組みをチェックする機能を果たし、さ

らには議員による政策形成を進め町の施策推進に寄与するために、西川町議会基本条

例（平成２５年３月町条例第１３号）に基づき、事務事業評価及び政策提言を行いま

す。 

 

２ 事務事業評価 

   事務事業評価は、総務厚生常任委員会及び産業建設常任委員会ごとに、平成３０年

度において所管する課（公所）が実施した事務事業のなかから選定し、所管課（公所）

の説明を受けるなどして評価を実施しています。 

   総務厚生常任委員会では、所管する課（公所）が実施した２８３事業のうち、選定

した４事業を対象として実施しています。 

   産業建設常任委員会では、所管する課（公所）が実施した１１３事業のうち、選定

した３事業を対象として実施しています。 

 

   事務事業評価を実施した事業は、次のとおりです。 

常任委員会名 № 事業名 所管課（公所） シート 

総 務 厚 生 

常 任 委 員 会 

１ 路線バス事業に要する経費 町民税務課 ２ページ 

２ スクールバス運行に要する経費 学校教育課 ３ページ 

３ 空き家対策事業に要する経費 総 務 課 ４ページ 

４ 地域情報通信基盤管理運営事業 政策推進課 ５ページ 

産 業 建 設 

常 任 委 員 会 

１ 月山のめぐみ総合産業活性化事業 産業振興課 ６ページ 

２ 西川四季まつり事業 商工観光課 ７ページ 

３ 公園の維持管理に要する経費 建設水道課 ８ページ 

 

３ 政策提言 

   政策提言は、総務厚生常任委員会及び産業建設常任委員会において、事務事業評価

に基づき、あるいは所管事務調査を行うなどして、次のとおり取りまとめました。 

    

総務厚生常任委員会 

    ・地域公共交通網の整備促進について           （9～11ページ） 

     

   産業建設常任委員会 

    ・観光協会の自律に向けて                           （12～13ページ） 

    ・総合産業を支える仕組みづくり、人づくり              （14～15ページ） 

 



№

1

評価項目 評価点

１　必要性
※町民ニーズ 25

２　妥当性
※町が行わなけれ
ばならないか

25

３　効率性
※事業手法の効率
はよいか。コスト
削減の余地はない
か。

9

４　成　果
※目標の達成状況 12

２　全体評価
評価 合計評価点

３　今後の方向性

評価

６　不適正である

100点

75～99点

50～74点

25～49点

1～24点

0点

１　きわめて良好である

２　良好である

３　おおむね適正である

４　問題がある

５　かなり問題がある

事業の総合評価に関する主な意見、特記事項及び今後の方向性の理由等
◯基幹路線（寒河江線、谷地線）と集落路線を区別し、集落路線については、小型車両によるデマンド運行に移行す
べきである。
◯現在の体系連絡調整会議は運行する側（身内）の会議であり、利用する側の人を入れた会議とし、住民の意見を取
り入れ、ニーズを十分把握した運行体制を構築すべきである。
◯事業評価の全体評価では「７１点、おおむね適正である」との評価であるが、これは必要性、妥当性の項目が高
かった結果であり、効率性、成果の項目においては問題があり、今後、事業に対する見直し、検討が必要である。
◯現在、スクールバスについては一部が混乗路線となっており、町営バスの運行についてはスクールバス運行と一体
となった全体的な運行体制を構築すべきである。スクールバスを含め必要とするバスの台数や更新時期、小型車両化
の計画等を立てる必要もある。

3 71

評価基準 判定理由

3

◯町立病院通院者の帰りのバスは、運行本数が少なさく待ち時
間が長くて利便性に欠ける。きめ細かな運行形態の見直しが必
要。
◯高齢者が利用しやすいようにフリー乗車区間の増大を検討す
べきである。
◯毎日運行でなく、曜日運行等を検討し効率化を図るべき。
◯運行経費を考慮すれば、今後、運賃等の見直しも必要であ
る。

１　拡充する

２　現状のまま維持する

３　改善し継続する

４　見直しのうえ縮小する

５　期間設定し終了

６　廃止する

４　評価に係る意見等

１　項目別評価

平成30年度事業「西川町議会事務事業評価シート」

議会による事務事業評価（西川町議会）

予算科目 事業名
 ３款１項１目
　　社会福祉総務費

路線バス事業に要する経費

意見等
◯高齢化が進む西川町において、町営バス（公共交通機関）の必要性は今後益々高く
なってくる。
◯他の公共交通機関が無く、町営バス(公共交通機関）は町民にとって重要な足である。

◯民間交通事業者が皆無の町にとって地域公共交通網の環境を整備するのは町の責務である。
◯地域住民の快適な暮らしを守るため町で積極的な対策を取るべきである。

◯現在の乗車人数を考慮すれば、マイクロバスだけでなくワゴン車等の小型化を検討
しコスト削減を図り、デマンドバス運行等のきめ細かい運行体制を検討していくべき
である。
◯町立病院への通院バス、交通弱者の買い物バスなど利用形態に応じたバス運行を図
り、利用者の増加を図るべきである。

