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町と議会が両輪となって

議会は

❸

執行部と一線を画し︑

私は、町長に就任して２期目の
４年目、最後の年に入ろうとして
おります。７年前に就任した際、
私は町民の皆様に「明るく夢のあ
る町民本意のまちづくりに、ク
リーンにさわやかに挑戦したい」
と申し上げ、一貫して「町民本意
のまちづくり」に鋭意取り組んで
まいりました。そして、５つの公
約「町民参加の町政」、「広域観
光推進と農山村再生」、「西川町
らしい教育のあり方」、「安心し
て暮らせる夢のある町」、「行財
政改革」の推進を基本に努力して
まいりました。
今後も引き続きこの姿勢を崩さ
ず、町政の推進にあたってまいり
たいと考えております。町民みな
さんのご理解とご協力をお願い申
し上げます。
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発行にあたって

西川町長

この﹁Ｈ
西川町予算の手引き﹂は︑町民みなさん
の生活に直結する平成二十一年度の西川町の政策や事業︑
そして︑予算内容についてわかりやすく編集したもので
す︒
予算上の専門的な分類でなく︑町民の方々にわかりや
すく捉えていただくように︑大きく七つの項目に分類し︑
グラフなどを入れて表記しています︒
この手引きが︑町民みなさんの町政への理解を促すこ
とになり︑より良いまちづくりの議論のための一助とし
て活用されることを期待するとともに︑町民みなさんの
町政へのさらなる参加を心よりお願い申し上げます︒
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町長からのメッセージ

西川町議会議長

黒坂

久一

くろさか

きゅう いち

今年度は、中期実施計画を進め
るため、本腰を入れて取り組む必
要がある年です。今年度の町の政
策と予算については、町民の方々
を代表して、しっかりと議論を
行ってきました。多くの町民の
方々を代表しているのですから、
いろいろな意見があるのは当然の
ことです。しかし、議論の上、決
定したら、町全体が一丸となり取
り組む必要があります。時代は、
まさに変革の時であり、決断力と
迅速性が求められています。
今年度の執行部の提案について
は、予算額は大きくなりましたが、
将来を見越した計画であり、町民
の方々にも理解していただけるも
のと思います。中期実施計画、ひ
いては第５次総合計画の実現に向
けての執行部の姿勢がよくわかり
ます。
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農林業＋観光＋
商業＝総合産業化
物販と交流の一体
第二の柱は﹁総合産業化
推進による所得向上と就労
場の確保﹂で︑農林業と観
光︑商業等を組み合わせ︑生
産から流通︑消費︑また︑物
販と交流が一体となった事
業展開を図っていきます︒
農業の面では︑﹁山菜の
町﹂形成のため栽培地の造
成を図り︑栽培講習会やシ
ンボルイベントとしての
﹁月山山菜市場﹂を開催し
ます︒また︑一農場一産品
運動を推進し︑農場・グル
ープ単位の振興作物の選定
と栽培を促進し︑園芸作物
の生産拡大を図ります︒山
菜や月山まんまなどの町の
特産品は︑市場流通を主流
にしながらも独自の販路を
確保し︑販売拡大に努めま
す︒さらに︑就農担い手確
保のために︑民宿経営等希
望者も含め︑積極的にＩＪ
ＵＷターン者の受入を行っ
ていきます︒
林業の面では︑繰越事業
で統合小学校建設の用材と
して町内木材を購入し︑町
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持続可能な財政運営の下︑将来を見据えた

と

新たな社会基盤づくり

重要課題

に取り組みます︒

限られた財源の中で

主要事業
総合的な視点で︑町の核
となる拠点地を形成し︑
社会資本の面から定住す
る条件を整備することに
より︑定住人口の維持確
保を図るものです︒
現在︑海味アソウ地区
に統合小学校の建設を進
めていますが︑二十一年
度においては︑校舎︑体
育館などの建設着手︑グ
ラウンド予定地の造成を
行っていきます︒
また︑せせらぎ団地南
側に住宅団地造成を予定
していますが︑公共サー
ビスの利便性や快適な住
環境を目指して︑調査・
設計測量などの準備作業
を進めていきます︒

工夫しました

しい情勢を十分認識し︑
事務事業の一層の経費縮
減に努め︑持続可能な財
政運営に留意しつつ︑将
来を見据えた新たな社会
基盤づくりのために︑限
られた財源の中で重要課
題と主要事業に積極的に
取り組んでいきます︒

