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西川町第 7次総合計画 

 

第１編．基本構想  

(1)計画策定の趣旨と位置づけ 

西川町は、これまで 6 次にわたる総合計画を策定し、過疎化、人口減少の抑制、地域社会の振

興に努めてきたところです。しかし、依然として人口減少の抑制はできず、むしろ加速化してい

る状況にあり、この状況が続けば 10年後には地方創生において地域が再び活気づくことが困難と

される人口 4,000 人を割り込むことが懸念されます。 

このため、本計画は、本町の生き残りをかけた取組を進めるにあたって、明確な町の将来像や

目標を掲げ、その目標を達成するに必要な各種施策を明示していくために策定するものです。ま

た、本計画は、目標値に加えて、数字に表れない「町を良くしたい」「活力のある町にしたい」「自

分の特技を町づくりに活かしたい」という町民の熱意や、人と人を丁寧につないでいく力も養っ

ていけるような町となるための道しるべとしていきます。さらに、本計画は、町行政だけの計画

ではなく、町民全員の計画として、町民と町とがまちづくりに取り組んでいくための「約束」と

いう位置づけになります。 

 
(2)まちづくりの課題 

西川町にとって最大の課題は止まらない人口減少です。第 6次総合計画策定時 2014 年（平成 26

年 4 月）には人口 6,081 人・高齢化率 38.04％となっていたものが、2023 年（令和 5 年 1 月）現

在で人口 4,775 人高齢化率 47.00％となっています。年間出生数も平成 26年の 47 人/年から令和

4 年の 10 人/年となっており、このまま減少傾向が続けば町の存続さえ危ぶまれている状況とな

っています。この人口減少はまちづくりの広範囲の分野において人手・人材不足や将来に対する

町民意識に大きく影響を及ぼしています。 

 

このため本計画策定にあたり町民アンケートを実施しました。その結果からうかがえる「町民

の方々の意識」や「まちづくりの課題」は次のとおりと捉えることができます。 

 

①いずれ転居したい・すぐに転居したい方が 26.5％おり、その理由は「買い物や通院など日常生

活が不便」、「交通が不便」、「通勤・通学や業務に不便」、「働く場所が無い」という意見をもつ

方が多い。 

②若者や女性が活躍しやすい町であるかについては、活躍できないと感じる方が多い。 

③町の施策に対する満足度と重要度の分析については 

・「満足度・重要度共に高い（重点維持）分野」は除雪排雪対策、子育て支援策の充実、学校教育

の充実、高齢者福祉の充実、防災災害対策となっています。 

・「満足度が低く、重要度が高い(重点改善)分野)は町立病院の運営、観光の推進、商工業の振興、

公共交通の充実、住環境住宅対策となっています。 

④医療においては安心して医療が受けられる体制が整っていると思わないと感じる方が半数。 

⑤町内における消費活動・買い物については個人商店を利用しない方が 45％い。 

⑥将来を考えた時に不安を感じることは「高齢者の増加、若者の減少」が突出して多く、人口減

少を食い止めるために必要としている事項は「若者の働く場づくり」「雪対策」「企業誘致」「子
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どもや若者が町に愛着や誇りをもてる」という意見が多い。 

⑦若い世代が進学や就職のために転出したまま西川町に戻らない要因には「希望する仕事がない」

という意見が突出している。 

 

以上、町民意識としては人口減少を止めるための手立て「若者や女性の働く場・活躍の場づく

り」「子育て環境の充実」「雪対策」「医療体制の維持」「移動手段確保」などを特に優先すべきと

総括できます。今後のまちづくりは、これらの課題解決を優先に取り組んでいくことが求められ

ています。 

 

加えて、政府や地方自治体は変革すべき時期にきています。昨今、世界・日本をとりまく変化

の速く、計画したものをそのまま実施したとしても、効果がでにくくなってきています。よって、

これからは基本的な目的を明確にしつつも、その時期、状況に応じた対応ができるよう「アジャ

イル型」に対応可能な体制をとっていくことが重要になっています。 

  （アジャイル型・・・方針の変更やニーズの変化などに機敏に対応すること） 

 

(3)本計画の構成と期間（基本構想/基本計画/実施計画） 

基本構想の期間は 8年間、令和 5年度（2023 年度）から令和 12年度（2030 年度）とします。 

基本計画は、基本構想で明らかにしたまちづくりの目標などを実現するため、その目標達成に必

要な施策を体系的（個々の物事が一つの秩序・まとまりの中に組み込まれていること）かつ具体

的に示したものです。この基本計画の期間は、基本構想と同様に 8年間、令和 5年度（2023 年度）

から令和 12 年度（2030 年度）とします。 

実施計画は、基本計画で示した施策を実現するため、本町の財政状況や社会情勢、町民ニーズ

などを考慮して、具体的な事務事業を選択する短期計画とします。本実施計画は予算編成の指針

となるもので、実施計画の期間は 4年間とし、ローリング方式により見直しを行っていきます。 

 

※ローリング方式とは、現実と長期計画のズレを埋めるために、施策・事業の見直しや部分的な

修正を、毎年転がすように定期的に行っていく手法。 

 

(4)まちづくりの将来像・目指す町の姿 

西川町が目指す将来像は下記のとおりとします。 
「８年以内に生産年齢人口増加に向けて、できるだけ早く町民と多様な取組において協働し、町

外の方から共感を持っていただける町となる」 

 

※生産年齢人口は、生産活動の中心にいる人口層のことで、15歳から 65歳未満の人口 

 
この将来像に達するため、今後は西川ファンの拡大を通じて、①西川町に仕事をつくり、②人

の流れをつくり、③結婚・出産・子育て・教育の希望をかなえ、④魅力的な西川町をつくる、つま

りデジタル田園都市の実現に向けて全力を尽くしていきます。 
 

※デジタル田園都市とは、「心ゆたかな暮らし」と「持続可能な環境・社会・経済」を実現してい
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くものです。地域の豊かさをそのままに、都市と同じ又は違った利便性と魅力を備えた、魅力あ