◯寒河江線については、民間交通が運行していた場合より運行本数２便増、電車の発
着に合わせた運行等は評価できる。
◯急激に少子高齢化が進む町にとって高齢者や子供たちの足の確保という面では一定
の成果があるが、町民が利用し易いきめ細かな対応が不足している。

評価基準



№

2

評価項目 評価点

１　必要性
※町民ニーズ 24

２　妥当性
※町が行わなけれ
ばならないか

24

３　効率性
※事業手法の効率
はよいか。コスト
削減の余地はない
か。

12

４　成　果
※目標の達成状況 18

２　全体評価
評価 合計評価点

３　今後の方向性

評価

平成30年度事業「西川町議会事務事業評価シート」

議会による事務事業評価（西川町議会）

予算科目 事業名
 １０款１項３目
　　　教育振興費

スクールバス運行に要する経費

評価基準

2
１　きわめて良好である 100点

78
２　良好である 75～99点

◯平成23年に一括購入したスクールバス（9台）の更新期間が迫っており、財政面を考慮し、計画的な更新を検討
すべき。　また、児童生徒数の減少が見込まれ、町営バスと同様、必要なバスの台数の検討とバスの小型化を検
討すべきである。

◯現在、各号車の所要時間は20～30分くらいであるが、児童生徒数を勘案した同方向路線の統合等運行経路等の
将来計画を立てるべきである。

◯保育園児、児童生徒の安全確保のため車内撮影のドライブレコーダーの設置が必要である。

◯待避所のないバス停における冬期間のバス停に対して、地域で設置するバス停への補助を検討すべきである。
　（マイロード事業のような部材費の補助等）

3

１　拡充する ◯保育園・小学校・中学校が各１つの西川町では、スクー
ルバスの必要性は高い。また、校外活動や部活動にも広く
活用されており、今後も更なる充実を図っていくべきであ
る。

◯児童、生徒数が減少していく中、状況にあった的確な運
行体制を常に心がけて行くべきである。

２　現状のまま維持する

３　改善し継続する

４　見直しのうえ縮小する

５　期間設定し終了

６　廃止する

事業の総合評価に関する主な意見、特記事項及び今後の方向性の理由等

評価基準 判定理由

３　おおむね適正である 50～74点

４　問題がある 25～49点

５　かなり問題がある 1～24点

４　評価に係る意見等

◯通学手段以外にも部活動や校外活動に十分活用されており、教育の面からも成
果は高い。
◯部活動への利用においては、各種大会や練習試合などの送迎に対し保護者の負
担軽減に繋がっている。

１　項目別評価
意見等

◯保育園・小学校・中学校が各１つの西川町では、広範囲に町全体から集まって
来る子供たちのためにはスクールバは絶対必要である。
◯児童・生徒の安全安心な通学手段を確保するうえでもスクールバス通学は必要。

◯通学手段としてでなく、部活動や校外活動などの特色ある学校教育の手段とし
ても積極的に活用するためには町が主体となって運営することが必要である。
◯交通事故や不審者への対応を考慮すれば町で行うべきである。

◯児童数に対する距離や路線数を考えた場合、決して効率性は良くないが、ス
クールバスは効率性で評価できない面がある。
◯少子化に伴い、極端に子供たちの数が減少していることを考慮したとき、路線
の編成替え等を綿密に行うべきである。

６　不適正である 0点



№

3

評価項目 評価点

１　必要性
※町民ニーズ 18

２　妥当性
※町が行わなけれ
ばならないか

18

３　効率性
※事業手法の効率
はよいか。コスト
削減の余地はない
か。

8

４　成　果
※目標の達成状
況

9

２　全体評価

評価 合計評価点

３　今後の方向性

評価

１　項目別評価
意見等

◯空き家が増加し、大きな問題となっている現状を見ると町民の安全安心な生活を脅
かす恐れがあり、必要性は極めて高い。
◯近隣世帯の生活における危険性や環境面から必要な事業である。
◯急激な人口減少に伴い、空き家の数も増加していることを鑑み、再利用できる物件
も含め、町としてどうすべきかを考えるべきである。

◯空き家調査を実施し、状況・実態の情報を管理することは町が行うべきである。
◯情報収集については、町だけで行うのでなく、区・町内会からの協力をえて迅速な
実態把握に努めるべきである。
◯危険家屋等の指導、助言やその後の相談についてはについては町が行うべきであ
る。
◯施設管理等については、町で行うものと所有者が行うものとの区分をはっきりすべ
きである。

◯実態把握に時間がかかり過ぎる。区、町内会等を活用した情報収集体制を構築すべ
きである。
◯空き家調査は総務課、固定資産調査（全棟調査）は町民税務課となっており、連携
を取りながら効率的に事業をすすめるべきである。