統合小校舎建設と
グラウンド造成
団地の調査測量も
中期実施計画の主要施
策の第一の柱は﹁町の核
となる拠点地の形成﹂で
す︒
町道間沢海味線沿線に︑

ト

中期実施計画の
２年目となる
中核の年
現在の西川のまちづく
り は ︑ 第５ 次 総 合 計 画 に
基づき進めているところ
ですが︑平成二十年度か
ら二十二年度までを計画
期間として定めている中
期実施計画では︑﹁定住
人口の維持確保﹂を中心
に据えて︑各分野の施策
が集中的に連動できるよ
うにしております︒二十
一年度は中期実施計画の
二年目であり︑まさに中
核となる重要な年です︒
行財政をめぐる現下の厳

内林業︑製材業の振興を
図っていきます︒
観光業の面では︑四季
の自然を活かした通年観
光や生活文化を活かした
ニューツーリズム事業︑
韓国からの夏スキー誘客
を中心にした国際観光誘
客事業等を展開していき
ます︒
商 工 業 の 面 で は ︑ 景 気・
雇用対策として︑定額給
付金に対応したプレミア
ム付商品券発行事業への
支援を行うとともに︑国
の緊急雇用事業を活用し
て各分野での雇用を確保
していきます︒

﹁統 合 小 学 校 推 進 委 員 会﹂
を中心に開校の諸準備を
進めていきます︒
また︑豊かな生涯を送
る指針となる新生涯学習
計画の策定と同時に︑町
内の人材を活用する生涯
学習人材バンクを設立し
ていきます︒
さらに︑町の自然環境
や教育︑生活文化を基盤
として︑町全体が教育文
化の振興と観光振興を図
る﹁月山朝日かもしか学
園﹂のシステムとともに︑
中長期滞在や移住を促進
する受入体制を整備して
いきます︒
子育て支援のためには︑
次世代育成支援行動計画
策定や地域での支え合い
体制を追究していきます︒

徹底を図るとともに︑高
齢者除雪ヘルパーの個人
登録者数の増加や全地区
での除雪ボランティアの
組織化を目指します︒
危機管理対策として︑
緊急性の高いものから危
機管理・防災関連計画を
順次策定していきます︒
そして︑自主防災組織の
拡大︑月山地すべり対策
に取り組むとともに︑水
源地のクリプトスポリジ
ウム原虫対策のため高度
浄水施設整備を図ります︒
また︑社会資本の整備
として︑道路整備につい
ては︑繰越事業で改良事
業一路線︑防雪事業一路
線︑側溝整備五路線を予
定しています︒そして︑
高度情報基盤整備として
町内に光ファイバーを敷
設していきます︒
さらに︑地域の課題把
握や解決手段の企画立案
作業等を支援していく地
域支援職員派遣制度を継
続するとともに︑自立と
協働の合言葉の下に︑行
政と地域のあり方等を検
討していく地域づくり協
議会及び検討委員会活動
を拡充していきます︒

こんなところを
特別会計予算
特
29億3,327万２千円
万２千円

一般会計予算
52億7,000万円
万円

■ふるさと雇用再生特別基金事業
■緊急雇用創出事業
※Ｈ21一般会計に含む

歳入は
8 2 億 3 2 77万２千円
万２千円

県基金←国の緊急雇用対策
（1,095万１千円）

全体財政規模

ポイン
平成21年度

へ

■地域活性化・生活対策臨時交付金事業
■定額給付金給付事業
■子育て応援特別手当交付金事業

Point

３ 億 8 6 2万円
万円
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255.4％の国庫補助金を見込んでいます。
■県支出金は雇用対策で増（２億5,059万円）
特に、雇用対策として1,095万円ほどが措
置されたことから前年度比113.8％の県補助
金を見込んでいます。
■町債は10億4,790万円を計上
光ファイバーの敷設や統合小学校建設、そ
の他土木関係事業費などに発行を見込み、総
額10億円ほどを計上しています。
■基金繰入は３億5,604万円
財政調整基金、減債基金、地域福祉基金等
から繰入を行います。

平成20年度国の第２次補正予算
（２億9,564万２千円）

※町
※町単独分（1,156万円）
町単
※高齢者医療制度円滑運営事業（141万８千円）
※高
高齢
含む

西川の
西川の
の
まちづくり
まち
づくり

除雪対策の徹底
危機管理対策
光ファイバー敷設
第四の柱は﹁雪対策と
コミュニティ支援﹂です︒
町で安全・安心・快適
な生活を送るためには除
雪対策が重要です︒その
ために生活道路の除雪の