ふれる新たな地域づくりです。具体的には「暮らし」や「産業」などの領域で、デジタルの力で

新たなサービスや共助のビジネスモデルを生み出しながら、デジタルの恩恵を地域の皆さまに

届けていくことを目指しています。 
 

 
以上、将来像を実現するためには、人口が少なくなっていることから、一部の人だけでなく、

みんなで協力しあっていくことで地域のつながりや活性化につながるという思いをこめ、本計画

のキャッチフレーズを次のとおりとします。 
 

「いぐだい すむだい してみっだい」～ from Nishikawa to the world～ 

 
 

(5)基本目標・目指すまちの姿（５つの基本目標） 

目指す将来像は、「８年以内に生産年齢人口増加に向けて、できるだけ早く町民と多様な取組に

おいて協働し、町外の方から共感を持っていただける町となる」に向かって、次の４つ目標を掲

げていきます。 
 

①地域の資源とデジタルを融合させた魅力ある産業、仕事がある西川町をつくる 
②外に開かれ、みんなをつないでパートナーシップを大事にする西川町をつくる 
③子育ての希望をかなえ、この地域ならではの学びを保障する西川町をつくる 
④町民だれもが安心して豊かな心で生活できる魅力的な西川町をつくる 
⑤デジタル田園都市の実現に向けて全力を尽くす 
 

(6)人口推計・目標 

西川町の人口推計は下記のとおりとなっています。 

区分 
2020 年 

令和 2年 

2022 年 

令和 4年 

2024 年 

令和 6年 

2026 年 

令和 8年 

2028 年 

令和 10 年 

2030 年 

令和 12 年 

男人口 2,499 2,341 2,264 2,187 2,089 2,031 

女人口 2,688 2,520 2,388 2,257 2,157 2,054 

総人口 5,187 4,861 4,652 4,444 4,246 4,085 

0～14 歳 444 376 325 294 273 248 

15～64 歳 2,229 2,228 2,143 2,052 1,925 1,835 

65 歳～ 2,314 2,257 2,184 2,098 2,048 2,002 

高齢化比率 44.6 46.4 47.0 47.2 48.2 49.0 

若年者比率 9.8 9.4 10.1 10.2 9.9 10.0 

世帯数 1,847 1,798     

 

本計画における目指す将来像を「８年以内に生産年齢人口増加に向けて、できるだけ早く町民
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と多様な取組において協働し、町外の方から共感を持っていただける町となる」とすることから、

本計画の目標年次となる令和 12 年度（2030 年度）の人口は下記のとおりとします。 

 

令和 12 年度（2030 年度）の人口４，１３５人、 

令和 12 年度（2030 年度）の生産人口１，８８５人 
 

2030 年(令和 12 年)の人口推計より 50人増加を目指す設定とします。 

 

※増加分の根拠 

・サテライトスクール体験者(8 人) 

・教育ローン返済補助金制度利用者(15 人)、 

・スタートアップ事業者 20 名のうち地域おこし協力隊など町外人材が半数(10 名) 

・成婚者数の増加による期間中の出生者数の増加分(17 人) 
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第 2編．基本計画 

第１章 地域の資源とデジタルを融合させた魅力ある産業、仕事がある西川町をつくる  

（産業・雇用） 

 

１．基本方針 

感染症の影響により売上が落ち込んだ宿泊業や飲食店等については、まだ回復の途上にありま

す。加えて地方が経済的に自立するためには、地域を支える産業の振興や起業を促し、活発な経

済活動を確立することが不可欠です。このため、デジタル技術の活用を図りつつ、 町内外から西

川町内にイノベーション（事業創出）を生む多様な人材・知・産業の集積を促す政策を実施して

いきます。 

 

そして、この章で掲げる 8 年後の西川町の将来像を実現するためには、下記の状態になってい

くこと目指していきます。また、その状態になるために行う施策とその指標となる数値 KPI は下

記のとおり設定していきます。 

※KPI（Key Performance Indicator）とは、活動の具体的評価指標。目標達成のための指標を設

定し、それを数値化して管理すること。 

 
(1)【状態】働く場所と新たな事業が生み出され、魅力ある雇用の場がつくりだされている 

【施策】小さくとも魅力ある企業の誘致、新たな事業を生み出す環境づくり 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

誘致企業の新規雇用者数 0 50(累計) 

町内のｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ事業者数 0 20(累計) 

 

(2)【状態】西川町の自然資源と時代のトレンド（流行）を掛け合わせた魅力的なビジネスが創出

されている 

【施策】時代に合わせた楽しいアクティビティ（体験メニュー）が西川町の山、川、湖で体験

できる、ここでしかできない遊びをつくる 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨで稼いでいる事業者数 1/年 5/年 

 

(3)【状態】外部人材を活用し飲食店や小売店、地域に伝わる技が継承及び事業承継され、稼げる

「生業」・地域内所得の確保がなされている。 

【施策】外部人材を活用した事業承継に取組み、和紙・つる細工・めのうなど「稼げる技」の

伝承、「半農半 X（農業とほかの仕事の組合せ）」などで地域で稼ぐ人を生み出していく 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

個人事業主数 129 150 

事業者数 201 220 
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(4)【状態】西川町の水や雪の特徴を活かした商品や事業で稼ぐことができている 

【施策】雪そのものの商品化、雪国ぐらしの商品化、克雪技術を活かしたイベントづくり 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

水・雪を使った商品販売額 72,000 千円/年 93,600 千円/年(30％増) 

 

(5)【状態】農地が有効に活用され、高付加価値の産物が産出され町民の所得が向上している 

【施策】遊休農地（耕作されていない農地）を山菜などの高収益作物栽培へ活用、次世代型の

施設園芸の取組み 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

農業産出額 630,000 千円/年 710,000 千円/年 

 

(6)【状態】山林が持つ多面的機能を有効に発揮し、木材生産や環境負荷軽減などの面で地域経済

に活力を与えている 

【施策】西山杉の建築物における活用促進を図りながら建材以外の商品づくり、森林資源を活

かしたエネルギー活用による施設園芸 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

木材生産量 20,000 ㎥/年 24,000 ㎥/年 

 