平成30年度事業「西川町議会事務事業評価シート」

議会による事務事業評価（西川町議会）

予算科目 事業名
 ８款３項１目
　　　住宅管理費 空き家対策事業に要する経費

５　かなり問題がある 1～24点

６　不適正である 0点

◯もっとスピード感を持って実態把握し、対策を打っていくことが必要である。
◯助言、指導の実績は2件となっており成果が出ているとは言えないのではないか。
自発的に解体する方は少ないと思われるので積極的な関与が必要である。
◯年ごとに空き家物件は増え老朽化が目立っており、危険な状態になる前に指導、助
言を行い、空き家バンク等への誘導も必要である。
◯周辺住民の環境面、景観面からもどうすべきか考える必要がある。

◯空き家対策審議会は、危険家屋等への助言、指導等の審議だけでなく、年ごとに空き家が増加する現状を把握し、どうすべき
か考える場として年１回以上の会議を開催するとともに、利活用や移住対策の検討も行える場とするべき。そのためには移住対
策担当部署（政策推進課）と一体となった組織体制が必要である。
◯空き家条例の見直しも行うべきではないのか。条例制定時に出された議会の附帯決議にはどのように対応しているのか。
◯「空き家等対策計画」の策定を早急に行い、空き家等の増加抑制、利活用対策、除却等に対する支援施策等を総合的かつ計画
的に実施する体制づくりが必要である。

3

１　拡充する ◯空き家対策は待ったなしの対策が必要であり、持ち主との
接触もあらゆる手段で行うべきである。
◯空き家の解体、除却については所有者の負担が原則であ
り、安易に町負担（社会資本総合交付金）を
投入することは避けるべきである。
◯調査することを目的にすることでなく、調査した結果を精
査し、的確に助言、指導することが大事である。
助言、指導件数の実績が２件のみだが、その他問題がないと
いうことではなく、危険な空き家も目立つ。空き小屋等も調
査、指導が必要である。
◯定期的な空き家対策審議会を開催し、危険家屋の対応だけ
でなく状況把握と改善策を常に共有すべきである。

２　現状のまま維持する

３　改善し継続する

４　見直しのうえ縮小する

５　期間設定し終了

６　廃止する

評価基準 判定理由

４　評価に係る意見等

事業の総合評価に関する主な意見、特記事項及び今後の方向性の理由等

評価基準

3
１　きわめて良好である 100点

53
２　良好である 75～99点

３　おおむね適正である 50～74点

４　問題がある 25～49点



№

4

評価項目 評価点

１　必要性
※町民ニーズ 23

２　妥当性
※町が行わなけれ
ばならないか

16

３　効率性
※事業手法の効率
はよいか。コスト
削減の余地はない
か。

9

４　成　果
※目標の達成状況 17

２　全体評価
評価 合計評価点

３　今後の方向性

評価

１　項目別評価
意見等

◯町内での情報格差を解消し、情報通信の発展を町全体の発展に繋げていくには事業は必要
である。
◯テレビ難視聴の格差が解消されており、今後とも必要性は高い。
◯若い世代では、スマートフォンやタブレットの活用で、固定電話撤去の世帯も増えつつあ
り必要性は高まる。

◯本来は民間事業者がやるべき事業ではあるが、町民がいつでも情報が享受できる環境づく
りのためには、町が行うこともやむを得ない。
◯点在する住居や人口を考えた場合、町民の安心と快適な生活を確保するためには引き続き
町で運営しなければならない。

◯管理運営については、一体を包括的に管理することが大切である。分野ごとの都度都度の
更新手続は改善すべきである。
◯全国普及率を上回っているとはいえ、地域性を考えると加入世帯がまだ低い。早急に全世
帯加入を目指すとともに、環境を活かした起業などへの活用を推進すべきである。
◯当初の整備は補助金を活用できたが、更新に対する補助金が無ければ財政負担が大きくな
る。どのような形態にしたら経費の削減、効率化に繋がるのかをソフト事業者等の関係業者
と協議していくことが必要である。

平成30年度事業「西川町議会事務事業評価シート」

議会による事務事業評価（西川町議会）

予算科目 事業名
 ２款１項５目
　　　企画費 地域情報通信基盤管理運営事業

５　かなり問題がある 1～24点

６　不適正である 0点

◯町内での情報通信格差が解消できたことの意義は大きい。
◯加入率は高くなってきており成果はあったが、インターネット、携帯電話、テレビでの活
用の他の利活用についての検討すべきである。
◯インフラ整備、インターネット加入率は成果と言えるが、ⅠoＴ化やコンテンツの高度化に
伴う需要を起業に結び付けることが必要。

