
様式１

頑張る地方応援プログラム

都道府県名 山形県 市町村名

プロジェクト名
新規・継続の
区分

継続

プロジェクトの
期間

平成19年～平成24年
政策分野の分類
（①～⑪）

住民への公表の
方法（ホームページ
アドレス等）

総事業費
（単位：千円）

（うちH21事業費）

2,315,898
(720,450)
302,970
(0)
1,317
(317)
11,529
(700)
12,919
(2,496)
4,328
(849)

2,648,961

(724,812)

その他特記事項

西　　川　　町

プロジェクトの
目的、概要及び
具体的な成果目
標

（目的、概要）
少子高齢化が進行し、都市との格差が拡大する中で、山村が自立できる基本的条件は

定住人口の維持・確保であり、そのために定住環境整備をすることが喫緊の課題であ
る。具体的には。住宅団地開発と統合小学校整備を一体的に進めるとともに、住民の日
常生活を支える商店機能の整備を促進し、町の核となる人口集積地を形成し、人口の流
出抑止、人口の流入促進を図る。
併せて、雪国の最大課題である雪対策や情報ネットワークの整備を図り、日常の居住

環境の向上を図る。
　また、地域自治組織の再編や人材育成を行い、地域の自立力の向上を促進する。
（具体的な成果目標）
　平成17年10月国勢調査人口6,917人の人口減少抑止（自然動態人口の減少を除く）

https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/modules/townplanning/index.php?content_id=31

プロジェクトを構成する具体の事業・施策

名称 事業概要

統合小学校建設事業
[継続]

定住環境整備プロジェクト

ＩＪＵWﾀｰﾝ対策事業
[継続]

雪対策事業
[継続]

コミュニティ活性化
事業[継続]

IJUWﾀｰﾝ希望者に対する奨励事業及び町内の住環境等の情報提供

克雪住宅建築費用に対する利子補給、共同で除雪機を購入する個人･区･町内会等に対する補
助事業、高齢世帯への除雪ヘルパー事業

⑤定住促進プロジェクト

地域自治組織の自立推進のためのバックアップ体制として地域支援職員派遣制度及び人材育
成システムの構築

総　　　計

平成24年度開校予定の町統合小学校建設

住宅団地造成事業
[継続]

統合小学校周辺の人口集積に向けた住宅団地造成

商業機能集積事業
[継続]

住民の日常生活を支える商店機能の整備や雇用対策を図るための商工業振興対策



様式１

頑張る地方応援プログラム

都道府県名 山形県 市町村名

プロジェクト名
新規・継続の
区分

継続

プロジェクトの
期間

平成19年～平成24年
政策分野の分類
（①～⑪）

住民への公表の
方法（ホームページ
アドレス等）

総事業費
（単位：千円）

（うちH21事業費）

26,881

(300)

2,900
(500)
4,685
(1,300)
6,252
(0)
7,721
(4,919)
709
(0)
4,645
(0)
6,400
(3,400)

60,193

(10,419)

森業･山業創出支援総
合対策事業 [継続]

畑作物や山菜･きのこ･花木･つまもの等の生産体制の確立と市場外流通の推進及び『あくぬ
きわらび』の加工施設整備

その他特記事項

西　　川　　町

プロジェクトの
目的、概要及び
具体的な成果目
標

（目的、概要）
少子高齢化が進行し、都市との格差が拡大する中で、山村が自立できる基本的条件は

定住人口の維持・確保であるが、そのために交流から定住に結びつく条件整備や自立で
きる産業構造を整備していくことが重要である。そのために山村の自然環境や生活様式
を活かした交流の継続拡大と受入体制整備を行うとともに、山村の資源を活かした月山
ブランド産業の展開を図っていく。
また、月山夏スキーなどによる国際観光化や自然環境教育の拡充を図るとともに、出

羽三山を中心とする文化遺産の世界遺産登録に向けた活動を展開することにより、新た
な観光資源の掘り起こしなどを図っていく。

（具体的な成果目標）
　平成24年観光入込客数80万人（平成20年観光入込客数65万人）

https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/modules/townplanning/index.php?content_id=31

プロジェクトを構成する具体の事業・施策

名称 事業概要

世界遺産・六十里越
街道整備事業[継続]

