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Ⅰ 開催概要 

 

１ 開催の目的 

 (1) 町民のみなさんからに議会の活動を知っていただくために開催しました。 

 (2) 町民のみなさんの声をよく聞いて、きちんと町へ伝えるために開催しました。 

 

２ 実施日時及び対象者、参加者数等 

   ７月２２日（月）から３１日（水）までの６日間  町内７会場（参加者数１２１人） 

期 日 開始時間 
上段：地区・町内会等 

担当 参加者数 
下段：会場 

7月22日（月） 19:00～ 
大井沢区 

１班 11人 
大井沢交流促進センター 

7月23日（火） 19:30～ 
本道寺町内会、月岡町内会 

２班 10人 
本道寺地区集会センター 

7月24日（水） 

19:00～ 
原区、沼山区 

１班 24人 
沼山地区集会センター 

19:00～ 
水沢区 

２班 11人 
高齢者コミュニティセンター 

7月25日（木） 

19:00～ 
海味区 

１班 19人 
海味公民館 

19:30～ 
睦合区 

２班 15人 
睦合公民館 

7月30日（火） 14:00～ 
西川町商工会女性部 

全議員 7人 
西川町役場３階 第1・2会議室 

7月31日（水） 

10:00～ 
西川町農業担い手育成協議会 

全議員 8人 
西川町役場３階 第1・2会議室 

13:30～ 
西川町老人クラブ連合会女性部 

全議員 16人 
西川町役場３階 第1・2会議室 

 

３ 班編成 

班 議 員 氏 名 

１班 古澤 俊一、佐藤 幸吉、菅野邦比克、佐藤 光康、荒木 俊夫 

２班 佐藤 耕二、伊藤 哲治、大江 広康、大泉 奈美、佐藤  仁 

 

４ 当日の実施内容 

 (1) 議会からの報告（今年度の調査事件、事務事業評価など） 

 (2) 町政や議会運営に関する質問や要望、意見、提案などの聞き取りと意見交換 
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５ 主な意見・要望等、質問と回答 

   それぞれの会場で出されたご意見やご要望、ご質問、それらの回答の内容は４～24ページの 

とおりです。会場ごとにまとめて紹介しています。 

 (1) 資料の読み方 

    参加されたみなさんと議員との意見などのやり取りについて、一問一答の形ではない場合 

が多かったため、同じようなテーマごとに意見等をまとめています。それらに対する議員の 

意見や回答は、当日お答えしたものだけでなく、広報公聴常任委員会で内容を確認後、追加 

として掲載しているものもあります。 

 (2) 意見等の取扱い 

  ① 町への具体的な質問など回答を要するものは個別に対応します。 

  ② 特に回答を要しないご意見などについて、町政に関するものは一覧表にまとめて町に提出 

し、議会運営に関するものは、今後の活動の参考として必要に応じ所管の常任委員会などで 

検討を行います。 

  ② この実施報告書は隣組回覧をお願いしていますが、要望があれば増刷し、提供しますので 

議会事務局にお問い合わせください。⇒ 議会事務局／電話 ７４－５０５５（直通） 

  ③ 実施報告書のデータを議会ホームページにも掲載しています。 

 

６ ふり返りと課題への対応 

   町民と議会の対話の集いの担当である広報公聴常任委員会で今回のふり返りを行い、課題な 

どへの今後の対応を話し合いました。その内容を報告します。 

 (1) 主な課題 

  ・ 地域組織の代表や役員以外の方の参加が少なく見受けられました。 

  ・ 開催すること自体に疑問を投げかける声がありました。 

  ・ 事前の日程調整の段階で開催を拒否された町内会もありました。 

  ・ ご意見等に対し、その場での回答が十分でなかったことがありました。 

  ・ 開催方法などを含め町民のみなさんのニーズと大きな隔たりがあるように思います。 

  ・ 開催の目的や運営に関する議員全員での認識の共有が足りなったように思います。 

 (2) 今後の対応 

  ・ 今年度と来年度で町内全地域を訪問する予定のため、来年度も各地域や団体との対話の集

いを開催します。対話の集いを実施する必要性はあると考えます。 

  ・ 開催をより多くの町民のみなさんにお知らせする方法を検討します。 

  ・ 開催の目的や当日の運営方法を十分に協議し、議員全員できちんと共有します。 

  ・ 町民のみなさんと一緒に考え、創り上げるような、運営方法の検討を行います。 

 

７ その他 

   町民と議会の対話の集いの開催の目的の一つとして「町民のみなさんの声をよく聞いて、き

ちんと町へ伝える」ということがあります。各会場でいただいたご意見などは町へ報告し、そ

の中でも、緊急性の高いものは関係する常任委員会での検討なども行います。また、一般質問

を通じて町の対応を質している議員もいます。 

   あくまでも議会は議決機関であり、執行機関という立場ではありません。主権者である町民

のみなさんを代表して、町から提案された議案を審議したり、町の運営が適正に行われている

かを監視したり、評価したりする立場であることを理解していただけるよう、今後も努めてい

きます。 

   さらに、町民のみなさんのご意見を反映した政策提言を今後も継続して行い、町民のみなさ

んに選んでいただいた議員、その総体である議会としての役割を果たすべく努めていきます。 
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Ⅱ 地域住民との対話の集い 
 

大井沢区【担当：１班】 （参加者 男11人） 

 

１ 里山社会・文化研究所と自然教育学習センター 

 ※ 文中の「センター」は自然教育学習センター、「研究所」は里山社会・文化研究所を指します。 

意見・質問 意見・回答 

●センターの事業「イワナつかみ」は好評だっ

た。今年はいろいろやっているが、問題は研究

所の取組みが大井沢の人たちに見えないこと

だ。議会でも町と対話し、大井沢区民に明確に

示してほしい。 

●毎週旧大井沢小中学校へ窓開けに行ってい

る。研究所の部屋はあるが、今まで使った形跡

はない。大井沢に来て何かやったことがあるの

か。研究所の先生も見たことがない。 

●センターの取組みも、どう進んでいるのか「ふ

るさと通信」などで目にするくらいだ。 

●センターには区民も所属している運営委員会

がある。プレオープンの際はいろいろあったが、

今年は一度も開かれていない。また、宿泊施設

をつくる話があり区で要望を出したが、何も進

んでいない。 

●センターのイベントには山形市などから参加

した方がいて、リピーターもいる。成果は上が

っているのでは。 

●運営には福田さん（地域おこし協力隊）と区

民が何人か携わっている。町職員も２名いるが

準備が大変。参加者は30人くらいだが、もっと

増えたらさらに大変だ。 

●大井沢自然博物館もあって福田さんが大変な

ので、企画立案ができるような常勤の職員など

を配置してもらう必要がある。 

●福田さんは学校の周辺の草刈りもやってい

る。ああいう人がいると応援したくなる。もの

すごくがんばってくれて感心している。 

●長野県では、地域おこし協力隊が自然の遊び

などに着目し、教育旅行などに生かしている。

そういう人たちを募って、センターを運営して

もらってはどうか。 

○センターや研究所について、地元の意見を優

先すべきと思います。 

○研究所は、シンクタンク（研究機関）として調

査したことを町民のみなさんに還元するという

組織です。センターはいろいろな体験や教育旅

行を実施する組織で、震災後に衰退した教育旅

行の一般向けを検討しています。福田さんのよ

うな専門的な方を募集して自然学習の仕事をし

ていただいていますが、その受け入れを今後ど

のようにやっていくかが課題です。 

○当初はセンターに研究所も入るという話だっ

たので、地元のみなさんには同じように見える

のかと思います。町に対しては、将来像が見えて

くるような話を地元住民にもきちんと話してほ

しいと思っています。 

 