◯第５世代移動通信システム（５Ｇ）の普及を図っており、ますます情報通信インフラが進むなか、町の光ファイ
バー網は令和７年から１２年に更新の時期をむかえ、その対応について検討する必要がある。業者に設備投資を要
請すべきではないか。
◯テレビ共聴組合は現時点でも故障が増え維持経費の負担が大きくなっている。今後加入世帯の減少により各共聴
組合の運営が困難になる恐れもあり対応が必要である。

3

１　拡充する ◯これまでの成果は上がっている思うが、今後の設備投資や
維持管理費用も含め、管理運営に関する年次計画等の対策を
考えておくことが必要。
◯老朽化に伴う更新に備える基金等準備が必要では。
◯全町に光ファイバー網が網羅されていることを考えたと
き、情報化の進展の波に遅れることなく、あらゆる面で情報
発信できるよう、ソフト面での活用の仕方を民間事業者を巻
き込みながら考える必要がある。
◯全町に光ファイバー網が網羅されていることの利点を活か
し、起業を促すことにより町の活性化を図る施策を立てるべ
きである。

２　現状のまま維持する

３　改善し継続する

４　見直しのうえ縮小する

５　期間設定し終了

６　廃止する

評価基準 判定理由

４　評価に係る意見等

事業の総合評価に関する主な意見、特記事項及び今後の方向性の理由等

評価基準

3
１　きわめて良好である 100点

65
２　良好である 75～99点

３　おおむね適正である 50～74点

４　問題がある 25～49点



№

1

評価項目 評価点

１　必要性
※町民ニーズ 20

２　妥当性
※町が行わなければなら
ないか

15

３　効率性
※事業手法の効率はよい
か。コスト削減の余地は
ないか。

13

４　成　果
※目標の達成状況 16

評価 合計評価点

評価

４　評価に係る意見等

２　全体評価

３　今後の方向性

１　項目別評価

意見等

・本町のような少量多品種の農産物を活かすには、６次産業化による新たな付加価値
を生み出す取組みが重要であり、生産、加工、販売それぞれに町の支援が必要であ
る。
・町農産物の活用による特産品の創出は、農産物の生産向上や町内経済の活性化につ
ながるものであり、積極的な取組みが求められている。

・事業者のほとんどが個人や中小企業者であり、収益の向上、町経済の活性化に向け
た商品開発には町の支援が重要である。
・同時に、事業者それぞれが前向きに取り組み、自立できるような仕組みづくりなど
も必要である。

・本来は、企画や計画、試行、生産、販売等に関する指導（相談）窓口等の支援とし
て、町がＪＡや商工会と連携しながら指導等を継続する取組みが必要である。
・その取組みの効率性に関しては、それぞれ点検し、見直すことも重要である。

・商品開発は一定の成果をあげているものもあるが、これらの取組みにより生活基盤
を確立できるような産業として根付くことを今後とも目指すべきである。そのために
は、具体的な目標を定めて、それに向かって事業を計画的に進める必要がある。
・平成30年度は商品開発の実績が少なかった。

評価基準

評価基準 判定理由

3

・生活基盤の確立に結びつけ、それぞれが自信を持っ
て取り組める産業に成長させるため、継続すべき事業
と言える。
・新商品の開発に向け、今後も総合的に支援できる体
制を継続し、より一層の活性化に期待する。

５　期間設定し終了

平成30年度事業「西川町議会事務事業評価シート」

議会による事務事業評価（西川町議会）

予算科目 事業名

 6款1項4目 農業振興費 月山のめぐみ総合産業活性化事業

１　きわめて良好である

3

１　拡充する

２　現状のまま維持する

３　改善し継続する

４　見直しのうえ縮小する

64

６　廃止する

0点

100点

75～99点

50～74点

25～49点

1～24点

２　良好である

３　おおむね適正である

４　問題がある

５　かなり問題がある

６　不適正である

事業の総合評価に関する主な意見、特記事項及び今後の方向性の理由等
・後継者の育成支援にも力を入れるべきである。
・町が成果としてあげている全国規模のワインコンクールや食品コンクールの受賞は、月山のめぐみ総合産
業活性化による支援は確かにあったが、企業努力によるものが大きいのではないか。
・平成30年度の「ビール開発」に地域総合整備補助536万円を補助しているが、総合産業化業務推進委託料
669万円の内容、効果が不明確であり、商品開発のための予算を強化すべきである。
・成果指標として「西川町総合開発㈱の純利益」ではなく、開発商品や月山のめぐみ商品の売り上げにすべ
きである。



№

2

評価項目 評価点

１　必要性
※町民ニーズ 20

２　妥当性
※町が行わなければなら
ないか

15

３　効率性
※事業手法の効率はよい
か。コスト削減の余地は
ないか。

15

４　成　果
※目標の達成状況 15

評価 合計評価点

評価

３　今後の方向性

２　全体評価

・毎年の恒例の行事として町内外の人たちに認知されるように努力してほしい。
・費用対効果を分析し、きちんとした成果として認識できるようにする必要があり、
集客や収益の目標を持ち、その目標を関係者が共有して取り組むべきである。