交流基盤整備プロジェクト

山村力誘発ﾓﾃﾞﾙ事業
[継続]

直売組織強化事業
[継続]

山村と都市との交流を目的に、地元資源を活用した原木なめこオーナー事業や山村文化体験
ツアー等実施

いきいき直売所の売場面積を拡大し寒冷期の販売状況を改善し、適切な集荷体制と価格設定
により年間売上50,000千円を目指す

⑥観光振興・交流プロジェクト

総　　　計

出羽三山･六十里越街道の世界遺産登録に向けた活動の展開及び六十里越街道の番所等の復
元整備やマップ･パンフレットの作成
六十里越街道を生み出した歴史や文化に対する生涯学習の推進

国際観光対策事業
[継続]

広域的な観光推進を図るために韓国人スキーヤーなどをターゲットとした国際観光の推進

月山朝日自然学園整
備事業　[継続]

町の豊かな自然を活かした体験学習を通し、自然教育や環境教育の場を提供

元気な地域づくり交
付金事業　[継続]

平成19年4月より製造販売開始している発芽胚芽白米『月山まんま』の流通販売の拡大

月山ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ促進事業
[継続]

農産物等の品質向上と市場での評価向上を目指した「月山ブランド」の導入展開



様式２
（目次・Ａ４サイズ）

（目次）　頑張る地方応援プログラム

都道府県名 団体コード 市町村名 プロジェクト名称
プロジェクトの目的、概要

及び
具体的な成果目標

プロジェクト
期間

具体の事業・施策（名称）
具体の事業・施策
（事業概要）

事業費
（計画全体）
（単位：千円）

事業費
（平成２１年度）
（単位：千円）

政策分野
の分類
（①～⑪）

新規・継続
の区分

統合小学校建設事業 平成24年度開校予定の町統合小学校建設 2,315,898 720,450

住宅団地造成事業
統合小学校周辺の人口集積に向けた住宅
団地造成 302,970 0

商業機能集積事業
住民の日常生活を支える商店機能の整備や
雇用対策を図るための商工業振興対策 1,317 317

IJUWﾀｰﾝ対策事業
IJUWﾀｰﾝ希望者に対する奨励事業及び町
内の住環境等の情報提供 11,529 700

雪対策事業
克雪住宅建築費用に対する利子補給、共同で除
雪機を購入する個人･区･町内会等に対する補助
事業、高齢世帯への除雪ヘルパー事業

12,919 2,496

コミュニティ活性化事業
地域自治組織の自立推進のためのバックアッ
プ体制として地域支援職員派遣制度及び人
材育成システムの構築

4,328 849

2,648,961 724,812

世界遺産・六十里越街道整備事業
出羽三山･六十里越街道の世界遺産登録に向けた活動の展開及び
六十里越街道の番所等の復元整備やマップ･パンフレットの作成
六十里越街道を生み出した歴史や文化に対する生涯学習の推進

26,881 300

国際観光対策事業
広域的な観光推進を図るために韓国人スキーヤー
などをターゲットとした国際観光の推進 2,900 500

月山朝日自然学園整備事業
町の豊かな自然を活かした体験学習を通し、
自然教育や環境教育の場を提供 4,685 1,300

山村力誘発ﾓﾃﾞﾙ事業
山村と都市との交流を目的に、地元資源を活用し
た原木なめこオーナー事業や山村文化体験ツアー
等実施

6,252 0

元気な地域づくり交付金事業
平成19年4月より製造販売開始している発芽胚
芽白米『月山まんま』の流通販売の拡大 7,721 4,919

月山ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ促進事業
農産物等の品質向上と市場での評価向上を
目指した「月山ブランド」の導入展開 709 0

直売組織強化事業
いきいき直売所の売場面積を拡大し寒冷期の販
売状況を改善し、適切な集荷体制と価格設定に
より年間売上50,000千円を目指す

4,645 0

森業･山業創出支援総合対策事業
畑作物や山菜･きのこ･花木･つまもの等の生産体
制の確立と市場外流通の推進及び『あくぬきわら
び』の加工施設整備

6,400 3,400

60,193 10,419

※７　「ホームページアドレス(ある場合のみ)」の文字は削除した上で、ホームページアドレスを記入してください。

5

ホームページアドレス(ある場合のみ)　https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/modules/townplanning/index.php?content_id=31