(7)【状態】公共施設を含む遊休施設が有効に活用され経済活動の場として利用されている 

【施策】空き家などをリノベーション（価値向上のための改修）しお試し暮らし、シェアハウ

ス（１つの住居を複数人数で共有して暮らす賃貸物件）、カフェなどに活用 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

遊休施設(公共施設)活用件数 0 2(累計) 

    
特に以下のことに留意した施策を講じていきます。 
 
■中小・中堅企業 DX 

・地方の経済を支える中小・中堅企業は、デジタルを活用して生産性を向上させることが重要で

す。このため、複業人材等を活用し、中小企業等の DX （デジタルトランスフォーメーション：

デジタル技術を社会に浸透させて人々の生活をより良いものへと変革すること）を伴走型で支

援する取組等を進めるとともに、地域発のデジタルイノベーション（デジタルを使った技術革

新・新機軸）創出を促し、地域内外の中小企業等が、デジタルを活用し、西川町内の関係主体と

連携しつつ地方の社会課題解決と収益性の両立を目指す取り組みを推進していきます。 

・さらに、近年の目まぐるしい技術革新や社会の変動への対応や大きな社会の変革によって生ま

れる新しい仕事に労働者が円滑に移行できるよう、スキルや知識を身につける「リスキリング」

対策の事業にも取り組んでいきます。 
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【具体的な主要事業】 
□事業者の経営課題解決に向けた複業人材の活用支援  
□新分野への進出や業態転換に向けた官民連携による学びの場と仕事につなげる「リスキリン

グ」事業の実施 
 
■観光産業の再生・発展 

・西川町とって観光産業は、豊かな自然、信仰文化、食文化が根付き、関係人口の裾野を広げる

入り口である観光客（交流人口）や国内外の需要を地域に取り込む重要な産業です。この観光に

よるメリットを更に活かすには、観光ターゲット（これまでの月山スキーファンや自然の好きな

ファンに加え、富裕者層や若年層とする）を明確にしつつ、観光分野のデジタル実装を進めるこ

とが観光産業の再生にとって重要となります。このため交流人口の拡大のためには、観光地と観

光客をつなげる月山朝日観光協会の役割がこれまで以上に重要となり、交流人口から関係人口

に結びつける取り組みを実施していきます。 

・具体的には、西川町の特徴を活かした毎年開催するイベント（AI観光、温泉ガストロノミーツ

ーリズム、シートゥサミットなど）を確立するとともに、観光アプリを活用した混雑状況の見え

る化や、 旅行者の決済データ等を用いたマーケティング分析とそれを担う観光デジタル人材の

育成、顧客予約管理システムによる旅館業等の情報管理の高度化及び人員配置の効率化等に取

り組んでいきます。加えて、東日本で唯一の 1,000m コースを有する月山湖カヌースプリント競

技場へ艇庫整備を図りながら、町民のみなさんとの協働により大規模大会やスポーツ合宿の誘

致、通年で体験できるアクティビティを造成し、西川町らしい交流事業を作り上げ、関係人口・

観光消費額の拡大につなげていきます。 

 
【具体的な主要事業】 
□AI観光（デジタル、人工知能技術を駆使し謎解きなどを組み合わせた周遊型観光） 

□温泉ガストロノミーツーリズム（食べ歩きウォーキングと温泉を組み合わせた旅行） 

□カヌー、自転車、登山の 3 種類のアクティビティを通して海（湖）、陸、山の自然の営みや地

域の魅力を肌で感じるイベント「シートゥサミット」の実施 

□「隠れ豪雪日本一」を活かす雪を使ったアクティビティ、ツアー商品づくり 

□観光アドバイザーの招聘による観光ターゲット・プロモーションの明確化 

□国内外の富裕層も滞在可能な宿泊施設にするための改修支援事業の実施 

□月山湖周辺のレジャー機能も兼ね備えた多機能型カヌー観光推進拠点「月山カヌーセンター

(仮称)」を整備するとともに、グランピングなどキャンプ場を運営する民間企業と連携しなが

ら湖岸キャンプ場の整備なども進める「月山カヌービレッジ」の実施 

□二次交通対策（西川町内の公共交通など移動手段） 

□稼ぐ組織に育成するため(一社)月山朝日観光協会へ活動支援の実施 

 
■スマート農業、次世代型農林業や山菜王国の推進 

・西川町の中核産業である農林業（特に山菜関係）は、担い手の減少・高齢化や労働不足が特に

進み、生産性の維持・向上と担い手の育成・確保は喫緊の課題です。西川町の魅力の１つとなっ

ている山菜の安定供給や啓翁桜等の農産物の増産のためには、高齢者の農業参加や農業の効率
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化のために AI（人口知能）・ロボット等による生産性向上や農業法人化支援・農業法人との協調、