平成30年度事業「西川町議会事務事業評価シート」

議会による事務事業評価（西川町議会）

予算科目 事業名

 7款1項3目 観光費 西川四季まつり事業

１　項目別評価

意見等

・町民の楽しみや賑わいづくりとして、そのニーズは高い。今後も町民や事業所等の
より積極的な参画を促し、自分たちのまつりとしての意識づけを図る必要がある。
・交流人口の拡大や商工観光業の所得向上、特産品のＰＲなど町の経済活性化に各種
のイベント開催は必要である。ただし、それらの現状をふまえた休廃止や統合などの
検討が求められる。

・関係者や町民が主体となり、魅力あるイベントやまつりを創出すべきだが、町とし
ての支援も必要である。
・町の支援のあり方に検討を要するイベントもあり、関係者や町民と町が一緒に考
え、バランスのとれた仕組みを作るべきである。

・町民が共に喜び合えるまつりづくりが大切だが、企画内容に基づくコストの管理も
重要である。それぞれのイベントについて話し合っていく必要がある。
・各種メディアやインターネット等を通じて情報を発信して集客を行い、収益が出る
よう費用対効果も分析すべきであり、新規、継続、廃止などをイベントごとに検討す
べきである。

評価基準

3
１　きわめて良好である 100点

65
２　良好である 75～99点

３　おおむね適正である 50～74点

４　問題がある 25～49点

５　かなり問題がある 1～24点

６　不適正である 0点

評価基準 判定理由

４　評価に係る意見等

事業の総合評価に関する主な意見、特記事項及び今後の方向性の理由等
・まつりの目的は、以前はそこに住む人々が日頃の労苦を癒し、一息つくための催し物であった。今は経済
効果をどう生むか、活性化とどう結び付けるかも大きな目的となっている。したがって、町が主な内容を誘
導するだけでなく、町民自らのまつりとして意識してもらうための取組みが必要なのではないか。
・イベントによっては、他人ごとと思っている町民も少なくないのではないか。そのためにもより多くの参
加、参画を促し、町民のまつりとして意識してもらう取組みが必要である。
・観光協会そのものの活動強化も必要である。特に各種イベントの効果的なPRのため情報発信力をより高め
るべきである。
・

3

１　拡充する ・交流人口100万人の達成や町の経済活性化のために
は必要な事業であるが、きちんとした事業のふり返り
を行い、効果の薄いと判断されるイベント等は整理統
合すべきである。
・成果指標の「観光消費額（推計）」も１つの成果推
計であるが、売り上げ額等のより実態に近い指標で判
断すべきである。

２　現状のまま維持する

３　改善し継続する

４　見直しのうえ縮小する

５　期間設定し終了

６　廃止する



№

3

評価項目 評価点

１　必要性
※町民ニーズ 20

２　妥当性
※町が行わなければなら
ないか

20

３　効率性
※事業手法の効率はよい
か。コスト削減の余地は
ないか。

14

４　成　果
※目標の達成状況 19

評価 合計評価点

評価

２　全体評価

・公園の維持管理という点ではその成果を認める。公園のあり方という視点に立った
場合は町民の利用頻度なども考慮すべきだが、本事業のではその点が求められていな
い。
・管理は概ね適切と思われるが、場所によっては管理の行き届かない所もある。

平成30年度事業「西川町議会事務事業評価シート」

議会による事務事業評価（西川町議会）

予算科目 事業名

 8款4項3目 公園費 公園の維持管理に要する経費

１　項目別評価

意見等

・公園の良好な環境を維持し、町民が安全、安心して利用するには、適正な維持管理
が必要である。

・公共施設であり、町が維持管理を行う義務がある。それをふまえ、地元地域などに
管理を委託し、その委託料を支出するのは妥当である。

・地元地域に維持管理を委託し、町が委託料を負担するという地域との協働により安
価に管理できており、効率性は比較的高いと判断する。
・人口減少や高齢化をふまえ、委託先の見直しの判断も必要である

評価基準

3
１　きわめて良好である 100点

73
２　良好である 75～99点

３　おおむね適正である 50～74点

４　問題がある 25～49点

５　かなり問題がある 1～24点

６　不適正である 0点

評価基準 判定理由

３　今後の方向性

４　評価に係る意見等

事業の総合評価に関する主な意見、特記事項及び今後の方向性の理由等
・町民に認知されず、ほとんど使われていないような公園もある。公園に指定した経緯をふまえ、その必要
性などの十分な話し合いの上、要否を判断する段階にある。その上で、広く町民の利用が図られるような改
善策を実施すべきではないか。
・担い手不足などにより地元地域が負担に感じている場合もあるのではないか。
・睦合公園のリニューアルの要望があるようだが、町の玄関口としての公園であり、地元地域だけでなく広
く意見を聞くべきではないか。
・公園（児童遊園等も含む）の利用頻度の把握や必要性などを地元地域と協議し、町として今後の活用、整
備の計画等を示し、維持管理計画を立てるべきである。