生活対策及び景気・雇用対策を目的とした国の平成20年度第２次補正予算で措置された地域活性化・生活対策
臨時交付金事業、定額給付金給付事業、子育て応援特別手当交付金事業等については、平成21年度への繰越事
業として実施します。これらの事業は平成21年度当初予算と一体として位置づけ、効果のある事業展開を行っ
ていきます。また、国の一連の緊急雇用対策は、県に基金を設置して実施されますが、新年度予算に繰り入れ
しながら積極的に対応していきます。

■町税は減収の見込み（８億6,713万円）
景気低迷や団塊の世代の退職等により、個
人町民税、法人町民税、固定資産税において
減収を見込んでいます。前年度比4.0％減。
■地方交付税は前年度同額（20億5,000万円）
国では生活防衛緊急対策として既定の加算
とは別枠で１兆円増額していますが、算定基
礎となる公債費の減少等で交付税が減額され
る要因もあり、前年度と同額を見込みます。
■国庫支出金は大幅増（３億9,778万円）
光ファイバーの敷設や統合小学校建設にお
ける国の補助事業導入を想定して、前年度比

平成20年度から21年度への繰越事業

平成21年度
平成
成21年
年度

統合小開校準備
新生涯学習計画
全町学園システム
第三の柱は﹁誇れる教
育文化振興と結婚子育て
環境整備﹂です︒
平成二十四年の統合小
学校開校に向けて︑町に
おける小中一貫教育の理
論と 体 制 づ く り の 研 究 継
続 と︑町の教育資源を活
かした教育カリキュラム
の編成を目指すとともに︑

平成21年に向けた予算の流れ

こんなふうに
こん
政策を実施
します
ます

Ｈ21
予 算

35億

40億

45億

50億

55億

52億7,000万円

20年度

49億1,200万円
45億6,200万円

18年度

45億円

17年度

45億6,700万円

16年度

50億2,500万円

自主財源比率の状況

10,000

9,431

9,501

20.6％ 25.0％ 35.0％

2,000

0

H14

一般会計

H15
公共下水道

H16
水道

H17
病院

H18

H19

農業集落排水

H20
簡易水道

H21（見込）
路線バス
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10億1,918万円

民生費
（13.6％）
７億1,616万円
総務費
（16.6％）
％）
８億7,315万円
８億
万円

平成21年度
全体財政規模

82億327万２千円

特別会計予算

企業会計

111.2％ 350.0％

●普通建設事業費…道路・学校等公共用施設の新増設等の投資的経費●公債費…町が借入れた地方債（借金）の元利償還金●人件費…職員等に対し勤労の対価・報酬として支払われる経費●補助費
交付金・保険料等）●物件費…経常的に支出される経費で、消費的性質を持つ経費の総称（賃金・消耗品・燃料費・委託料等）●繰出金…一般会計から特別会計に対し、特別会計が実施した業務に要
に基づき被扶助者に対し生活を維持するために支出される経費●維持補修費…町が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費（除雪費等）●災害復旧事業費…降雨・洪水・地震・その他の
み立てるために設けられた基金等に対して積立する経費●投資及び出資金…町が財産を有利に運用するための手段として会社の株式を取得したり公社のために出資を行う場合に要する経費●貸付
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〈目的別歳出〉公債費（19.3％）

4,000

20.0％

NETWORK

歳出総額

6,000

○公営企業における資金不足比率 資金不足を 経営健全化
準
・公営企業ごとの資金不足額が事業 生じた公営 基
規模に占める割合
企業なし

❼

9,671

教育費
（22.1％）
11億6,365万円

衛生費
（10.2％）
％）
５億3,813万円
万円 52億7,000万円

10,359

8,000

○将来負担比率
・地方債残高のほか一般会計等が将
来負担すべき実質的な負債が標準
財政規模に占める割合
≪町債現在高＋債務負担行為予定額＋
公営企業への繰出見込額＋西村山広域
行政事務組合への分担金予定額＋町職
員退職手当負担見込額等の割合≫

10,778

議会費
（1.3％）
7,025万円
その他
（0.7％）
4,033万円

国民健康保険
大井沢歯科診療所
老人保健
簡易水道
路線バス
公共下水道事業
農業集落排水事業
寒河江ダム周辺施設管理事業
後期高齢者医療
介護保険
宅地造成事業
病院事業
・収益的支出（内訳）
・資本的支出（内訳）
水道事業
・収益的支出（内訳）
・資本的支出（内訳）
計
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わか
項目 りやす
整理 別に く
する
と…