【追加回答】 

 研究所やセンターについては、これまでも一

般質問などで町の対応を質してきました。また、

研究所に関しては、議会による行政評価（事務事

業評価）をふまえ、構成メンバー等の内部検証や

事業中止などを平成 30 年度の政策提言として

町に提出しています。 

 これを受け、町では研究所の構成メンバーの

見直しを行い、取組みを継続しています。今年度

末を目標に、西川版「幸福指標」を作成し、報告

するとしています。 

 

 

２ 土地対策 

意見・質問 意見・回答 

●外国人や業者が土地を買っている。大井沢は

町の水瓶の場所だから守らなければならない。 

●私有地を町で引き受けることはないのか。 

●共有地の管理が大変だ。向山は 30 町歩もあ

る。税金集めが困難になってきている。 

【追加回答】 

 山林や原野などの売買の話は、大井沢以外の

地域でも耳にすることがあります。今後、何か大

きな問題へと発展する前に、きちんと町が対策

をとるよう求めていきたいと思います。 
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３ 地域づくり全般 

意見・質問 意見・回答 

●高齢化でこの先どうなるのか、みな無関心の

ように感じる。昔、区の運営にも関わったが、今

日の参加者の数を見ると大井沢をこれからどう

するのか不安に思えてくる。 

●「とんと大井沢※」をせっかく整備したのに

継続できない。コースを回る人がまだ来るのに、

荒れていて大井沢のイメージを悪くしている。 

 ※とんと大井沢：大井沢の古い道の整備や史跡の探

索、発掘、復元と、大井沢の歴史や自然に関する達人

（名人）の話の聞き取り調査、記録、保存などを実施。 

●継承しないで新しいものばかり追いかけては

何も進まない。資料だけ渡されてもわからない。

コミュニケーションが大事。幸生では「たしろ

亭」に大学生が来て、地域の人たちが協力して

いる。地域の人とコミュニケーションをとって

やっていかないと大井沢も自然消滅するのでは

ないか。 

●自然の人口減少は仕方ない。東京の三軒茶屋

から大井沢への移住に取り組んでいる。町全体

でできないか。議員としても取り組んでほしい。 

○人口減少にどう取り組むかは本当に大きな課

題だと認識しています。 

 

【追加回答】 

 人口減少と高齢化は町全体の大きな課題で

す。その中でも大井沢など各地域においては担

い手不足など現実的な問題に直面していること

を議員全員が認識しています。 

 町に対しても、今年度の第３回定例会におい

て多くの議員が一般質問により町の対応を質し

ていますが、特効薬となり得るような取り組み

はないというのが現実だということも理解せざ

るを得ません。 

 それでも、それぞれの地域において様々な地

域づくりの取組みが実施され、地域を元気にし

ようと努めておられる方々が存在するのもまた

事実です。こうした活動をきちんと支援するよ

うな取り組みの拡充などを町に求めたいと思い

ます。 

 

４ 廃校利用 

意見・質問 意見・回答 

●大井沢は人口が少なく、かわどい亭（旧川土

居小学校）のような廃校利用ができない。 

●かわどい亭の利用者のためのバスは出ている

のか。 

○吉川地区では、吉川の地域づくり計画の中に、

旧川土居小学校を活用し皆が集える「吉川サロ

ン」やお母さん方が郷土料理を提供できる「か

わどい亭」の計画がありました。今回、食堂、厨

房のほかに農産物等の加工室やそば打ちなどが

できる体験室が整備されました。体験室では、

そば打ち愛好会が毎月研修会を実施していま

す。 

 吉川区では、町内会毎にミニデイに取り組ん

でいますが、将来は「吉川サロン」として取り組

みたいと考えています。大井沢でも、みんなが

集まれる場として活用できるのではないでしょ

うか。 

○かわどい亭の利用者のための独自のバスは運

行していません。 

 

【追加回答】 

 ミニデイなど地区として福祉バスを利用され

ていますので、担当課に相談してみてはいいか

がでしょうか。 
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５ 結婚対策 

意見・質問 意見・回答 

●人口減少で子育て支援は充実してきている

が、独身も多く結婚の方が問題だ。 

●ブライダルサポートが機能していないので

は。対応を町で考えてほしい。子どもが増えな

いと町も活発にならない。町がツアーを企画す

るなどの支援が必要だ。 

●婚活イベントは知っている人ばかり。冷やか

し半分の人もいる。 

○星を見るツアーなどもあったようですが、今

後も模索しなければならないと思います。 

 

【追加回答】 

 平成30年度決算の説明では、ブライダルサポ

ート事業の成果がほとんど出ていないことがわ

かりました。事業の大幅な見直しを町に求める

必要があると考えます。 

 

６ 雪対策 

意見・質問 意見・回答 

●それなりに住みやすくなり、通勤も楽になっ

てきているが、雪対策、特に間口除雪をしてほ

しい。また、県道沿いから離れた家には何も恩

恵がなく、対策を考えてほしい。 

●雪対策は、若い人がいても苦労する。具体的

に何かないのか。除雪機費用の補助とか。 

●屋根の雪下ろしに補助はあるが、小屋の別棟

の除雪にはない。自分でやると補助はないが、

人に頼んで重機で除雪すれば補助がある。ガソ

リン代くらい助成しないのか。 

○かつては共同で除雪機械を購入する場合の助

成事業がありましたが、現在はないようです。 

○除雪機の燃料代に補助ができないか議会で質

問したこともあります。 

 

【追加回答】 

 雪対策は生活に直結する大きな課題であると

認識しています。町内外の様々な取組み事例な

ども参考に、議会としても町に意見を述べてい

きたいと思います。 

 

７ その他 

意見・質問 意見・回答 

●大井沢支所の支障箇所はどうなったのか。 ○支所裏の大井沢堰に雪が降ってあふれていま

したが、ピロティの水浸しはなくなりました。

老朽化、壁の崩れ、配管など気づいたところは

修繕しています。（大井沢支所長回答） 

 

 

本道寺町内会、月岡町内会【担当：２班】 （参加者 男７人 女３人） 

 

１ 空き家対策 

意見・質問 意見・回答 

●住宅の解体は多額の費用がかかる。解体費用

の一部を助成してもらえないか。 

●解体後の土地の固定資産税が６倍になるとい

うのも納得できない。 

○空き家対策は全国的な問題でもあり、解体費

用への助成は町の財政に大きく影響するものと

思われます。 

 

【追加回答】 

 住宅が建っている土地は、住宅用地特例とい

う減税制度が適用されています。建物を解体す

ると住宅以外の用途に利用することもできるた

め、この特例が適用されず、固定資産税が最大６

倍になるようです。建物の分の固定資産税は無

くなり、総額で６倍ということはないと思いま

すが、解体費用の問題と同じようにネックにな

っていることと思います。 
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２ 観光対策（志津温泉） 

意見・質問 意見・回答 

●今年度の志津温泉開発に 6000 万円の提示が

あったが、実施に対する議会の考えは。 

●本道寺地区会の決算総会おいて、温泉の掘削

や配管の工事にかかる費用について、志津温泉

組合から資金貸付の要望があった。見積もりの

詳細がまだわからないが、早急に相談する。 

●町西部地区の観光地は町の観光地そのもの

だ。水沢温泉や大井沢温泉は町が管理し、志津

温泉は民間のものだが、町の観光地という大き

な範疇で考えれば、志津温泉開発も町で考えな

ければならない。産業振興と考え方は同じはず。 

●6000万円にこだわらない方向で議員から町に

要望してほしい。 

●掘削に 8000 万円、配管に 4000 万円、それに

税金がかかる。6000万円は定額補助してもらい

たい。水沢や大井沢は補助事業で掘っている。 

●地区会としても無利子の融資を考えている。 

●志津、月山をもっと高く評価してもらってい

いのではないか。全国に誇れる観光地だ。 

○町は観光立町でがんばると言っています。温

泉がなければ観光地としての魅力が半減するの

で、温泉はぜひ掘るべきですが、地元負担が大

きく、補助を考える必要があります。 

○地区会として助成するというのは、水沢温泉

や大井沢温泉ではなかったことです。地域の声

を町に届けたいと思います。 

○儲かる観光を考えていかなければなりませ

ん。町全体でどのように取り組むかが問題です。 

○議会としても観光に関する政策提言をまとめ

ていきたいと考えます。その際、地域としてもき

ちんと意見をまとめていただけるようにお願い

します。例えば、温泉掘削の他に志津会館の建設

の問題があります。 

○今年度の町の予算は 48億 3000万円で、大き

なインフラ整備は終わりました。今後の目玉は

何かといえば、やはり「観光」で、議会としても

強力に後押ししていきたいと思います。 

 