3

１　拡充する ・公園の維持管理業務については、地元地域の協力に
より協働で管理されている。今後は地域の高齢化や担
い手不足などの課題に対応する必要が出てくるものと
思われる。

２　現状のまま維持する

３　改善し継続する

４　見直しのうえ縮小する

５　期間設定し終了

６　廃止する



提言 地域公共交通網の整備促進について 

 

Ⅰ．提言の背景・趣旨 

 西川町の公共交通網から民間バス事業者が撤退して３年が過ぎようとしてい

ます。 
人口減少、少子高齢化が急速に進む町にとって、地域の活力を維持するととも

に、医療・福祉・通学・通勤・商業等の生活機能を確保し、子どもたちや高齢者

(町民)が安心して暮らせるよう、地域公共交通網の整備を更に推し進める必要が
あります。 
 安全・安心な町民の足を確保するため、町立病院の患者の利便性と通学・通園

者などの為に運営することになった地域公共交通網ですが、人口減少、高齢化社

会の時代の変化と共に改善すべき問題が数多くあります。現状を把握し、さらな

る町民の利便性向上を図るため提言します。 
 

Ⅱ．提 言 内 容 

（１）運行管理体制の見直し 

 
１ 路線バス事業、福祉バス事業は町民税務課、スクールバス運行事業は学

校教育課で管理、委託し業務を遂行している。それぞれの役割は果たして

いると思うが、効率性、経済性を考慮し、必要なバスの台数、更新時期、

バスの小型化など一体的に管理・運営していくべきである。 
   
２ 路線バスの運行は、基幹路線（寒河江線、谷地線）と集落からの枝線と

の連絡がうまくいかず、待ち時間で苦慮している。小型バスの導入を図り、

小回りが利く繋がる交通網の整備を促進し、ネットワーク構築を早急に検

討すべきである。 
 
３ 現在、スクールバスの運行については、西部地区は混乗バスとなってい

るが、すべてのスクールバスが混乗バスとして運行出来ないか検討し、町

民の利便性を図るべきである。 
 
 
 

 



（２）目的に合わせた交通手段の確保 

 
  １ 朝、夕の便は通勤・通学を主体にした運行計画、日中は病院を起点にし

た運行計画を立てるなど、運行目的を明確にした運行体制を綿密に検討し、

利用者の利便性を図るべきである。 
 
  ２ 地域区分で曜日等を決めた運行を行うなどして効率化を図り、高齢者

の買い物対策や児童・生徒の図書館利用など交通弱者への対応を検討す

べきである。 
    
  ３ デマンド方式の運行について、利用者の少ない路線（運行）の廃止や運

行する地区や効率的な運行体制を検討し、可能なことから実施に移すべ

きである。 
 
  ４ スクールバスの運行は、集落ごとに路線を組んでいるが、児童・生徒の

乗車人数を考慮し、隣接路線の統合等を図り効率化すべきである。 
 
 
 
（３）町立病院利用者の利便性確保 

 
  １ 町立病院利用者の帰りのバスは、運行本数が少なく待ち時間が長くなり

利便性に欠ける。待ち時間を考慮したきめ細かな運行体制を図るべきであ

る。 
     
  ２ 待ち時間が長いことを考え、診察待合室とは別に、カフェ機能などを兼

ね備えたサロンを設置し、コミュニケーションを図れる場所の検討をす

べきである。 
 
  ３ 町立病院のバス停は軒下のベンチのみであり、高齢者が待つには大変

である。病院内で待っていても乗車できるように、町営バス運転手が声掛

けするなどの対応を図るべきである。 
 
 
 
 
 



（４）町民のニーズが反映される会議の開催 

 
  １ 平成31年 2月に実施した公共交通に関する調査アンケートは、対象者

を絞ったもので全体像がつかまれていない。全体的なアンケートも実施

すべきである。 
 
  ２ 現在、年２回開催されている路線バス体系連絡会議は、バスの運行時間

の検討が主で、路線変更、追加、廃止等は地域公共交通会議での協議とな

る。また、会議のメンバーも関係者のみであり、一般住民を加えた地域公

共交通会議を開催し、地域のニーズに即した運行形態、サービス水準、運

賃等について協議すべきである。地域公共交通会議は定期的な開催を望

む。 



提言 観光協会の自律に向けて 

 