６億1 ,8 4 8 万８千円
3 8 3 万３千円
2 1 2 万２千円
3 ,2 0 8 万４千円
5 ,4 9 4 万３千円
３億9 ,0 7 4 万９千円
2 ,8 0 8 万９千円
3 8 0 万２千円
7 ,4 8 5 万４千円
６億4 ,6 0 9 万円
4 3 6 万円
８億2 ,6 5 7 万５千円
７億6 ,6 7 0 万円
5 ,9 8 7 万５千円
2 億4 ,7 2 8 万３千円
１億2 ,4 8 0 万５千円
１億2 ,2 4 7 万８千円
2 9 億3 ,3 2 7 万２千円

No.

年度

・公債費及び公債費に準じた経費が
標準財政規模に占める割合
≪普通会計公債費＋公営企業繰出（公
債費分）
＋西村山広域行政事務組合へ
の公債費分担金＋ケアハイツ西川建設
元利補給等の割合≫

11,176

商工費
（1.7％）
8,894万円
消防費
（3.3％）
１億7,039万円
農林水産業費
（5.3％）
％）
２億7,942万円
２億
万円
土木費
（5.9％）
％）
３億1,040万円
３億
万円

町 債
（19.9％）
10億4,790万円

平成

○実質公債費比率

11,471

町 税
（16.4％）
％）
８億6,713万円
８億
万円

西川町

0.0％ 20.00％ 40.00％

11,309

公債費
（19.3％）
10億1,919万円

人件費
（18.7％）
％）
９億8,734万円
９億
万円

特別会計

・全ての会計の実質赤字が標準財政
規模に占める割合

12,000

補助費等
（14.5％）〈性質別歳出〉
７億6,647万円

歳入総額
52億7,000万円

21

かいたいしんしょ

○連結実質赤字比率

0.0％ 15.00％ 20.00％

国庫支出金
（7.5％）
３億9,778万円

﹁予算解体新書﹂

・普通会計の実質赤字が標準財政規
模に占める割合

歳出総額
52億7,000万円

プラス

入

地方譲与税
（1.2％） その他
（4.5％）
6,300万円
２億3,756万円
県支出金
（4.8％）
２億5,059万円
繰入金
（6.8％）
％）
地方交付税
（38.9％）
３億5,604万円
万円
普通建設事業費
（25.4％） ３億
20億5,000万円
13億3,512万円

物件費
（8.6％）
％）
４億
４億5,113万円
万円

一般会計

歳

維持補修費
（1.7％）
8,782万円
その他
（1.5％）
8,045万円

扶助費
（2.8％）
１億4,846万円
繰出金
（7.5％）
３億9,402万円

特別会計

町債残高（百万円）

○実質赤字比率

財政用語
説
明

町債残高（町の借金）の状況

一般会計当初予算

出

まちづくりにかかるお金を
解体してご覧ください︒

西川町算定結果 早期健全化基準 財政再生基準

歳

平成 年度における西川町の当初
予算を︑各視点から詳しくご説明
します︒

平成19年 6 月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法
律」が公布され、この法律により地方公共団体は毎年度、実質
的な赤字や公社・第三セクター等を含めた実質的な将来負
担等に係る指標である 4 つの【健全化判断比率】
〔（1）実質赤
字比率、
（2）連結実質赤字比率、
（3）実質公債費比率、
（4）将来
負担比率〕及び【資金不足比率】を算定し、議会への報告と公
表を行うこととなりました。
西川町では平成19年度決算に基づき算定したところ、いず
れの指標についても早期健全化判断比率を下回っておりま
す。

財政調整基金とは、経済不況などによる大幅な税収減や
災害の発生などにより思わぬ支出の増加に備えて、財源に
余裕のあるときに剰余金などを積み立てておくものです。
減債基金とは、公債（借金）の償還を計画的に行うため
資金を積み立てる基金のことです。
基金残高（百万円）
その他特定目 2,000
1,857
1,829
1,777
1,710
的基金とは、特 1,800
1,621
1,596
357
357
221
361
定の目的（西川 1,600
365
472
町では地域福祉、 1,400
町有施設整備、 1,200
916
898
903
863
1,000
738
丸山薫記念基金、
686
800
ふるさとづくり
600
基金）のために 400
574
553
584
586
493
資金を積み立て 200 463
る基金のことで
0
H14
H15
H16
H17
H18
H19
す。
その他特定目的基金
減債基金
財政調整基金