３ 雪対策 

意見・質問 意見・回答 

●積雪量が海味で 80 ㎝になると豪雪対策本部

を設置するそうだが、本道寺や小山、岩根沢で

積雪量がほぼ同じだ。それを基準にできないか。 

●道路の排雪費用の補助を希望している。 

●高齢者支援事業の除雪対策として、町道から

離れたところの家庭の除雪が必要。除雪機を使

ったら単価が安い。 

○豪雪対策本部の設置基準はそのようですが、

積雪が過去 10 年間の平均を上回る場合には豪

雪対策連絡本部を設置しています。 

○融雪補助は今年度から4 月 1 日現在の雪の状

況を見て判断することに変わりました。 

○高齢者に優しい雪対策は重要です。一般質問

で村山市の間口除雪対策などを参考にすべきだ

と町に述べたことがあります。 

 

４ 第３セクター 

意見・質問 意見・回答 

●月山銘水館は、総合開発㈱の株主である町が

努力してリニューアルした。レストランの方の

入口から入ったら直売の方へ行きにくかった。

夏場だけでも中央の入口を開けたらどうか。 

○月山自然水の製造があまり思わしくないと聞

いています。そのことも含め、お客様への対応を

改善するには、会社経営の経験のある人をきち

んと配置すべきだと思います。 

 

５ 橋梁改修 

意見・質問 意見・回答 

●大入間川の架け替え工事の見通しはどうなっ

ているか。 

○今年度の社会資本整備費事業に事業費が計上

されていません。町の考え方や地域での必要性

などを含め、議員間でも協議したいと思います。 
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６ 里山社会・文化研究所 

意見・質問 意見・回答 

●里山社会・文化研究所について、里山文化は

日常生活で、研究員は町民自身だ。みんなで取

り組んでいく必要がある。 

○大学の先生が研究員になっています。町の重

要な事業として進められてはいますが、議会と

しては課題が多いと考えています。 

 

原区、沼山区【担当：１班】 （参加者 男１８人 女６人） 

 

１ 沼山発電所 

意見・質問 意見・回答 

●沼山発電所は、昔は危険なイメージだった。

入口に池や公園、緩衝地帯があったが、それを

つぶして倉庫を建て遊園地になった。それをや

めて高圧電線を金網で囲って遊ばないようにし

た。高圧電線は電柱につながっている。車の事

故などで電柱にぶつかったら大丈夫か。現場を

見て対策をとってほしい。 

○以前からある問題だとうかがいましたので、

関係団体に伝えたいと思います。 

 

【追加回答】 

 地域特有の課題と理解されますので、町と情

報を共有し、対応を検討すべきと考えます。 

 

２ 地滑りの現状 

意見・質問 意見・回答 

●地滑り地帯の監視の業務に携わっているが、

長沼から下へ地滑りが続いている。取水に関し

て議員はどのくらい見ているのか。我が家の裏

でボーリング調査をしていた。ベントナイトが

長沼につながっている。こういうことを町や議

員はどのように把握しているのか。 

●地盤が軟弱。大沼にもつながっていて寒河江

川につながる。町で知っているのか。 

○町の担当課を通して地元と情報を共有し、対

応できるようにする必要があると思います。 

○議会としても町に伝えますが、町から地元に

何の説明もないのだとすれば、町内会長や区長

を通して町に確認すべきではないでしょうか。 

 

３ 寒河江川 

意見・質問 意見・回答 

●清流寒河江川というが、寒河江ダムがあって

川が汚れている。泥川のようだ。きれいな川で

いてほしいが、ダムのある川は全部だめだ。町

ではどう考えているのか。 

●西川町だけが掃除したりしているが、国土交

通省は何をしているのか。鮎を放しても、アユ

釣りに来る人がいない。 

○寒河江川は 6 市6 町の水源でもあり、守って

いく必要があります。 

 

【追加回答】 

 西川町最大のプロジェクトとして建設された

寒河江ダムも完成から30年になります。寒河江

川の濁りの原因の一つにダムがあるということ

は想定でき、今後、国などにきちんと調査を求め

ていくべきと考えます。 

 

４ 自主防災組織 

意見・質問 意見・回答 

●各地区で自主防災組織をつくっているが、あ

る地区で、災害が発生した際は誰に連絡するの

かわからないという話があった。そういう連絡

網を町全体で徹底してほしい。 

●原でも浄水場の脇の雪崩が落ちてくる。発生

したら町内会などに連絡する。 

◎地域によって連絡体制は違います。 

 

【追加回答】 

 地域内の災害時の連絡網などは、その地域で

検討し、共有すべきものと考えます。 
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５ ケーシーフレーム社 

意見・質問 意見・回答 

●西川インターチェンジ付近の建屋が放置され

ている。今後、何年かすれば屋根などがはがれ

て危険な状態になるのではないか。 

●旧西部中の対応がこのままでは、解体の負担

は私たちの税金ということになる。弁護士にき

ちんと伝えて、企業の財産が町に残るよう、議

員がしっかり目を配ってほしい。 

●工場として使っていなかった。議員の動きが

鈍いのではないか。 

○放置されたままの建物などについて早急な対

応を町に要望しています。 

○倒産した場合など、建物の撤去を勧告する対

象（所有者）が特定できないこともあります。そ

ういう建物を次に活用しようというも企業もな

く、町内にはそういう建物が残されたままです。 

○町総務課と顧問弁護士とで対応しています

が、対策が一向に進みません。事業を止める場合

には旧西部中を解体するという契約だったはず

ですが、町からは、まだ破産もしておらず話も進

んでいないとの報告を受けています。 

 

６ 議会による行政評価 

意見・質問 意見・回答 

●議会による行政評価はわかったが、これら以

外は評価していないのか。良いという評価はな

いのか。民生委員だけでなく、いろいろな役職

がある。民生委員だけが取り上げられているが、

なぜ、議会で厳しい評価になるのか。 

●せっかく選んで民生委員を選んだのに、行政

評価をこのように書かれると困る。せっかくや

る気を出してやっているのに。 

○地区の皆さんと町、議員それぞれの考え方と

いうのはあると思います。 

 

【追加回答】 

 平成 30 年度の行政評価の内容は町ホームペ

ージの「政策提言」のところにすべて公開してい

ますので、それをご覧ください。インターネット

をご利用できない方は、議会事務局にご連絡く

ださい。 

 民生委員の役割は極めて重要であると議会で

は認識しています。行政評価では、民生委員の制

度や活動ではなく、人選に関する町としての選

定基準を明確にすべきではないかという意見を

申し上げています。 

 

７ 観光対策 

意見・質問 意見・回答 

●姥沢駐車場で美化協力員の仕事をしている時

に、台湾からの観光客に言葉が通じなくて協力

金の説明がうまくできなかった。現場には日本

語での説明書きしかない。町は観光やインバウ

ンドをがんばると言っているのに、中国語や韓

国語での案内もなく、対応マニュアルなどもな

い。観光の土台がなっていない。そういうこと

をきちんとしないで観光をがんばるなどと言っ

てもだめだ。 

●最終の午後９時発のバスに寒河江市民は乗っ

ているが、西川町民は乗っていないと寒河江市

民から笑われた。議員が意見などを聞いて歩け

ばいいのではないか。 

【追加回答】 

 インバウンド対応について、いただいたご意

見を町に伝えます。 

 