最先端技術を活かした通年型の施設園芸の実践を通じて、稼ぐ農林業との連携強化などの取組

を推進していきます。 

 これを実現することで、通年型農業・次世代型農業事業の確立を通じて、農林業に関わる方の

収入を向上させ、移住者が農業の新たな担い手として安心して町にお越しいただけるようと取

り組んでいきます。 

 
【具体的な主要事業】 
□次世代型施設園芸農業（通年栽培） 

□ロボット技術や ICT（情報通信技術）等の先端技術の活用による新たな農業（スマート農業）

機器整備 

□国の制度などを積極的に活用し新規就農者の確保並びに育成に関する事業 

 
■地域資源を活かした個性あふれるまちづくり 

・西川町は、人口減少・高齢化が進行し中山間地域である一方で、豊かな自然や魅力ある多彩な

地域資源・文化等を有し、次の時代につなぐ価値を秘めています。西川町が、基幹産業である観

光業や農林業、建設業、サービス業の「仕事づくり」を軸として、地域資源やデジタル技術を活

用し、多様な内外の人材を巻き込みながら活力を生み出し、地域課題解決に向けて取組を積み重

ねることで活性化を図っていきます。 
 
【具体的な主要事業】 
□担い手不足によって管理できない山菜園地の再生事業 
□西山杉を活用した移動式サウナ及び木工商品づくり 
 

■再生可能自然エネルギー活用の推進 

・小水力、木質バイオマス（再生可能な木材など有機性資源）、太陽光等の再生可能エネルギーの

導入は、エネルギー安全保障の強化や、脱炭素社会の創出に加え、新しい産業の創出・雇用拡大

の観点からも重要であり、地域活性化に繋がる取り組みを進めていきます。この取り組みは経済

的に自立できる地域を作り出すことにもつながり、地方創生と ESG（環境への配慮・社会課題解

決・健全な企業統治）に積極的な民間企業とのつながりの強化による地域経済活性化、脱炭素化

への地域経済の円滑な移行などにつなげていきます。 

 
【具体的な主要事業】 
□森林活用を進める間伐材を活用した木質バイオマス発電の整備 
 

■イノベーション創出 

・課題解決や持続可能な地域づくりにつながるイノベーション・起業・事業承継を創出し、複合

施設等において、町民、アントレプレナー（起業家）や西川ファン、複業人材とつないで伴走支

援していきます。 
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【具体的な主要事業】 
□全国から西川町の地域課題に対して当事者意識を持つ人たちを集めチームになり計画と資金

調達を行い、新たな事業を生み出す関係人口創出・地域課題解決プロジェクト事業 
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第２章 外に開かれ、みんなをつないでパートナーシップを大事にする西川町をつくる  

（町民との対話・地域コミュニティ、関係人口創出） 

 

１．基本方針（町民との対話・地域コミュニティ） 

町民との協働を確かなものにするためには、町が方針を企画段階においても積極的に情報発信す    

るとともに、「だれが何で困っているのか」「誰が何をやりたいのか/得意にしているのか」を可視化  

することが最も重要です。このため、可視化に向けた敷居の低い役場にむけた取組を行い、デジタ 

ルの活用や、町民等との対話を積極的に行います。 

一方、これまで、西川町は実質的にコンパクトシティ（生活サービス機能や住宅の集約）を推進

してきたことをから、海味区と各地域の格差が広がってきています。これを踏まえ、地域を超え

て労働力等を共有する政策も実施していきます。 

 

そして、この章で掲げる 8 年後の西川町の将来像を実現するためには、下記の状態になっていく

こと目指していきます。また、その状態になるために行う施策とその指標となる数値 KPI は下記の

とおり設定していきます。 

 
(1)【状態】町民が地域内外問わず自由に交流でき、コミュニティ活動が盛んになっている 

【施策】プロジェクトベースで町民がつながり「すっだい」ことを実現していく 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

地域の枠を超えた団体補助金の活

用件数 
12/年 20/年 

 

(2)【状態】町民が学びを通して交流し、つながっている 

【施策】世代間・地域間交流で地域の生活文化を伝承する 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

各種教室・ｻｰｸﾙ活動の開催数 
文化祭発表団体 40 団体 

ｽﾎﾟｰﾂｻﾎﾟｰﾄ西川 6教室 

文化祭発表団体 45 団体 

ｽﾎﾟｰﾂｻﾎﾟｰﾄ西川 12教室 

各種教室・ｻｰｸﾙ活動の参加者数 
文化祭来場者数 685 人 

ｽﾎﾟｰﾂｻﾎﾟｰﾄ西川会員数 147 人 

文化祭来場者数 1,000 人 

ｽﾎﾟｰﾂｻﾎﾟｰﾄ西川会員数 300 人 

 

 (3)【状態】各地域の財産（建物、山林など）の管理負担が軽減されている 

【施策】町有林や水利等の将来的な維持管理につながる支援を実施 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

町有林野貸付料に関する対話会の

実施回数 
0 1/年 
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(4)【状態】対話会の重要性が認識され、いつでも実交流ができる体制が整えられている 

【施策】月 2回以上、町民とお話する場「対話会」を実施しニーズベースの事業を実施する 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

対話会の実施回数 34/年 36/年 

特に以下のことに留意した施策を講じていきます。 
 
■地域コミュニティ機能の維持・強化 

・町の魅力を高める上では、温かみのある、やりたいことを応援する、困っている人をサポート

する意欲にあふれる地域コミュニティづくりが必要となっています。 
しかしながら、人口減少や高齢化、感染症等により地域の担い手が不足することに伴い、地域

コミュニティの活力が失われつつあることから、当該地域活動への若手の関与・役員登用のほか、

人的・機能的な補完を目的とした、集落支援員や地域おこし協力隊等による各地区での拠点づく

り、郵便局などの既存施設の行政サービス窓口としての活用、デジタルの活用による地域の高齢

者の見守りやネットワーク化を図っていきます。 
 また、区の人口構成は、区によって差が拡大する傾向にあることから、区外の方々と交流・応

援要請を促すほか、区にとらわれることなく、区を超えたコミュニティ活動を支援していきます。 
 
【具体的な主要事業】 
□地域の活力を促すため各地域へ自主的活動を促す「地域づくり活動補助事業」の実施 
□国の制度である「地域活性化企業人」や「地域おこし協力隊」など外部人材の活用 

 
■町民が「やりたいこと」の後押し 

・町民や西川ファンの「西川町のために、やりたい・すっだいこと」が、町の活性化や地域課題解

決につながる場合は、資金的な援助（まちづくり団体補助金）と、町内外や地区内外の人と人を

つなぎ、町が伴走し、その実現を後押ししていきます。 
 
【具体的な主要事業】 
□地域の枠を超えた意欲ある町民がつながり活動を実践できる「まちづくり団体活動補助事業」

の実施 
 
■財産管理の仕組みづくり 

・地域内の共同財産等が将来にわたり持続可能な管理・活用ができる仕組みとなるよう地域の

方々と対話を進めていきます。 
 
【具体的な主要事業】 
□農業用施設（農道・農業用水路・ため池など）の機能の維持・発揮のための地域活動や営農活

動に対して国の制度である「多面的機能支払交付金」事業を実施 
□町内各地域が管理している農業用水路の改修に対する補助事業 
□町内各地域が実施している山林内の林道・作業道の維持管理作業や改修に対する補助事業 
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□町有林管理にかかる町・地元の費用負担の見直し 
 