労働費631万円／災害復旧費200万円／
諸支出金1202万円／予備費2000万円

健全化判断比率・資金不足比率の状況

基金（町の貯金）の状況

目的別歳出その他

自主財源とは、町が自主的に収入しうる財源をいい、具
体的には、地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、
財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入がこれに該当
します。
自 主 財 源 比 40.0％
35.1％
33.7％
率 と は 、 歳 入 35.0％
31.8％
30.7％
全 体 に 対 す る 30.0％
27.3％
29.8％
自主財源の占
26.5％
26.2％
25.0％
める割合をい
い 、 地 方 財 政 20.0％
の 自 主 性 を 高 15.0％
め る 意 味 で 、 10.0％
この割合が高
5.0％
いことが望ま
0.0％
れます。
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21

災害復旧費200万円／積立金657万円／投資及び出資金
2086万円／貸付金3102万円／予備費2000万円

19年度

町が標準的な行政サービスや基本的な社会資本が提供で
きる経費に対して、自主的に調達できる財源（町税や使用
料、手数料など）がどのくらいあるかを示す指標を「財政
力指数」と言います。
数値が「1.00」以上であれば100％自分たちのお金で町の
運営ができることを 0.300
0.297 0.297
示します。
西川町は30％程度 0.295
0.294
0.294
の経費を自分たちの
お金で賄い、その他 0.290 0.289
0.290
の約70％は国や県な
どに依存しているこ 0.285
0.284
とを意味します。
財 政 力 指 数 と は 0.280
「町の体力」の基準
0.275
となる数値です。
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

歳 入
その他

項目別予算
項

目

名

１ 福祉と子育て対策

金

額

構成率

11億5,966万1千円 14.1％

２ 健康づくりと生活環境整備 30億1,146万3千円 36.7％
３ 産業の創造と振興

３億5,865万円

4.4％

４ 生活基盤の整備

5億8,562万7千円

7.2％

５ 安全・安心対策

1億7,500万5千円

2.1％

６ 教育の振興

11億6,365万3千円 14.2％

７ 議会と行財政の運営

17億4,921万3千円 21.3％

等…町から他の地方公共団体もしくは民間に対し、各種の行政上の目的をもって交付される現金的給付金（補助金・負担金・
した経費を、出資、貸付、負担金という形で支出されるもの●扶助費…社会保障制度の一環として児童福祉法・老人福祉法等
災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するための経費●積立金…特定の目的のために財産を維持し又は資金を積
金…地域住民の福祉増進や地域の振興を図るため、町が、直接あるいは間接に、現金の貸付を行うための経費

計

82億327万2千円

100％

Ｐ.８から、この項目ごとにご紹介します。関連がある
ところでＨ21への繰越事業や緊急雇用対策事業を説明。
NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

❻

利子割交付金150万円／配当割交付金50万円／株式譲渡所得割交付金０円／地方消費税交
付金5600万円／自動車取得税交付金1700万円／地方特例交付金420万円／交通安全
対策特別交付金220万円／分担金及び負担金269万円／使用料及び手数料5245万円／
財産収入2867万円／寄付金110万円／繰越金1000万円／諸収入6125万円

30億
平成
21年度

財政力指数の状況

性質別歳出その他

一般会計予算の推移(当初)

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

■介
■介護予防事業の積極的な取り組み
取
取り組み
介護保険料は所得等に応じて３年おきに見
じて３年おきに見
直しが行われます。新年度が見直し時期にな
りますが、西川町では、基本的に保険料（基
準月額3,640円）をアップせずに事業を運営
していきます。町の保険料は、県内でも低い
ほうに位置し、西村山管内の町では一番低く
抑えられています。
地域包括支援センターを核とし、高齢者が
いつまでも元気で生活が送れるように介護予
防事業に積極的に取り組み、保険給付費の増
加を抑え、制度の適正な運営を図ります。

「緊急雇用創出事業」を活用
高齢者就業開拓事業
高齢者の新規就業を開拓する人員を、シルバー人材
センターに配置します。

Ｈ21への繰越事業

「子育て応援特別手当」
予算額237万９千円
左記の予算とは別途。
平成20年３月末において３〜５歳の子（Ｈ14.４.２〜
Ｈ17.４.１生まれ）であって、第２子以降である児童
について、１人当たり３万６千円を支給します。