【追加回答】 

 最終バスの利用について現状をきちんと把握

していませんでしたので、課題として取り上げ、

担当課などに確認したいと思います。 

 バスのことに限らず町民のみなさんからご意

見をうかがうことについては、議員それぞれが

今後も努力していきます。 
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８ その他 

意見・質問 意見・回答 

●町内会長を引き受けてから10年になる。区

の苦情は区長を通してという話があった。なぜ

区長を通してなのか。そういう行政指導がある

のか。一般の方が言えないのか。 

【追加回答】 

 そのような行政指導はないと思います。困っ

たことがあれば、町でも議会でもご相談は受け

付けています。 

●町の展望が見えない。人口は5000人しかいな

い。町を出て大学に行った子どもたちは帰って

くるのか。そこを「なぜ、こうなったのか、こう

していきたい、議会としてもこういう政策をし

たい」という提案が必要なのではないか。 

●こういう話し合い（対話の集い）はむだだ。

議員は政治家なのだから、そういう気持ちで、

もっと大きな問題に取り組んでほしい。町と議

会とが一緒になって政治的に解決してほしい。 

●あなたたちの声を議会にと言って選挙の時に

来るが、違うではないか。 

【追加回答】 

 貴重なご意見をありがとうございます。今後

の議会活動はもとより議員それぞれの活動にあ

たり、大いに参考とさせていただきます。 

 ただ、町民と議会の対話がむだなものとは思

っていません。重要な取組みとして、今後も見

直しをしながら継続していきます。 

 

 

 

水沢区【担当：２班】 （参加者 男１１人） 

 

１ 観光対策 

意見・質問 意見・回答 

●道の駅のお客様を増やすためには、高速道路

を利用する人から寄ってもらうことが必要。そ

のためにスマートＩＣを設置してほしい。 

●インバウンドは上手くいってない 

●現在のバスストップは夜間や、冬期間などの

利用に問題がある。西部地区を立て直すために

も英断が必要。 

●町の政策は危機感が感じられない。インター

チェンジの交差点付近に道の駅の看板を大きく

作る必要がある。 

○スマートＩＣの導入は議会でも取り上げ、町

がネクスコ東日本などとも協議していますが、

地理的な条件に伴う建設費用の問題があると聞

いています。 

○バスストップの問題も一般質問で取り上げて

いる議員がいますが、町民のみなさんの意見を

聞きながら議会として町に対策を求めたいと思

います。 

 

２ 月山銘水館 

意見・質問 意見・回答 

●老人クラブで使うことがあるが、料理がおい

しくない。環境整備などをして食事券をもらえ

るが、色々な規制があって使わない。 

●サービスが悪い。個室がないから家族で使い

にくい。間仕切りがあるといい。 

●普通は口コミで集客力を上げるのに、逆効果

になっている。 

●直売の棚が高くて買いにくい。 

●レストランのセルフサービスは良くない。高

齢者に食券の券売機は使いにくい。 

●トップの指導が悪い。地元に愛される場所に

なってほしい。 

【追加回答】 

 いただいたご意見は、町を通じて西川町総合

開発株式会社に伝えます。 

 レストランを含む月山銘水館のあり方に関し

ては、総合交流促進センターとして建設した当

時に求められたことと、現在の道の駅のメイン

の施設として求められていることの整理が、き

ちんとできていないように思われます。全体的

な方向性は設置した町が定め、それに沿って指

定管理者である西川町総合開発株式会社が改善

に努めるものと考えます。 
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３ 災害対策 

意見・質問 意見・回答 

●地震や大雨の際に寒河江ダムの状況をきちん

と教えてほしい。近いので心配だ。町の危機管

理は大丈夫か。 

●地滑り地帯で柵は動いているし、杉の木も動

いている。 

【追加回答】 

 災害発生や発生のおそれがある時の情報伝達

手段の一つとして防災行政無線が設置されてい

ますが、寒河江ダムの情報がどれだけ提供され

るかは町に対して検討を求める余地があると考

えます。 

 気になる事象がある場合は、役場にご相談く

ださい。 

 

４ 空き家・雪対策 

意見・質問 意見・回答 

●空き家を一軒借りて、別荘のように使ってい

るが、雪対策は問題点だ。 

●古民家をリニューアルして住んでもらっては

どうか。 

●流雪溝が充実している。 

●古民家を買っても夏しか知らないから、冬場

の雪の状況を知らせる必要がある。 

●横岫の融雪溝はコーティングがされていて非

常に具合がいい。技術は進んでいる。 

●共同作業の人出が足りない中、移住者は共同

作業にあまり参加しない。 

○別荘の方も含め、それぞれの地域で生活する

にあたっての取り決めなどを明確にして、地域

全体で課題を解決していくべきと考えます。 

 

５ その他 

意見・質問 意見・回答 

●水源と付近の土地が売られていて心配してい

る。副町長も視察に来た。 

●命の水なので、保安林などを守っていく必要

があるが。 

【追加回答】 

 大切な水源を守るため、議会としても町と情

報を共有して対応に努めます。 

 

 

 

海味区【担当：１班】 （参加者 男19人） 

 

１ カヌー1000mコース 

意見・質問 意見・回答 

●カヌーの1000mコースを作るというが、本当

にできるか。その動きが見えない。どうなって

いるのか。やる気があるのか。進捗状況を教え

てほしい。 

●最高の立地条件なら、議会からもっと言って

もらえればいい。 

○足踏みしている状態です。費用の負担に関し

補助はもらうとしても、前へ進もうという町の

踏み込みが足りないと考えます。 

 

【追加回答】 

 ９月の町議会第３回定例会にカヌー1000mコ

ース整備を含む補正予算が提出され、可決しま

した。詳細は議会だより110号の2ページをご

覧ください。 
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２ みどり団地 

意見・質問 意見・回答 

●みどり団地造成の２期工事が実施されていな

い。平成23年に１期と２期に分けて行うこと

になり、その際の請願に対する町の答えは平成

27年頃までには予定地すべてを買収したいと

のことだったが、正式な回答はまだない。10

年経過し、今も田んぼを作っているが、様々な

弊害が出ている。各家庭から出てくるレジ袋な

どや買収した土地の葦（ヨシ）などが田んぼま

で入ってきている。田んぼを消毒するにも、団

地内の家庭でバーべキューなどをやっていると

できない。早く事業を進めてほしい。 

●中山町に看板を立ててPRしていたが売れな

い。町ではどんなPRをしているのか。 

●みどり団地に関する質問を議会ではしていな

いようだが、どのように考えているのか。 

●計画の見直しをやる気はないのか。 

○みどり団地19区画のうち買い手のついてい

ない３区画が残っています。２期工事の問題も

以前は議会で出されましたが、その３区画をど

のように扱うかという議論が先行しています。 

○町の都市計画審議会などもあるが、みどり団

地のことは議論されていない。町で動いている

かもしれないが、情報がない。 

 

【追加回答】 

 ９月の町議会第３回定例会において議員の一

人が一般質問で質しましたが、２期工事の時期

は「明示できない」という回答でした。 

 

３ 子育て対策 

意見・質問 意見・回答 

●西川町は子育てするには良い町だ。学校も近

い（海味地区の場合）し、放課後子どもプラン

もある。そういうことをもっと宣伝すべきでは

ないか。 

●以前から町独自で第３子以降の保育料無料化

などをしている。国が行う保育の無償化は３歳

未満児を対象外としているが、子どもが大事だ

と言うなら、未満児は町が独自で無償化にする

というのはできないのか。 

○保育の無償化にあたり、町は700万円という

予算を計上しましたが、そのほとんどが無償化

のためのシステム改修費用でした。 

 

【追加回答】 

 ９月の町議会第３回定例会において議員の一

人が一般質問で質しましたが、「３歳未満児の

保育無償化を町が先行して行うつもりはない」

という回答でした。 

 