 

２．基本方針（関係人口の創出） 

現在、デジタル化の進展は、地理的・時間的な距離に関係なく、コミュニケーションが取れる

環境が整備されたことにより、関係人口が創出・拡大に寄与します。この状況を踏まえ、これか

らの西川町は、ワーケーション（「ワーク」と「バケーション」を組み合わせた造語。観光地で働

きながら休暇を取ること）環境の整備と情報発信を行うとともに、地域を繰り返し訪ね、住民と

来訪者の関係性を深めるため、サテライトオフィス（企業本社・本部から離れた所に設置された

事務所）などを整備することにより、第２のふるさとづくりを推進し、西川町への関係人口を生

み出すことを目指します。 

 

そして、この章で掲げる 8 年後の西川町の姿を実現するためには下記の状態になっていくこと

目指していきます。 

(1)【状態】西川町の魅力がしっかり外に伝わり、人と物の交流と商流ができている 

【施策】SNS による効果的な情報発信、アンテナショップ(企業や地方自治体が商品を広く紹介

したり消費者の反応を探ったりする目的で開設する店舗)による PR・関係人口創出 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

交流人口（人） 740,000/年 1,000,000/年 

ふるさと納税件数 10,820/年 20,000/年 

 

(2)【状態】町内外の人が楽しめるイベントがあり町内に多くの人が訪れている 

【施策】月山湖・弓張平公園など大規模イベントが可能な場所でのイベント、雪を使った町内

全域のイベント開催 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

イベント開催の参加者数 10,000/年 20,000/年 

 

(3)【状態】町内外の人が気軽に集える場所があり、いきいきと交流できている 

【施策】カフェや仕事、交流など多くの人が交流できる空間整備、公園でキャンプ、空き家を

利用した交流スペースづくり 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽの開設数 1 5(累計) 

ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽの来場者数 200/年 5,200/年 

 

(4)【状態】町外の人が西川町に短期滞在しながら学ぶ「山村留学」によって移住につながってい

る 

【施策】町外の方々から「西川ファン」になっていただくきっかけとして学校教育に留学事業

を導入 
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KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

サテライトスクール利用者数 - 50/年 

サテライトスクール経験者の移住

者数 
- 8(累計) 

※サテライトスクールは、西川町内への短期滞在型の体験留学のこと 

 

(5)【状態】町民・移住希望者のニーズにあった住宅・アパート等が充足されている 

【施策】多様なニーズに即した町営アパートの建設、空き家の再利用を促す支援強化 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

新たな居住可能住宅の設置戸数 112 130 

 

(6)【状態】町外に出る情報を町民も共有している 

【施策】誰もがいつでもアクセスできる開かれた情報交換ができる機会をつくる 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

公式 LINE 登録者数 1,026/年 2,000/年 

 
特に以下のことに留意した施策を講じていきます。 
 
■西川ファンの拡大 

・町に対して外の方から共感をもって頂くためには、町としても人と人をつなぐ役割を、丁寧自

発的に行うなど、町職員と町民もマインドチェンジ（意識改革・変容）が重要です。町は、町民

一人一人が主役となって外部とつながり、関係人口獲得に向けてご協力いただけるように後押

していきます。なお、他地域の差別化が図られ、関係人口や連携協定締結先との協働事業を行う

場合は、積極的に国家戦略特区を活用していきます。 
 
【具体的な主要事業】 
□官民連携・共創を進めるため民間事業者との連携協定の積極的な締結 
□関係人口創出の可能性が高い大都市で西川ファンを拡大するための拠点づくり 
 

■転職なき移住の推進 

・人口維持のためには、町外への流出抑制と西川町への流入が必要です。「転職なき移住」の推進

など地方への人材の還流を目指し、西川町においても都会と同じように仕事ができる環境を整

備していきます。また、デジタル技術を活用して地方創生に資するテレワーク（地方創生テレワ

ーク） や複業・兼業等による「転職なき移住」を更に推進することにより、地理的・時間的な

条件にかかわらずあらゆる地域で同じような働き方を可能とする環境を整え、新たなイノベー

ションを促進していきます。 
・これらの取組を通じて、地方と他地域の交流の間口をデジタルの力で広げることにより、リア

ルな交流や地方移住を促し、地方と都市をつなぐ人材の裾野の拡大を図っていきます。 
 



15 
 

【具体的な主要事業】 
□「転職なき移住」を可能にするテレワークによる仕事もできて町内の方々と交流もできる産業

振興複合施設（コワーキング・サテライトオフィス機能を持つ）の整備 
□西川ファンが移住を考えるきっかけとなる町内滞在で活動する拠点「お試し住宅」の整備 
□メタバース（仮想空間）構築による関係人口の構築事業 
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第３章 子育ての希望をかなえ、この地域ならではの学びを保障する西川町をつくる  

（結婚・出産・子育て・教育） 

 

１．基本方針（結婚・出産・子育て） 

人口減少・少子化を食い止め、地域の持続可能性を高めるために結婚・出産・子育てがしやす

くなるまちづくりを進めます。また、地方経済の活性化を図る上でも、若い女性を含めて働きや

すい環境を整えることにより、経済活動を促進していきます。  
 
そして、この章で掲げる 8 年後の西川町の将来像を実現するためには、下記の状態になってい

くこと目指していきます。また、その状態になるために行う施策とその指標となる数値 KPI は下

記のとおり設定していきます。 
 
(1)【状態】子育て世代が経済的に安心して出産・育児ができている 

【施策】出産・育児への支援金の確保強化、高校生就学への支援金確保、西川町に戻って来ら

れるような教育ローン返済補助金制度の創設 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

教育ローン返済補助制度利用者数 - 50 人（累計） 

卒業後西川町に居住し補助金を受

給した人数 
- 15 人（累計） 

 