Ⅰ 提言の背景・趣旨 

 平成 31年 3月、町と月山朝日観光協会は「西川町観光ビジョン」を策定した。この

ビジョンでは、観光を、町の産業振興や町自体の活力を維持するために、町外の人々と

の交流を拡大し、ひいてはそれらの人々の移住、定住につなげるための施策と位置づけ

ている。 

 また、町総合計画における最重要目標の一つである「交流人口 100 万人」をふまえ、

町が目指す観光のあり方を、訪れる人々に感動や感激を与え、健康増進の機会を創り、

五感や心身の再生を感じてもらう「人間再生文化産業」とし、このビジョンに基づき、

令和 5 年度を目標年度とする数値目標を設定して、各戦略を展開していくこととして

いる。その重要な担い手の一つであり、町とともに主導的役割を果たすべき観光協会の

あり方について考える。 

 

Ⅱ 提言内容 

 月山朝日観光協会は令和元年 9月 17日付けで一般社団法人としての法人格を得た。

これは協会自身が言うように、これをもって「自立」したのではなく、将来的な自立を

目指すためにも、自主財源を確保できる体制整備を図ったものである。議会としても、

今後、自らの意志をもって観光に取り組む「自律」した団体となることを期待しており、

そのための協会自身の取組みを次のとおり提言する。 

 

観光の必要性の共有 

 

 これまで議会が実施してきた「町民と議会の対話の集い」において、主に月山に近い

地域などでは観光に対する期待や意見などが多く見られ、町の東部の地域では少なかっ

た。これは、町が「観光」を重要な産業として位置付けているにもかかわらず、それが

町民全体にはあまり浸透していないということの表れと言える。 

 観光ビジョンの策定により町や観光協会の考え方は一つの方向性をもって示された

が、それを町民全体で共有できる取組みがなされていない。それぞれの地域づくりの活

動の中で観光との関わりを再確認したり、意見交換したりできる機会の創出と、そこで

出された意見を共有する仕組みづくりを行う必要がある。 

 

観光協会の取組み 

 

①自律した組織に 

 観光ビジョンにおいて、観光のあり方を「人間再生文化産業」としている。その産業

の需要を創造する役割を持つのが観光協会である。 

 さらに、町の産業振興や町自体の活力を維持する施策が観光であるならば、観光協会

を構成する会員一人ひとりが観光を通じて地域貢献しているということをメリットと



してきちんと自覚すべきである。その上で、具体的にどのようなことを進めていくのか

を自分たちで能動的に考えなければならない。そのことをふまえた場合、今のまま役場

の商工観光課の隣ではなく、独立した事務所等を置くべきではないか。 

 

②組織内の連携の重要性 

 観光ビジョンは約90ページに及ぶ膨大な内容が含まれ、令和5年度までの5年間で、

どれだけ実現できるのか未知数であり、現在の人員体制で全てできるのかという大きな

疑問も残る。それでも前に進めるためには、どうやったらできるのかを会員をはじめと

する関係者全員で話し合い、分担できるような仕組みを確立しておく必要がある。 

 

③情報の受信と発信、拡散 

 観光に携わる者として、町内それぞれの地域にどのような観光資源があるのかを、実

体験をもって知るのは当然である。地元との意見交換などコミュニケーションを通じて

人のネットワークを広げ、そこから受信した旬の情報を発信できるような仕組みづくり

と人材育成を行う必要がある。 

 また、情報発信の強化は当然のこととして、現代はその情報を広く拡散してもらう仕

組みづくりが重要である。例えばインターネットの世界では、今やグーグルマップなど

の地図検索サービス、フェイスブックやツイッター、インスタグラムなどのＳＮＳが非

常に重要な情報の入口となっている。その点をきちんと理解した上でホームページのア

クセス傾向を分析し、その結果に基づいた的確な情報発信手段の選択が必要である。 

 

④インナープロモーション（内部ＰＲ） 

 情報化社会においては、観光客の方が町民よりも様々な情報を知っているということ

がある。地元地域や町民へのＰＲも同じように大事であり、観光協会が法人として実施

しなければならない情報の公開は当然のことながら、現在も発行している会報の継続

や、各地域との積極的な関わりが重要である。 

 

⑤教育との連携 

 西川小学校では「ふるさと楽行」を通じて町内各地域の方々との交流や地域の様々な

ことを学習している。西川中学校では「東京研修」で学んだことをもとに西川町の課題

や魅力を分析し、観光などまちづくりの提言発表を行っている。これらの取組みにより、

町の魅力に気づいた子どもたちが、今後、町外で暮らす場合でも西川町の良さをきちん

と紹介できるようになれば、これは観光にとって大きな財産となる。その意味でも前述

のような教育現場における取組みに観光協会も学びながら関わっていくべきである。 

 

⑥イベントの選択と集中 

 多くのイベントは実行委員会形式で行われているが、その中核となるのは町や観光協

会、商工会などである。本来、規模の大きなイベントであれば、それが終了した翌日か

ら次年度に向けた取組みを行わなければ、同じような課題を積み残したままになってし

まう。しかし、現実には一つのイベントが終了すれば次のイベントへ、その次のイベン

トへと息つく暇もなくイベントが続くという現状にある。担い手不足が様々な分野で課

題となっている中、以前と変わらぬイベント群を抱えたままでは、中核となる人材が疲

弊するばかりである。各種イベントの精査を行い、思い切った選択と集中による見直し

を実施すべきである。 



提言 総合産業を支える仕組みづくり、人づくり 

 