４ 木質バイオマス 

意見・質問 意見・回答 

●西山杉の利用推進に関する木質バイオマスに

ついて、町は経費を考えて導入するということ

だが、数字的なものを出した上でも町は本当に

やる意志があるのか。 

【追加回答】 

 町の答弁からは、木質バイオマスの導入に消

極的で、経費は単なる言い訳だと感じます。 

 

５ 里山社会・文化研究所 

意見・質問 意見・回答 

●里山社会・文化研究所は提言や計画書などを

作るだけなのか。起業のための資金整備など、

そういうことを研究するならいいが提言だけの

研究所はあまり意味がない。 

○議会としても同じように厳しい見方をしてい

ます。 
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６ ケーシーフレーム社 

意見・質問 意見・回答 

●旧西部中学校体育館の問題はどうなったか。 

●役場の対応がおかしい。中ぶらりんのまま町

はどのようにしていきたいのか。現在の状況は

こうだという報告があるべきだ。議会で質問し

てほしい。体育館はゴミの山だった。弁護士と

連絡がつかないなど、町の努力が足りない。議

会は厳しくチェックしてほしい。 

●まわりの市町村の人から何をやっているのか

と言われている。 

○ケーシーフレーム社が管財人を立てたという

話は聞いていません。海味の工場も売却中にな

っていて競売が始まっていないようです。 

○無償譲渡の際に、撤退の条件を施設解体と

し、土地は町が貸しています。 

 

【追加回答】 

 上記の回答後、10月初旬の段階でも何ら進

展はありません。 

 

７ 交通安全 

意見・質問 意見・回答 

●にしかわ保育園前の歩道や旧マルタマから反

対側に渡るところに信号を付けてほしい。 

●旧マルタマのところは学校の問題として進め

るべきではないか。 

●国道を横断する箇所の信号の待ち時間が長す

ぎる。みな別の道を通って行ってしまう。 

●免許証の返納を町でどう考えているか。 

【追加回答】 

 いただいたご意見を町及び教育委員会に伝え

ます。 

 

８ 医療対策 

意見・質問 意見・回答 

●町立病院で整形外科の来診療が始まったが、

患者さんはどのくらい来ているのか。財政難の

折に大丈夫か。 

○毎回20人ほどの患者さんが診察に訪れ、結

構忙しいと聞いています。 

 

９ その他 

意見・質問 意見・回答 

●森林環境税法の成立により林業が動き出すの

ではないか。西川町は山の町。海味地区でも山

をたくさん持っている。地権者の同意を得るの

に難しいところもある。林道の幅が狭く、伐採

などの作業に支障がある。町単独の助成金もあ

るが、海味地区では該当する山がない。国の施

策は続くだろうから林道の要望などをしっかり

と出してほしい。 

【追加回答】 

 いただいたご意見を町に伝えるとともに、必

要に応じ議会としても関連する要望を行いたい

と思います。 

 

●月山を観光の目玉にしているが、英語や中国

語などで紹介するパンフレットがない。 

【追加回答】 

 他の地区でも同様のご意見をいただきまし

た。町に伝えます。 

●財政に関して聞きたい。「ＭＭＴ（現代貨幣

理論）」について議員はどう考えているか。 

○この場で意見を交わすテーマにそぐわないと

思われますので、お答えいたしません。 
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睦合区【担当：２班】 （参加者 男１１人 女４人） 

 

１ 定住対策 

意見・質問 意見・回答 

●町は何年と同じ方針だ。人口減少対策を議会

でも真剣に考えてもらいたい。働く場所は町外

でも、住む場所は西川町にしてもらうため住宅

整備をして、近隣市町村と広域連携を図っては

どうか。企業を誘致するよりも住んでもらうこ

との方が重要だ。 

○移住、定住をより重視しなければならないも

のと考えます。 

○移住の先進地として大井沢の例があります。 

 

【追加回答】 

 ９月の町議会第３回定例会において議員の一

人が一般質問で質していますが、特に目新しい

回答はありませんでした。 

 

２ 農業担い手対策 

意見・質問 意見・回答 

●農業法人に年齢制限がある。作業者の年齢に

かかわらず、補助事業として認めてほしい。同

時に財政面からも考えていく必要がある。 

○農業法人については吉川でも立ち上げが準備

されています。財政面に関しては町に提言する

必要があると考えます。 

 

３ 医療 

意見・質問 意見・回答 

●県立河北病院は西村山地域の基幹病院として

必要だが、財政運営が厳しい。地元の河北町で

は補助しているのか。近隣の市町も一緒になっ

て存続の方向性を図る必要がある。 

○河北町からの補助はありません。西川町は町

立病院に一般会計から２億９千万円の繰出しを

しています。 

 

４ 地域コミュニティ 

意見・質問 意見・回答 

●集える場所や気軽に行ける場所が必要で、人

と会話しなければ元気に暮らせない。例えば道

の駅のレストランを夜も営業してもらいたい。

●婦人会の連合組織は大きな力だった。これが

無くなり、町と女性の連携がなくなった。 

●人とのつながりがあり暮らしやすいが、家や

コミュニティを維持する経費が大変だ。 

●睦合地区には大きな公園があるが、今はほと

んど使われておらず、草刈りなどの管理が大き

な負担になっている。 

●このままでは、子どもたちが帰って来て暮ら

してもらえるか心配だ。 

○レストランは社員の意識改革も必要と考えま

す。リニューアル後、サービスが悪くなったと

議会でも指摘していますが、なかなか改善され

ません。今後も指摘する必要があります。 

 

【追加回答】 

 いただいたご意見を町へ伝えます。 

 

 

５ 観光 

意見・質問 意見・回答 

●今後の西川町のあり方として、インバウンド

で本当にいいのか。議会としてどうなのか。 

○様々な課題があると思います。議会としても

検討していきたいと思います。 
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６ その他 

意見・質問 意見・回答 

●一般質問などで、町執行部に対して「お願い

します」とか「ありがとうございます」などと

言うのはいかがなものか。議員必携でしっかり

確認し、研修会や勉強会なども実施してほし

い。 

【追加回答】 

 ご指摘をいただきありがとうございます。議

員必携ほか関係資料をきちんと確認し、しっか

りと臨みたいと思います。 

 

●ケーシーフレーム社の状況がわからない、議

会から随時町民に伝えてほしい。 

 

○ケーシーフレーム社との契約当時、町は雇用

の創出を重視していたとの回答でした。破産管

財人が決まっておらず、昨年度から何も進展し

ていません。今後については、確認次第、議会

だよりなどでも報告していきます。 

●国道沿いに花壇整備をしてきたが、高齢化と

交通量の増加による危険を考慮して止めた。夜

になると段差が危険なので整備して欲しい。国

交省に要望したが、議会としても支援をお願い

したい。 

●熊野地区の国道に横断歩道があるが、車が止

まってくれなくて子どもたちが渡れない。非常

に危険なので、道路の両脇に看板設置をお願い

したい。 

○道路の段差や横断歩道の標識等の看板につい

ては、関係機関への要望など議会としても対応

を検討します。 
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Ⅲ 各種団体との対話の集い 
 

西川町商工会女性部 （参加者 女7人） 

 