予算額
２億3,418万8千円
■各福祉団体の活動支援
身体障害者福祉協会、ともしび会、手をつ
もしび会 手をつ
もしび会、手をつ
なぐ親の会、母子福祉会、遺族会、傷痍軍人
会等の各福祉団体の活動を支援するために補
助金を交付するとともに、福祉バスを更新し
ます。
■障害を持つ方や介護する方の支援
重度な心身障害を持つ方々の医療費を助成
するとともに、障害を持つ方が自立できるよ
うに「さくらんぼ共生園」等への通所支援や
運転免許取得助成、介護・訓練給付、補装具
や日常生活用具等の給付を行います。また、
人工透析が必要な方へ通院費助成を行います。
また、寝たきり（要介護４・５階級）の高
齢者や重度障害者、精神障害者を介護してい
る方々約40名へ介護激励金を支給します。
■高齢者の活動や生活支援
1,500名の会員を有する老人クラブの連合
会や26団体の地域単位クラブの元気な活動経
費を補助します。また、元気な高齢者の方が
活動できるようにシルバー人材センターへの
補助を行うとともに、新規に就業できるよう
支援を行う専門の人員を配置します。また、
100歳の長寿を祝う敬老金の支給を継続しま
す。
施設入所が必要な場合のために西村山広域
老人ホーム「明鏡荘」への分担金や入所措置
費の対応を行うとともに、低所得の方がケア
ハイツ介護サービスを利用するときは負担を
軽減できるようにします。
■拠点機能の維持と地域ネットワーク
地域福祉の拠点施設である老人福祉セン
ターの運営補助を行うとともに、運営主体で
ある社会福祉協議会に運転資金を貸し付けし
ます。また、地域の隅々まで福祉の目配りを
するために32名の民生児童委員を委嘱し、そ
の活動を支えます。
■結婚支援
結婚推進員を５名から10名に増員し、仲人
活動を活性化していきます。

福祉と子育て対策

❾

予
予算額
特別会計６億４,６０９万円
特
一般会計繰出８,９７４万円
一

障害を持つ方や
高齢者の方々の
生活支援

■社会的弱者の方々への支援策を実施していく
とともに︑高齢者の方々がいきいきと安心して
長寿を迎えることができるように︑就業や老人
クラブ活動などの支援︑介護保険事業など多面
的な政策を展開していきます︒また︑町の次世
代を担う子どもが︑より多く誕生し︑健やかに
成長できるように︑成長年齢に合わせたきめ細
やかな支援策を展開していきます︒

■出産支援と乳幼児健診、医療体制の充実
医
医療体制の充実
安全に健康なお子さんを出産していただく
出産していただく
ために妊婦健診の助成を５回から14回に増や
回から 回 増
します。また、マタニティスクールや離乳食
教室を開催しています。
乳幼児の健診は、従来の４ヶ月児、12ヶ月
児、１歳６ヶ月児及び３歳児を対象に行って
きましたが、新年度は心身の発達に重要な５
歳児を対象にした健診を新たに行い、就学ま
でのお子さんの健やかな成長を支援します。
また、虫歯予防についても２歳児からのフッ
素塗布の実施を継続するとともに、新たな虫
歯予防対策の検討にも力を入れていきます。
子どもが医療を受ける時は、昨年まで就学
前は無料でしたが、今年度は、さらに、小学
生になって入院した場合の医療費の無料化や
母子家庭への医療費助成を行います。
また、お子さんの誕生を望む夫婦の不妊治
療の経費は、第２子以降であっても助成の対
象とします。
■誕生祝いと育児経費の支援
第３子以降の子どもが誕生した場合、10万
円のお祝い金を支給するとともに、０〜１歳
児（約80名）を養育する保護者には月3,000
円のオムツ代を助成します。また、育児経費
の支援として毎月約500名の子どもを対象に
児童手当を支給していきます。支給額は、月
額１人当り、３歳未満の子どもは10,000円、
３歳以上12歳までの第１子及び２子は5,000
円、第３子は10,000円となります。
■保育所・子育て支援センター等の運営
新年度の保育園入園児童は、０歳児５名、
１歳児12名、２歳児14名、３歳児39名、４歳
児37名、５歳児48名、計155名の予定ですが、
保護者の方が安心して預けられるように運営
していきます。また、未就園児の保護者を対
象にした育児講座や研修会等を行う子育て支
援センターや、園児の送迎等、子育て支援を
行うファミリーサポートセンターを維持、運
営していきます。