H19～H24

H19～H24

ホームページアドレス(ある場合のみ)　https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/modules/townplanning/index.php?content_id=31

継続

継続

総　　　　　　　計

山形県

063223 西川町

（目的、概要）
　少子高齢化が進行し、都市との格差が拡大する中で、山
村が自立できる基本的条件は定住人口の維持・確保であ
るが、そのために交流から定住に結びつく条件整備や自立で
きる産業構造を整備していくことが重要である。そのために山
村の自然環境や生活様式を活かした交流の継続拡大と受
入体制整備を行うとともに、山村の資源を活かした月山ブラ
ンド産業の展開を図っていく。
　また、月山夏スキーなどによる国際観光化や自然環境教
育の拡充を図るとともに、出羽三山を中心とする文化遺産の
世界遺産登録に向けた活動を展開することにより、新たな観
光資源の掘り起こしなどを図っていく。

山形県 定住環境整備プロジェクト

（具体的な成果目標）
　　平成17年10月国勢調査人口6,917人の人口減少抑
止（自然動態人口の減少を除く）

（目的、概要）
　少子高齢化が進行し、都市との格差が拡大する中で、
山村が自立できる基本的条件は定住人口の維持・確保
であり、そのために定住環境整備をすることが喫緊の課題
である。具体的には。住宅団地開発と統合小学校整備
を一体的に進めるとともに、住民の日常生活を支える商
店機能の整備を促進し、町の核となる人口集積地を形
成し、人口の流出抑止、人口の流入促進を図る。
　併せて、雪国の最大課題である雪対策や情報ネット
ワークの整備を図り、日常の居住環境の向上を図る。
　また、地域自治組織の再編や人材育成を行い、地域
の自立力の向上を促進する。

（具体的な成果目標）
　　平成24年観光入込客数80万人
　　(平成20年観光入込客数65万人）

063223 西川町

6

交流基盤整備プロジェクト

総　　　　　　　計

※６　「新規・継続の区分」欄は、平成１９、２０年度に応募したプロジェクトの継続であるものについては「継続」に、平成２１年度に新たに応募するプロジェクトについては「新規」にそれぞれ分類してください。
　　　なお、平成19,20年度に応募したプロジェクトの変更、追加、分割等を行った場合においては、おおむね以下の例を参考として、各地方公共団体の判断により、「継続」又は「新規」に分類してください。また、「新規」の場合、応募する前に、その内容を
　　住民に公表してください。
〈分類例〉
　(1) 事業費の変更　→　「継続」
　(2) 成果指標や事業・施策等の軽微な変更　→　「継続」
  (3) プロジェクト名の変更　→　成果指標や事業・施策等の実質的変更を伴う場合は、住民に公表した上で「新規」とし、その他のものは「継続」
  (4) プロジェクトの分割　→　成果指標や具体の事業・施策等の実質的変更を伴う場合は住民に公表した上で「新規」とし、その他のものは「継続」

※５　「団体コード」欄には、６桁の地方公共団体コードを半角数字で記入してください。
※４　「事業費」欄は、総事業費を記入してください。

※１　「プロジェクトの目的、概要及び具体的な成果目標」、「具体の事業・施策（事業概要）」欄は、個票から適宜要約してください。
※２　「プロジェクトの期間」欄は、プロジェクトを構成する事業・施策の計画年度をもとに記入してください。
※３　「政策分野の分類」欄には、以下の１～11のいずれか１つを記入してください。なお、複数の政策分野に重複すると考えられる場合は、各地方公共団体の判断により、最も近いものを記入してください。
　　１　地域経営改革プロジェクト、２　地場産品発掘・ブランド化プロジェクト、３　少子化対策プロジェクト、４　企業立地促進プロジェクト、５　定住促進プロジェクト、６　観光振興・交流プロジェクト、
　　７　まちなか再生プロジェクト、８　若者自立支援プロジェクト、９　安心・安全なまちづくりプロジェクト、10　環境保全プロジェクト、11　その他
　　　なお、「丸付き数字」等は用いず、「半角数字のみ」を記入してください。