１ バス運行 

意見・質問 意見・回答 

●交流人口を増やすためにも町外から西川町への民間のバス運

行は大きな課題だ。山形自動車道の西川バスストップや路線バ

スの停留所は人気のないさびしいところにあり、お客様を待た

せる場合もあって心配になる。 

●さくらんぼ東根駅から月山タクシー（月山ライナー）で志津

まで来る方も増えている。利用者は片道一人2,000円の負担

で、私たち宿側も一人500円、往復で1,000円を負担してい

る。2～3万円もいただけない中から実質1,000円引かれること

になるのはつらい。 

●帰りのバスの時間だが、例えば、登山に来られたお客様など

が、町の路線バス姥沢発午後3時20分に乗ると西川ICバス停

に午後4時10分に着く。そして、高速道路上の西川バスストッ

プから高速バス山形行きに乗ろうとしても、午後5時45分発で

1時間半以上の待ち時間がある。これは本当に厳しいので、お

客様には、いったん月山銘水館で降りて温泉に入り、タクシー

で西川バスストップへ行ってもらうこと勧めている。 

●以前は月山口で午後4時台に出る高速バスあった。このバス

があれば割と問題なく山形方面へお帰りいただくことができた

が、今は無くなってしまった。おかみ会から庄内交通に話をし

てみようかという話もあるが、そういう1本のバスが月山口で

止まるかどうかが障害に大きく影響してくるということを、た

ぶん、地元以外の町民の方は想像もできないだろう。生活する

にあたって1,000円（月山ライナーの宿負担額）が浮くかどう

かは大変なこと。そういうこともわかってほしい。午後4時台

のバスが無くなった時に商工観光課にそのことを言ったら「バ

スがなくなったなんてうそだろう」と。もっとアンテナを張っ

ていてほしい。 

●仙台と酒田を結ぶ高速バスは、酒田から仙台へ向かう場合、

西川バスストップからは乗車のみできて降りることができな

い。逆に仙台から酒田へ向かう場合、降車のみできて乗ること

ができない。つまり、西川を通って仙台と酒田を結んでいるの

に、酒田と西川の間の移動には使えないバスになっている。 

●去年、山形と酒田を結ぶ高速バスで西川バスストップから山

形へ移動しようとしたら満席で乗れず、次の便も満席になって

いると言われ、寒河江からタクシーを呼んで寒河江駅へ移動

し、左沢線で山形駅へ行き、何とか新幹線に間に合ったという

話を聞いた。その日は赤川花火大会で混雑していたそうだが、

西川バスストップにはトイレも電話もない。混雑するのが分か

っているなら増便してもいいのでは。 

●娘がたまに西川バスストップから高速バスに乗って遊びに行

く。その帰りの迎えに行くと降り口の斜面が草だらけだった。

さらに、夜は電気が暗くて本当に怖い。 

○町内や寒河江市、河北町へ

のバスのダイヤは色々と調べ

たことはありますが、観光向

けのダイヤは理解していませ

んでした。あらためて調べて

みる必要があると考えます。 
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２ 観光業を取り巻く状況 

意見・質問 意見・回答 

●昔と観光の様子が違っている。以前はたくさんの団体客が来

たが、今はさくらんぼの時期もほとんどが個人のお客様だ。団

体は観光地から観光地へと連れて来られるが、個人は自分で調

べて来てくれる。そのことをふまえ、西川町はどうなのか。観

光資源があるのに、それが有効に使われていない。月山は自然

をいかして何をしているのか見えない。私たちががんばればも

っと観光地は生きてくる。タクシー乗り場でもてなすとか、西

川町に来て大根をもらえたら観光、花をもらえたら観光にな

る。食べる、泊まるだけではない。 

●飲食業、観光業者は、今のままの状況ではつぶれていくとい

う危機感を持っている。その対応をどうするか、町も一緒に考

えてほしい。後継者がいないところは、その手立てをしてほし

い。もしかしたら県外にいるかもしれない。それが可能かどう

か。女将会が女将とめぐる西川の旅を企画し、町外へ呼びかけ

た。自分たちがPRしてがんばらなければならない。 

●山菜の入手方法は、ある程度の流れができればいいのだが、

よくわかっていない。他の市町村の事例などを明らかにしてほ

しい。例えば小国町などはどうなっているのか。今、山菜は町

外から西川町に入ってきている。山菜王国を残すのであれば町

にがんばってほしい。 

●全国中学生カヌー大会のようなイベントはリピーターが増え

る良い機会になる。昔は選手で、今は保護者や競技役員で来た

とか、交流人口をもっと増やしてほしい。そういうイベントを

呼び込むにあたり、議員にもがんばってほしい。 

●西川町の主たる産業は何なのか？今はそれがよく見えない。

林業？秋のイベントとして産業まつりを建て直せないか。 

●月山銘水館の見直しをしてほしい。お客様に「月山銘水館に

寄ってくださいね」と言えるようなものにしてほしい。今の状

況では親しんでもらえない。 

○月山銘水館に対しては、地

区住民との対話の集いでも同

様の意見がありました。リニ

ューアル前よりも悪くなった

のではないかという話まであ

るほどです。 

 

○議員それぞれが観光につい

て一般質問などをしている

が、議会全体として町に対応

を求めていきたいと思いま

す。 

 

【追加回答】 

 西川町とって観光は重要な

産業です。いただいたご意見

を町に伝えるとともに、議会

でもよく検討し、政策提言な

どに反映させていきたいと考

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ イベントへの協力 

意見・質問 意見・回答 

●女性部の職種は様々で、イベントなどに参加

できるかどうかも違ってくる。例えば月山山菜

市場は土曜日の開催で、人数が足りず参加でき

なかった。議員の方はボランティアなどしてい

るのか。 

●月山山菜市場などの行事は半分ボランティア

で運営も大変になってきている。人手が足り

ず、青年部も会場設営に困っている。何をやる

にしても人手が足りなくなってきている。 

●観光ボランティア育成という視点はないか。 

○運営にあたる参加団体を増やすしかないと思

います。ただ、商工会や観光協会などいろいろ

な団体はあるものの重なって所属している人も

多く、課題はあると思います。 

 

【追加回答】 

 地域づくりの一環としてのボランティア活動

は議員としても実施する価値があるものと考え

ます。 

 観光ボランティアに関しては、ぜひ具体的な

アイディアを町や観光協会に示してみてはいか

がでしょうか。 
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４ オリジナル観光マップづくり 

意見・質問 意見・回答 

●西川町の見どころを紹介する「ちょうどい

い」観光マップがなかったので、半年かけて女

性部でマップ作りをし、12月に完成した。自

負ではないが手ごろで見やすく女性らしいつく

りになった。2,000部を各部員に配布して、あ

っという間になくなったが、商工会の協力で

5,000部追加した。 

●マップに掲載したモデルコースを抜粋して、

８月と10月に町民を対象としたツアー「西川

めぐり」を行う。８月は17人の参加予定だ。 

●当初はマップ制作が最終目的だったが、町民

にみなさんにも見ていただきたいということで

ツアーの予算が町から予算がおりた。今後の継

続は考えていないが、手に取って活用してもら

えればうれしい。それぞれ本業があるので、商

工観光課や旅行業者などから活用してもらった

方がよいのではないか。 

●ツアーの経費などは町が助成してくれる。マ

ップ増刷分の費用は商工会に急きょ負担しても

らった。女性部としての費用捻出は難しい。 

●追加の5,000部を今年だけで使い切るという

ことにとはならないが、町民の方に限りなく配

布するのは難しい。 

●店を訪れるお客様から「わざわざ来たのにど

こか立ち寄る場所はないのか」と言われていた

が、実際に町を回ってみてこんなに素晴らしい

場所があることを知った。女性はきっと手に取

る。子ども会などの行事でも使える。１日で回

れるようなミニツアーとか、様々な方々から使

ってほしいが、部数が足りない。必要とされて

いるのだから商工観光課でも考えてほしい。 

○大人もきちんと町全体を知ることが大事だと

思います。町の歴史なども含め子どもたちの方

が逆に知っていることも多いと感じます。観光

協会でもいろいろなパンフレットやマップを用

意していますが、女性部のみなさんが作った観

光マップは見やすく、とてもいいものになって

いると思います。 

○このパンフレットの利活用によって町を知る

いい機会になります。 

○よくできていて見やすいです。町民のみなさ

んはどのくらい知っているのでしょう。みなさ

んそれぞれのお店などには置いておられると思

いますが、どのくらい出回っていますか。 

○町民が町について知らないのは恥ずかしいこ

とで、観光マップを作っていただいて本当にあ

りがたく思います。追加5,000部が各戸に配布

されれば町民の目を通して口コミで広がります

が、その予算をどうするかが問題でしょう。 

◎パンフレットに掲載されているお店はお金を

出していますか。パンフレットを作った人たち

が全て負担するのでは重荷になります。いろい

ろな団体に協力してもらうと良いのではないで

しょうか。 

 