(2)【状態】子育て世代が安心して仕事と育児の両立ができている 

【施策】働きながら子育てができるよう子どもを預かる場所を増やす 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

放課後子ども教室登録者数割合

(％) 
51 70 

放課後子ども教室平均利用者数割

合(％) 
15 25 

 

(3)【状態】親子が身近に遊び、体験できている 

【施策】通年気軽に遊べる場所づくり、既存公園を子育て世代が利用しやすい環境に再整備す

る 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

公園・屋内施設への遊具新設数 0 3(累計) 

公園・屋内施設への更新数 0 3(累計) 

 

(4)【状態】子育て世代が気軽に悩みを相談できている 

【施策】子育て経験者の体験を活用できる環境づくり、子育て世代同士や世代間での交流がで

きる環境づくり 
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KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

子育てに関するｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ機会へ

の参加人数 

子育て支援ｾﾝﾀｰ利用者数 

1,591 人/年 

子育て支援ｾﾝﾀｰ利用者数 

1,800 人/年 

 

 (5)【状態】結婚を望む者同士が気軽に出会える機会や場所が確保されている 

【施策】街コンや自分磨き講座を定期的に開催する 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

町民の成婚組数 3/年 10/年 

 

特に以下のことに留意した施策を講じていきます。 
 
■結婚・出産・子育てへの支援 

・望めば結婚・出産できるような環境を整えるため、新生活への経済的支援を含む結婚支援や、

妊娠・出産への支援、地域・社会による子育て支援など、それぞれのライフステージに応じた総

合的な少子化対策に取り組みます。  
 
【具体的な主要事業】 
□西川町で生まれた赤ちゃん全員に対する出産祝い金の支給 
□保育園・学校給食の無償化並びに高校生までの医療費無償化 
□高校生の就学に対する支援金の実施 
□卒業後町内に居住することを要件に、高等教育を受けるために必要となる教育ローンの元利

金全額を補助する事業 
□結婚を希望する方々に出会いのきっかけをつくり地域全体で結婚を支援する「結婚推進事業」 
 

■デジタル技術の活用による取組 

・オンラインによる母子の健康相談や、母子健康手帳アプリの拡大などデジタル技術の活用によ

り、子育てにおける対面のコミュニケーション不足を補う取り組みを進めます。 
 
【具体的な主要事業】 
□母子健康手帳アプリ導入並びに保小中連絡手段のデジタル化 

 
■仕事と子育て・介護が両立できる環境整備 

・ライフステージが変化する中でも仕事との両立が図られるよう、官民を含めた取組を進めます。 
 
【具体的な主要事業】 
□希望する労働者が育児・介護休業を取得できるよう、助成金等を通じた民間企業へのインセン

ティブ（動機付け・報酬・奨励）付与 
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２．基本方針（教育） 

 西川町が持つ豊かな資源（自然・地域に息づく歴史文化や伝承・豊かな町民性）に触れる体験

学習が充実し、ふるさとを愛する心と新たな社会に担い手としての力を身につけるための、保小

中一貫性のある「西川町ならではの学び」を保障し、西川町だからこそできる教育を実施してい

きます。また、変化の激しい時代を生き抜くための教育（IＣT・英語・キャリア教育等）と世代・

地域間交流が充実し、人とつながる力とレジリエンス（逆境をはねのけて回復すること、弾力性、

回復力）・創造性を身につけるため教育を実施していきます。 

 ※ICT（Information and Communication Technology）とは、情報通信技術を意味し、コンピュ

ーターを単独で使うだけではなく、ネットワークを活用して情報や知識を共有することも含めた

用語。 

 

そして、この章で掲げる 8年後の西川町の将来像を実現するためには、下記の状態になってい

くこと目指していきます。また、その状態になるために行う施策とその指標となる数値 KPI は下

記のとおり設定していきます。 

 

(1)【状態】子どもたちが自然や歴史文化、地域住民と触れる機会が充実し、実体験を通した学び

ができている 

【施策】ふるさとを愛する心と西川町の次代の担い手としての力を身につけるため、西川町の

自然や歴史分野に触れ地域の魅力や地域の人たちのやさしさを体感する機会をつく

る 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

中学生が地域の行事に積極的に参

加していると回答した割合（％） 
73 80 

 

(2)【状態】子どもたちの学力向上と心身の育ちや町民の生涯学習を支える機会や場所が身近にあ

る 

【施策】学校における学習支援や特別支援のほか、学校外での空き家、空きスペースとリモー

トワークを交えた学習機会や、困難を抱える児童生徒・保護者を支えるセーフティネ

ットの整備 

町民ニーズにこたえる生涯学習・スポーツの環境や機会の充実、町民の積極的な参画

（計画段階から主体的に関わること）と自走を促す仕組みの構築 

 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

«西川小» 

家庭学習や自主学習に積極的に取

りくんでいると回答した割合（％） 

50 80 

«西川中» 

学校に行くことが楽しいと回答し

た割合（％） 

82 90 
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«西川中» 

自分の将来の夢や目標を持ってい

ると回答した割合（％） 

68 80 

小中学校の NRT 学力ﾃｽﾄ・知能検査

の平均値 

西川小全体 

NRT 教科総合値 49.5 

知能     48.1 

西川中全体 

NRT 教科総合値 51.2 

知能     52.6 

西川小全体 

NRT 教科総合値 52.0 

知能     50.0 

西川中全体 

NRT 教科総合値 53.0 

知能     53.0 

 

(3)【状態】中学校卒業後も高校生や若者が積極的にまちづくりに関わることができている 

【施策】対話会や SNS 等を活用し若者が意見を発信する場を提供する 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