Ⅰ 提言の背景・趣旨 

 農林業センサスによれば、平成27年と 25年前の平成2年を比較すると、町内の専業

農家数は22.6％増の 65戸だが、兼業農家数は78.8％減の212戸であり、全体でもおよ

そ半減している。また、経営耕地面積は 42.3％減の 262.4ha となっている。このよう

な状況の中、本町の農産物はますます少量多品種となり、それらを活かすには総合産業

化（６次産業化）による新たな付加価値を生み出す取り組みが不可欠と言える。 

 今年度、平成 30 年度の「月山のめぐみ総合産業活性化事業」の事務事業評価を行っ

たが、本事業に基づく補助金を交付された事業者等は 10 社となり、着実に事業者への

支援が進む一方で、商品開発数は西川町総合開発㈱の 2 件のみであった。総合産業化

は、議会としても継続すべき重要な事業と考えており、町民の生活基盤の確立に結びつ

け、自信を持って取り組める産業に成長させる必要がある。 

 

Ⅱ 提言内容 

 町では、生産者から販売者までの相互連携ネットワークの構築を図り、町の特産品や

町内資源を活用した総合産業化と町産農林産物の拡大による町民所得の向上と雇用の

拡大を目指している。しかし、相互連携ネットワークは十分と言えず、食品加工製造業

者や加工グループへの支援等が中心となっている。このため思うような所得の向上につ

ながらず、雇用を創出しているとも言い難い。 

 また、総合産業化の推進役を西川町総合開発㈱としていることについて、その機能強

化の必要性は認めるものの、その支援のあり方については見直す余地があるものではな

いか。 

 さらに、商工業の分野において企業誘致が非常に困難になっていることをふまえ、起

業をより強化する必要性もある。 

 以上のことから次のとおり提言する。 

 

町内プロモーションの必要性 

 町内には食品加工業者や加工グループなど 10 社ほどの事業者が存在する。町で育っ

た農産物等を加工し、販売するということの重要性をそれぞれの事業者は認識している

ものと思うが、その取組みについて町民の認知度はまだまだ低いと言える。販路拡大に

向けたプロモーションを行うのは当然のことだが、町内でどのような商品が製造され、

販売されているのかという町民向けのプロモーションを町が中心となって重点的に実

施し、きちんと認知されてこそ町の特産品という位置づけになるのではないか。 

 

 

 



揺るがない仕組みづくり 

 総合産業を目指すのであれば、生産者が農産物を生産、加工、流通、販売まで主体的

かつ総合的に関わる必要がある。現実として、その流れができている事業者も存在する。

しかし、生産者の高齢化などもあり多くは加工までで、流通や販売は西川町総合開発㈱

が担うという状況になっている。必ずしも単体で総合産業を確立することが望ましいわ

けはなく、役割分担を明確にし、それぞれどのように関わり合っていくかという仕組み

づくりを行うことで、西川町らしい総合産業のあり方が見えてくるものと考える。 

 

起業者の確保 

 起業者の確保には、町内外を問わず広く人材を呼び込む必要がある。 

 例えば、西川町の「地域おこし協力隊」は町が指定した活動を実施する人材を募集し

ている。これを、西川町での起業を前提としたプランをきちんと持っている人材を募集

することに変えてはどうか。 

 この場合の起業プランは、行政だけでなく商工会や金融機関など第三者による審査を

経た上で、将来を見極めるべきである。 

 

起業者へのさらなる支援 

 起業支援として、旧水沢小学校を「公設オフィス」の施設としてはどうか。教室を起

業者ごとに振り分け、広いスペースを必要としない起業者には共有スペースを設けて、

そこを起業者たちの本拠地と位置付ける。そこに様々な起業者が集うことで、そのネッ

トワークによる相乗効果が期待でき、さらなる起業者の呼び込みにつながるものと考え

られる。 

 また、当該施設の運営には、キーマンとなり得る人材を発掘し、この取組みの中核を

担ってもらい、起業者たちの自律につなげていく必要がある。 

 さらに、既存企業や事業者との連携を広げることで、総合産業化を支える仕組みとし

て機能することが期待できる。 

 

西川町総合開発㈱の強みは何か 

 西川町総合開発㈱は月山自然水や月山ビールなど町の特産品を製造するほか町内各

温泉施設の指定管理をはじめ様々な業務を担っている。最近は収益性の確保のため部門

ごとに事業の見直しを進めている。今後は企業の強みを生かし、特化できるような事業

への重点的な取組みが必要である。 

 その見直しをふまえ、総合産業化の推進役としてどこまで関わるべきなのか、大いに

検討されたい。 