５ まちづくり応援団 

意見・質問 意見・回答 

●まちづくり応援団は不思議な団体だ。例えば

仙台の応援団は、七夕や芋煮会だけの交流しか

ないように思う。花を植える手伝いなど何かし

らのボランティアをしてもらってもいいので

は。そういう応援団があっても良い。応援団と

いう名前ばかりではないのか。ふるさとから出

ていった人ばかりが良い思いをするような団体

というのはどうなのか。 

○まちづくり応援団を町は丁寧に扱ってきまし

た。ただ、設立当初と少し趣旨が違ってきてい

るので、基本に立ち返って町を応援していただ

きたいと思います。そういう「やりがい」がな

いと若い方が応援団に入らないのではないでし

ょうか。 

 

６ 防犯関係 

意見・質問 意見・回答 

●大井沢の向かう県道の途中は暗くて、もっと

明るくしてほしい。 

◎その電気代は地元の地区で負担されていま

す。地元の議員としては、県道の照明のLED化

を実現できないか考えています。 
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西川町農業担い手育成協議会（参加者 男８人） 

※議会から担い手のみなさんへ質問する形をとっています。 

 

１ 今、取り組んでいることなど 

Ａ
さ
ん 

●多面的機能支払交付金を活用して農地の保全や農道の整備などを行なっている。農業者が

減って大変なことになっている。特に書類の提出が大変だ。日報の写真など、農業をしなが

ら書類の準備をするが、その量が半端ではない。 

●農業をやめる方が増え、農地の荒廃が進んでいる。山奥の方は原野にしてしまわないと町

の農地も維持できない状況になっている。少子化で農業をやる方が減って来て、法面の草刈

りなどもできなくなってきている。高齢化で噴霧器を使えず、防除ができなければカメムシ

の被害が増え、お米の価値が下がる。 

●入間では集落協定でドローンでの防除を来年から使う予定だが、ドローンの講習に3日か

ら1週間を要する。 

●設備投資にお金がかかる。トラクターは実質7～8年で更新。最上町では、町としてトラ

クターなどを購入している。それも一つの手だ。 

●極端な話かもしれないが、西川町は悪い意味で最先端なのだから、難民を受け入れて農業

の労働にあたってもらう。それくらいのことを考えないと今後もたない。今、私は農業をし

ているが、あと10年続けて、その後は誰がいるか。まずは儲かる農業をして他のところか

ら後継者を連れてきて…とは思うが。 

Ｂ
さ
ん 

●通年の農業は父が始めた。父の代は冬になるとほとんど人が出稼ぎに行っていた。せっか

く農業をしているのだからという思いで冬場は啓翁桜に取り組んでいる。町に応援してもら

って、現在は吉川地区の園地で3000万円くらい。何年後かには生産額１億円を目指す。 

●西川町の農業の担い手のほとんどは高齢者。担い手育成協議会としても東京などで就農者

を探している。儲ける農業を目指しているが、啓翁桜は一つのハウスで７～８人を雇用し、

3000万円が限度だ。もう１棟建てたいと思っている。 

●東根市にも生産者は55人いるが高齢者がほとんど。栽培方法も違う。西川町は若い木を

短時間で回していく。1億円のためにどのくらい啓翁桜を増やすかが課題。 

Ｃ
さ
ん 

●畜産の飼料用のトウモロコシ栽培をしている。10月中ごろに1800万円の収穫の実演会を

行う。米中心の農業から肉や乳製品へと転換する。牛、豚の餌を輸入のトウモロコシではな

く国産にこだわりたい。周囲に賛同者はいないが、去年試験栽培を行った。 

●認定農業者の申請をしている。５か年の計画を町に提出し認定されたのだが、目標を達成

できなかった。思った通りに土地が集まらないのが原因。それに対して町からの積極的な関

与がない。認定したからがんばれと言われても、現実として土地が集まらない。隣の土地が

空いても「ここは俺のエリアだ」と言って貸してもらえない。認定農業者への支援の一つと

して土地の問題にも関与してほしい。 

●もともと2010年頃から農業に関心を持ち、新規就農した。土地と家と金などの初期投資

と何年かの運転資金が必要だ。農業機械が増えてくるのに、それを置く場所がない。大江町

には「おしんの会」があり、町の共同の作業場や収納場がある。それが一番の解決の道だ。 

●冬は雪下人参を作っていて、それを拡大したい。積極的に支援してもらいたい。 

●倉庫の場所はみんなが使いやすい場所にしてほしい。自分の土地ではないので倉庫を建て

るのが大変。町の補助が必要だ。 
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１ 今、取り組んでいることなど 

Ｄ
さ
ん 

●新規就農した。受託組合から給料をもらっているが、実際には足りない。町から２年間の

補助も受けるが、３年は補助してほしい。 

●人口減少対策として移住者を呼ぶためにCCRCがあるが、高齢者しか呼ぼうと思っていな

いのか。高齢者を呼んでも人口減少を先延ばしするだけで止めることはできない。その他の

対策が必要だ。 

●若者の定住対策で疑問に思うのはセブンイレブンしかないこと。こういうお店も競争がな

いと発展しない。スターバックスやドトールコーヒーなどもあればいい。 

●若者の働く場所が必要。企業誘致して少子化の歯止めをしてほしい。町外に行った人の理

由も聞いてみたい。 

●就農する際の補助や研修先の補助を増やしてほしい。東京のふるさと回帰支援センターで

話を聞いた際に「町の良いところは何？」と聞いたら「何もないところだ」と言われた。そ

れでは情報発信ができない。 

Ｅ
さ
ん 

●平成8年度から減反政策の対策があって、どこかで何かを変えられるのではないかという

微かな希望があったが、新しい人たちが出て来なかった。死ぬまで百姓のままだ。大井沢の

受託組合もせっぱ詰まってきている。借金が残っているのに今の人は８時から５時までしか

働かない。自分を痛めつけてでも借金を返そうという気持ちはないのか。 

●大井沢の農地は30ヘクタールあるが、農業をやめると何千万円というお金を出さなけれ

ばならない。ほとんどの人は出せない。枝豆などを作っているが、80代の人たちしかいな

くて新しい作物を作れない。 

●西川は山菜王国だと言うが、山菜に取り組む人がいない。西川町で採れた産物を加工して

売るのが月山銘水館だろうが、そこでもやらない。これでは西川町の産物が出るはずはな

い。足元から固めないと何ともならない。行動を起こすことが地域つくりになるのだろう。 

Ｆ
さ
ん 

●今年度、吉川で二人が米づくりをやめた。何とか法人化できないか考えるが、担い手の若

い人がいない。 

Ｊ
Ａ 

●生産者からのご意見はいろいろあるが、農協としても今ある農地をどう守るかを重視して

いる。農協と町と一体となって取り組みたい。西川町では啓翁桜の対応や月山の恵みの水、

吉川のブランド米を生産した経過もある。米は基幹作物であり米を町としてもっとＰＲでき

るのではないか。 

●米やサクランボは初期投資がかかる。啓翁桜は町からの支援があった。中小規模の投資で

お金をとるためには、初期投資が少なくて兼業でも大丈夫な農業が必要だ。 

議
員 

◎議員それぞれが一般質問していますが、施策に関しては議会全体として町に対応を求めて

いきたいと思います。 

 

２ 西川町での規就農のきっかけは 

Ｃ
さ
ん 

●西川町担当の方の印象が良かった。本当は福島県の浜通りに行きたかったが、震災で無理

になった。 

Ｄ
さ
ん 

●新農業人フェア担当の町職員に会い、信頼できた。来てみたら良いところだった。高齢化

が進んでいるが、こっちで何かやりたい。 

 