対話会等への高校生～20 代の参

加者数 
- 100/年 

 
特に以下のことに留意した施策を講じていきます。 

 
■町の豊かな教育資源とデジタルを活用した質の高い教育の提供 

・町民総がかりの教育体制のもと、関係人口（西川ファン）との協働も活かしながら、西川町な

らではの自然や出羽三山文化・歴史・伝承に学ぶ体験学習、地域課題解決に向けたチームでの学

習を積極的に進めることで、本物に触れる質の高い学びを実現する「保小中一貫コミュニティス

クール西川学園」を充実し、町の新たな魅力の一つとなるよう取り組みます。 
 
【具体的な主要事業】 
□「保小中一貫コミュニティスクール西川学園」「西川学園運営協議会」「にしかわ地域・学校パ

ートナー会議」の 3 機関連携による町民総参加型の「教育プラットフォーム」の実施 
□放課後子ども教室にしかわの充実 
□都会の子どもとその家族が西川町の生活を体感し西川の良さを知り「西川ファン」になってい

ただくきっかけとなる「サテライトスクール」事業の実施 
 
・子育て世帯においては、子どもたちに十分な教育機会が与えられなければ、居住地候補からは

除外され移住対象地域とはなり得ません。地理的に不利な地域においてもデジタル技術や関係

人口を活用した遠隔教育等を進めることにより、都会と同様の教育機会を提供することが可能

になります。誰一人取り残すことのない個別最適な学びの実現に向け、教育の機会均等や学校に

おける働き方改革の観点からも、ICT の積極的活用による教育の DX に取り組みます。 
 
【具体的な主要事業】 
□ネイティブスピーカー（母国語で話す方）の積極活用並びに本格的な英会話体験や実践の場の

創出、英検受験費用助成など英語教育の充実 
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□GIGA スクール（デジタル機器を活用した学校教育）対応のためのデジタル機器整備並びに

GIGA スクールを進めるための人的支援、プログラミング教育の実践 
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第４章 町民だれもが安心して豊かな心で生活できる魅力的な西川町をつくる  

（健康・福祉・医療・環境・町民生活・インフラ・防災） 

 

１．基本方針 

町民の暮らしを支える地域インフラ（インフラストラクチャの略：社会や経済、国民生活が成

り立つ基盤となる必要不可欠な施設やサービス）は無くてはならない生活基盤です。これら道路

や各種施設や設備の維持管理は町が責任を持ち対応していきます。また、町民アンケートによれ

ば重要分野でありながら満足度が低い公共交通と医療福祉サービスの充実は大きな課題です。そ

して、西川町で生活する場合、雪処理は避けて通れない課題となっています。これらの健康づく

りや交通など人とのつながりに関わる課題は、昔から培ってきたお互い助け合う共助・共創の理

念に基づきながら、現在のデジタル技術の力を合わせた新しい仕組みを作っていきます。 

 

そして、この章で掲げる 8 年後の西川町の将来像を実現するためには、下記の状態になってい

くこと目指していきます。また、その状態になるために行う施策とその指標となる数値 KPI は下

記のとおり設定していきます。 

 
(1)【状態】町民が自ら健康増進のために活動ができている 

【施策】健康増進のための各種教室やスポーツ機器の充実 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

国保特定健診の受診率（％） 62.2（R3） 65.0 

何か一つでも健康づくりに取り組

んでいる人の割合（％） 
- 50 

 

(2)【状態】町民が安心して医療を受けることができる 

【施策】町立病院の機能の維持、オンライン診療・遠隔医療の導入 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

町立病院利用者の満足度（％） とても満足・満足 53 とても満足・満足 75 

※町民アンケートによる 

 

(3)【状態】町民が老後も安心して暮らせる施設が整っている 

【施策】要介護度の低い方でも入所可能な宅老所の誘致 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

町民の施設利用待機者数 
特養ｹｱﾊｲﾂ西川 30 

ｹﾞｽﾄﾊｳｽとこしえ西川 4 

特養ｹｱﾊｲﾂ西川 0 

ｹﾞｽﾄﾊｳｽとこしえ西川 0 
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(4)【状態】 高齢者が地域の中で「ひとりぼっち」になっていない 

【施策】高齢者の困りごとをビジネスにつなげる、おせっかい隊などの体制づくり 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

困ったときの相談相手がいる、相

談先がある高齢者の割合（％） 

心配事や愚痴を聞いてくれ

る人がいない 3.3 

心配事や愚痴を聞いてくれ

る人がいない 0.0 

※介護予防・日常生活ニーズ調査による 

 

(5)【状態】高齢者も障がいのある方も安心して在宅で過ごせる生活支援が整っている 

【施策】リハビリや日常生活ができる機能が維持・回復できる機会づくり 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

困ったときの相談相手がいる、相

談先がある高齢者の割合（％） 

心配事や愚痴を聞いてくれ

る人がいない 3.3 

心配事や愚痴を聞いてくれ

る人がいない 0.0 

※介護予防・日常生活ニーズ調査による 

 

(6)【状態】町民が冬期間安心して暮らしている 

【施策】除雪を行う担い手・ボランティア団体・支援体制の整備を進める、除雪・融雪に対す

る新技術の導入を進める、流雪溝の整備を進める 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

除雪・排雪等に対する町民満足度

（％） 
とても満足・満足 71 とても満足・満足 80 

※町民アンケートによる 

 

(7)【状態】町民が行きたいときに行きたい場所に行くことができる 

【施策】デマンドタクシーなどの交通利便性を強化する、相互扶助でできる交通機能の支援等

新たな公共交通の創出 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

公共交通に対する町民満足度（％） とても満足・満足 40 とても満足・満足 70 

※町民アンケートによる 

 

(8)【状態】町内で買いたいものを買うことができている 

【施策】移動販売車の運行支援、web 通販で食材等が届く仕組みづくり 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

町内小売店舗数 54 55 

 

(9)【状態】町内のインフラが適性に管理、整備されている 

【施策】道路や橋りょう、上下水道などの長寿命化計画策定とその実行 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

橋りょう・道路・上下水道が安全

に供給・維持できている割合（％） 
75 80 
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(10)【状態】町民の防災意識が高まっている 