保険料を
保
アップせず
ア
適正な運営を
適

1

社会福祉

予算額
１億８,９６４万３千円

2

介護保険事業

次世代を担う
子育て支援の拡充

母子保健・子育て

3

１１億５,９６６万１千円

１４.１％

Ｈ21全体財政規模
８２億３２７万２千円

全体予算の中に占める
「福祉と子育て対策」
予算の割合
NETWORK

健康福祉課
町民税務課
ƝƉŽǁ

特集号

❽

■国民健康保険の運営
■
町民の方の中で、国民健康保険に加入して
康保険に加入して
いる一般被保険者の方は1,540名ほどですが、
町一般会計からは5,362万３千円を繰り出し、
国民健康保険会計特別会計は６億1,848万８
千円を予算化し、特定健診、療養の給付等を
行います。
■後期高齢者医療への対応
後期高齢者医療保険の運営は広域連合で
行っていますが、その対応のために特別会計
を設置しています。町一般会計からは、広域
連合共通経費分の分担金や低所得者分の軽減
分として2,944万４千円が繰り出され、特別
会計の予算額は7,485万４千円になります。
また、医療費実績に基づき広域連合への療養
給付費負担金6,896万円を支出します。
■町立病院、各診療所等の維持
町の医療の拠点である町立病院や岩根沢、
小山、大井沢の各診療所の維持のために、町
一般会計から１億7,500万円を繰り出し、病
院事業会計の予算額（収益的＋資本的）を８
億2,657万５千円としています。同様に、大
井沢歯科診療所の運営のために町一般会計か
ら165万２千円を繰り出し、同特別会計予算
額を383万３千円としています。
また、昨年度は休日における１次診療機能
としての町立病院の稼働日数を月１回、年12
回増加させ、休日救急医療に当たってきまし
たが、今年度も継続していきます。

「緊急雇用創出事業」
を活用
医師事務作業補助事業
検診データ等、医師入力項
目の補助入力を行う人員を
病院に配置し、医療の効率
化、スピードアップを図っ
ていきます。
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Ｈ21への繰越事業

予算額
９,１６６万５千円
■生活習慣病対策、後期高齢者健診事業
齢
齢者健診事業
生活習慣病の中でも特に死亡率が高い「が
死亡率が高い「が
ん」は、町独自の判断により国の基準より５
り
基準 り
年早い35歳から受診できるようにしています。
がん健診は町立病院と成人病検査センターで
行い、自己負担は概ね３〜５割で、それ以外
の費用は町が負担しています。
また、特定健診が導入されたことによる健
診項目の不足分を補うために、被扶養者健診
と後期高齢者健診に対しては以前と同じ健診
項目となるように、町独自で健診項目を追加
して実施しています。1日ドック1,000名、１
泊ドック95名、早朝健診200名、さがえドッ
ク300名、被扶養者健診追加健診300名、レ
ディース健診150名、後期高齢者健診450名を
見込んでいます。
■感染症予防
生後３ヶ月〜18歳までのお子さんの各種予
防接種と65歳以上の方の結核検診を無料で受
けられるようにしています。
また、65歳以上の方のインフルエンザ予防
接種は半額を助成しています。
■健康づくりの普及活動
各地区婦人会から選出された約70名の健康
づくり推進員に運動や食事について学んでい
ただき、地元に普及していただきます。
また、町内で開催されるさまざまな食育活
動の推進役となっていただくために、食生活
改善推進協議会の活動支援を行います。
■保健センターの施設維持管理
健康づくりの拠点となる保健センターの維
持、管理を行っていきます。

「高齢者医療制度円
滑運営事業」を活用

健康づくりと生活環境整備

予
予算額
１８億５,７６９万１千円

予防・健診の
徹底と意識啓発を

■町民の方々が健康で快適な生活を送ることが
できるように︑その手立てと環境整備に取り組
んでいきます︒各健診事業や予防接種とともに︑
国民健康保険や後期高齢者医療保険の運営︑さ
らに町立病院の運営維持など町民の方々の健康
を守る砦を強化していきます︒また︑上水道や
下水道︑ゴミ処理など基本的な生活環境の整備
を行っていきます︒