  



21 

３ その他の課題（議員からの意見） 

議 

員 

○補助金の書類作成が大変なのは農業だけでなく、林道の草刈りの書類も同様です。書類が

増えれば町も仕事が多くなるので、そういう点で町も真剣に考えてほしいと思います。全体

として少子化が極端になり、いろいろな挑戦ができないような状況です。５年後や数年後の

町をどう考えていくのか、町としても明確にしなければならないと考えます。 

○若者が少なくなっています。吉川には、昔はブランド米がありました。町一本の営農組合

を組織し、町で何を育てていくかを考えてはどうかと思います。担い手のために法人化を急

ぐ必要があります。土地を集約して働く人を連れて来なければなりません。睦合では最近

２、３人で法人化しましたが、ばらばらな組織ではどうしようもなくなります。山間部荒廃

地よりは今の農地をどう守るかが重要です。大江町の「おしんの会」は新規就農者を連れて

きた後もきちんとフォローしています。西川町でもできればいいのですが。 

○ＪＡとの話合いに参加させてもらっています。農政が変わってきていて、作らなくなった

らいつでも知らせてもらえば、作る人を紹介するという話だそうです。法人化は事務員を雇

わなければ無理かと思います。 

○町の大事な農地を守っている方への支援が足りないのではないかと考えます。対策にはス

ピードが大事です。法人化して誰もが就労できるようにしてほしいです。 

○農業機械を保管する建物が必要です。もちろん法人化も必要という考えです。 

○農業は西川町の基幹産業ですが、売上額はワースト１です。後継者問題では、町民アンケ

ートで農業を続けるかどうかという設問に半分くらいの人が「５年以内に委託したい」また

は「やめる」と答えています。法人化だけでなく補助のすみわけも必要です。 
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西川町老人クラブ連合会女性部 （参加者１６人） 

 

１ 交通・買物 

意見・質問 意見・回答 

●後期高齢者で免許を返納する方もいる。老人

クラブは女性も男性も足（車など移動の手段と

して）のない方がいて、集まる場所への移動手

段を行政で用意できないのかと思う。ほかにも

買物や医者に行ったり、遊びに行ったりなど。 

●移動販売をしているため、店に行っても品物

をおいていない。何か必要なものはないかと近

所に声をかけているようだが。 

●路線バスが旧道を通るようにしてもらえない

か。 

●買物に行くところがないという話があった

が、私は生協（宅配）を利用している。そうい

う方法もある。 

○福祉バスで買物弱者の交通網を作れないかと

考えています。総務厚生常任委員会でも公共交

通対策について調査しています。バスダイヤを

みなさんのご要望に合うものにできるようにし

たいと思います。 

○病院からの帰りのバスの便が12時過ぎで良

いのかとか、他に買物難民の問題なども含めて

一般質問などをしています。今後、行政と一緒

に考えていきたいと思います。 

 

２ 町立病院 

意見・質問 意見・回答 

●町立病院を利用している。今は

どこの病院でも靴のまま入れるが

町立病院は履き替えなければなら

ない。帰りに靴を間違えて履いて

行く人がいて、自分の靴を探して

いる人に何人にもあっている。履

き替えずに済むようにしてほし

い。 

●開業医を町に呼べないのか。 

●町立病院があるから大江町より

西川町の方がいいと言われた。 

○公立病院で靴を履き替えるところは他にないのではない

でしょうか。 

○靴の履き替えの件は一般質問で取り上げました。町の回

答は第一に衛生的でないということです。また、二階は病

室なので廊下を広くしないとだめだという回答です。今の

ところ駄目だという一辺倒で、その後、話が進んでおら

ず、再度質問したいと思います。 

○床(材質)の問題があります。 

○病院の下足箱のところには「履き替えられない人はその

ままでよい」と書いてあります。 

○一般財源からの繰入金が３億円に近付いています。今

年、整形外科の先生が来られました。みなさんから町立病

院を利用していただければ、病院を存続させられます。医

師の患者さんへの言葉づかいも前よりもよくなって丁寧に

なっているようです。西川町の町立病院の規模で医師４人

体制というのは本当にすごいことです。存続させるために

今後のご協力をお願いします。 

○町立病院の赤字2億9000万円は一般会計から繰り入れて

います。 

 

  



23 

 

３ かわどい亭の状況 

意見・質問 意見・回答 

●かわどい亭の状況をおしえてほ

しい。 

○かわどい亭は、多くのお客さんが来られて大変忙しい状

況です。地元のお母さん方が中心となり、料理や飲食のサ

ービスに前向きに取り組んでおられます。リピーターの方

も多いようです。町内会のミニデイや各種団体の利用も受

け付けております。みんなが集えるサロンとして、旧川土

居小学校・かわどい亭に行けば１日楽しめるような場所に

しようと努力されております。ぜひご利用をお願いしま

す。 

○歴史文化資料館の来館者は予定を大きく上回っているよ

うです。展示物が同じだと飽きられてしまうので、収蔵品

や借入品等と入れ替えしながら展示していくこととしてい

ます。吉川区や町が主催する「歴史学習会や史跡巡り」な

どを行い多くの方が来られる資料館になるよう努めていま

す。 

 

【追加資料】 

 ５月から９月までの来館者等 

 歴史文化資料館 1,800人  かわどい亭 1,600人 

 

４ 防災対策 

意見・質問 意見・回答 

●防災マップが各家庭に配布され

た。西川は災害が少ないが、災害

の対応や研修会を年に何回かやっ

てほしい。マップをもらっても見

る機会がない。 

●町の防災訓練のときはやるが、

地区ではあまりない。 

●周りの方にどこに逃げるといい

かわからないという人が多い。 

●大きな災害がないからあまり心

配しなかったが、これからはどこ

で何が起きるかわからない。 

○防災マップは主に各地区の自主防災組織が活用し、地域

で訓練を行うことになっています。 

○防災マップは、がけ崩れや浸水の危険性などを示してい

ます。自主防災組織で、どう避難するかなどを具体的に訓

練などで確認してください。様々な想定をすることが大事

で、区長などと相談してみてはどうでしょうか。寒河江川

でここまで水が上がったことはないという場所や日中の避

難など、いろいろと想定し検討してみてください。 

○防災マップをきちんと見て、自分がどこに逃げるか確認

してほしいです。 

○今年度、海味地区を対象に町総合防災訓練が行われま

す。海味公民館が避難所で、離れたところから歩いて来て

もらうなど、区長が中心となって訓練を実施します。来年

度は別の地区で行われますので、みなさん訓練に参加して

ください。 

○岩根沢では、自主的に訓練を実施しました。町内会長が

主体となって体育館への避難訓練を行いました。災害発生

時に動けない人がどこにいるのか、手助けしてほしい方が

どこにいるのか、それらを毎年確認しながら訓練をしてお

く必要があります。ぜひ、地元の訓練に参加してくださ

い。自分の身は自分で守ることがまず大事です。 
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５ その他 

意見・質問 意見・回答 

●外来植物の処理に関するチラシがまわってい

た。町内でどれくらい広がっているのか。 

 

【追加回答】 

 チラシで駆除が呼びかけられているオオキン

ケイギクは繁殖力が強く、日本では北海道から

沖縄まで広い範囲に分布しているようです。 

 町内に広がっている面積などは把握されてい

ませんが、在来種に悪影響を及ぼすおそれがあ

り、生えている場合は適切に駆除する必要があ

るものと考えます。 

●議会だよりに「買物難民」ということが載っ

ていたが、私は生協の宅配を活用している。そ

ういう方法もある。 

【追加回答】 

 買物対策は様々な方策を組み合わせる必要が

あると考えます。いただいたご意見を今後の参

考にさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

貴重なご意見をいただき 
 

ありがとうございました。 
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