【施策】自主防災組織が自ら訓練している、消防団の定員が充足されている 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

自主防災組織の防災訓練回数 2/年 12/年 

消防団員定数の充足率（％） 84 90 

 

(11) 【状態】危険空き家はすみやかに解体され、活用可能な空き家が活用されている 

【施策】危険空き家は解体、活用可能な空き家はシェアハウスや交流スペースに活用する 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

危険空き家の戸数 7 7 

 
特に以下のことに留意した施策を講じていきます。 
 
■医療サービスの提供 

・移住、定住につながるまちづくりにおいては、十分な医療水準が確保できない地域に長く暮ら

し続けることはできません。町立病院は町内唯一の医療機関として職員に対する接遇研修を行

い接遇のスキルアップを行うとともに、分かり易い説明に努め、町民の理解を得ながら地域とと

もに歩む病院として医療を提供していきます。 
・医療スタッフについては、医師・看護師等の専門職を確保する努力を行うとともに、地域の医療      
機関との連携強化や積極的に地域医療研修の受入れを行っていきます。 

・新型コロナウイルス感染症で浮き彫りとなった新興感染症の脅威に対しては、平時から感染拡

大時に対応可能な病床など必要な機能を確保し、町民の安心を守る体制を整備していきます。 
・デジタル化への対応として、デジタル技術や関係人口を活用した遠隔医療などを進めることに

より、地理的に不利な地域においても都会と同様の医療サービスを提供することが可能になり

ます。遠隔医療については、地域の限定なくオンライン診療が更に進められるよう、遠隔医療の

実施状況等を踏まえ、医療分野の情報化に取り組んでいきます。  
 
【具体的な主要事業】 
□町内唯一の医療機関である町立病院の医療機能の維持と接遇対応の充実 
□遠隔医療の実証事業 

 
■公共交通・物流による地方活性化 

・買い物や通院等に利用するための十分な移動手段やこれを支えるインフラを確保していきます。

デマンドタクシー（予約型乗合タクシー）や町営バスの利便性を高めるため、町民や民間交通事

業者と対話を重ね、官民や交通事業者間、他分野との垣根を越えた「共創」で地域交通をリ・デ

ザイン（再構築）し、自家用車を持たない高齢者をはじめとする地域住民の移動手段を確保して

いきます。また、必要に応じてドローンを用いた物流サービスを提供するなど、様々な制約があ

る中でもデジタル技術の活用によりサービスを継続することも視野に入れ、地域の生活水準の

向上を目指します。 
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【具体的な主要事業】 
□利用しやすい公共交通体制づくり（路線バス・デマンドタクシー・タクシー利用助成） 
□「町民だれもが利用でき」かつ「乗せてあげることができる」共創型交通の実証事業 
□ドローンを用いた物流サービスの実証事業 

 
■冬に強い西川町の実現 
・冬季間の西川町の暮らしは雪といかに共存するかが大きな課題です。道路等の除排雪体制はし

っかりと維持していきます。 
加えて除排雪がよりスムーズに効率的に行えるようにデジタル技術の導入や流雪溝の整備など

にも取り組んでいきます。 また、雪処理に困っている方々を町内の幅広いネットワークによっ 
て支援できる仕組み、組織をつくっていきます。 

 
【具体的な主要事業】 
□高い技術を持つ除雪・排雪事業の継続実施 
□デジタル技術を駆使し除雪運行状況のオンライン化、見える化の実証事業 
□高齢者の方々が安心して暮らすことができる除雪・雪下ろし費用への補助事業 

 
■デジタルによる地域コミュニティ機能の維持・強化 

・タブレットやスマートフォン等を介した交流の場を提供することで、地域コミュニティの補完

的な取組を進め、安心して暮らせる西川をつくっていきます。なお、デジタルの力を活用して地

域の共助の取組など目に見えない価値を拾い上げ、キャッシュレスのデジタル地域通貨として

流通も視野に入れて取り組みを進めていきます。 
 
【具体的な主要事業】 
□いつでもつながって安心・安全・利便性の向上に資するタブレット PC の全戸配布 
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第 5 章 デジタル田園都市の実現に向けて全力を尽くす  

（行政経営） 

 

１．基本方針 

本計画に掲げた目指すまちの姿「８年以内に生産年齢人口増加に向けて、できるだけ早く町民と

多様な取組において協働し、町外の方から共感の持っていただける町となる」になるために行う

施策や事業の立案にあたっては、事業の選択と集中、継続と展開を大方針として、町民のニーズ

ベース（需要・要望）、国等の補助金及び企業版・個人版ふるさと納税の活用、官民連携（プレイ

ヤーの明確化）、資金循環（経済効果）の観点を評価し、町民との対話や関係人口、連携協定先等

の外の力の活用を基軸として、企画立案していきます。 
その際、将来的に自走化できるよう工夫された取組であるか否かについて留意するとともに、

町として持続可能な財政運営に努めていきます。 

なお、本事業企画にあたっては、原則、国の交付金が獲得できる事業に限定していきます。 

 

そして、この章で掲げる 8 年後の西川町の将来像を実現するための指標となる数値 KPI は下記

のとおり設定していきます。 

KPI 項目 現状（令和 4年度） 目標（令和 12年度） 

財政調整基金及び減債基金額 2,180,000 千円 1,600,000 千円 

将来負担比率（％） 0.0 0.0 

実質公債費比率（％） 11.5 18.0 未満 

 

(1)財政調整基金及び減債基金の合計は 16 億円を確保 

(2)将来負担比率は 0.0％を維持 

(3)実質公債費比率は 18.0％未満を維持 

 
また、国が掲げる以下の４つの柱を中心に取り組みを進めることにより、デジタル田園都市を目

指し、地域との対話も積極的に行いながら、様々な施策をフル活用して財源を確保する等、実効

性を高めていきます。 
 
a デジタルの力を活用した地方の社会課題解決 
b デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備 
c デジタル人材の育成・確保 
d 誰一人取り残されないための取組 

 