■高度浄水施設の測量設計や給水圧解消工事
や
や給水圧解消工事
小山・軽井沢、岩根沢、本道寺、志津、大
本道寺、志津、大
本道寺
志津 大
井沢、沼山中岫の各地区は簡易水道事業で、
簡易水道事業で
それ以外の地区では水道事業で飲料水が供給
されていますが、それぞれ特別会計を置いて
います。町の一般会計からは、水道事業に
1,890万９千円、簡易水道事業には532万４千
円が繰り出され、それぞれの予算額は、水道
事業２億4,728万３千円（収益的＋資本的）、
簡易水道特別会計3,208万４千円となってい
ます。
水道事業においては、水質検査の委託や大
型メーター（６基）の交換、吉川根際地区へ
の消火栓新設に伴う工事、また、強い下痢な
どを引き起こすクリプトスポリジウム原虫対
策のために高度浄水施設の測量設計やボーリ
ングによる地質調査の委託等が予定されてい
ます。また、簡易水道事業では、各地区にお
ける量水器の検針委託や施設修繕、大井沢中
上地区における給水圧解消工事等が予定され
ています。

保険制度の充実と
保
医療体制の維持
医

1

健康づくり

予算額
３億３６０万円

2

保険・医療

安全な上水を
安定的に
供給するために

上水道・簡易水道

3

３０億１,１４６万３千円

３６.７％

８２億３２７万２千円

予算額141万８千円

Ｈ21への繰越事業

上記の予算とは別途。
後期高齢者医療制度の円滑
な運営に係るシステムの改
修事業を行います。

保健センター屋根防水改修事業
予算額603万８千円

「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用

上記の予算とは別途。
保健センターの屋根の防水改修工事を行います。

健康福祉課

全体予算の中に占める
「健康づくりと生活環境
整備」予算の割合
NETWORK

町立病院
町民税務課
建設水道課
ƝƉŽǁ

特集号

❿

快適な生活環境の
整備をめざして
予算額
１億５,１７２万３千円

■ゴミの回収・処分とリサイクル
イ
イクル
家庭から出るゴミは、定期的に回収し、広
期的に回収し、広
期的に回収し
広
域行政事務組合で運営するクリーンセンター
に運び込み処理していますが、そのための収
集運搬作業の委託やクリーンセンター運営の
分担金を支出しています。リサイクルできる
資源ごみの回収実施団体への奨励金の交付や
その回収業務の委託を行うとともに、地域の
環境美化活動を推進する衛生組合活動を支援
しています。
■小山鉱山坑内水の中和
間沢川に流れ込んでも大丈夫なように、か
つての小山鉱山の坑内水の中和処理作業を継
続しており、関係機関への負担金も支出して
います。

4
３種別の対応で
３
で
浄化機能の向上
浄
上
予
予算額
６億６７８万４千円
６

下水道・集落排水等

5

ゴミ処理・環境美化

■一農場一産品運動と試験栽培
栽
栽培
町内12農場の中で、沼山農場が南瓜、間沢
農場が南瓜 間沢
農場が食用菊、小山農場がエゴマを栽培奨励
していきますが、他農場についても振興作物
を選定してもらい栽培奨励していきます。
また、新たな特産品を開発するため、農家
経営相談員を設置し、個別農家を対象に、南
瓜、枝豆、行者にんにく、アスパラガスなど
の栽培指導を継続するとともに、今後栽培普
及を図っていく作物を選定するため、東部・
中部・西部各地区に試験研究ほ場を設置して
西川町らしい農産物の研究をしていきます。
■園芸農業による通年農業の推進
ＪＡ育苗センター（吉川）の裏作利用や新
たに施設を整備して園芸農業に取り組む農業
者団体（３戸以上のグループ）に対し、施設
整備費用の一部を補助していきます。具体的
には、ビニールパイプハウス及び付帯施設整
備に補助するとともに、野菜をはじめ、早出
し山菜等の作付けや経営指導の体制を強化し、
通年農業による所得向上を目指します。
■山菜栽培普及促進と月山山菜市の開催
月山根曲がりたけ、わらび等の苗の斡旋や
原木なめこ栽培を奨励するとともに、新たな
造林地などの栽培地を確保しながら、現地で
の実践的な栽培講習会を開催し、山菜栽培の
普及拡大に取り組んでいきます。
また、昨年度開催した全国山菜文化産業祭
に引き続き「月山山菜市」を開催し、町民の
方々自らが「山菜の町・にしかわ」を認識す
るとともに広くＰＲする、町を挙げた春まつ
りを開催していきます。

■西川町の立地条件を勘案すると︑農業︑林業︑
商工業︑観光業のそれぞれの基盤強化はもちろ
んですが︑各産業が有機的に連携し︑第一次 ×
第二次 ×
第三次となり︑より付加価値を生み︑
相乗効果が図られる構造を創り上げる必要があ
ります︒町の資源︑素材を確認し︑それらを共
通の宝として︑各分野で有効に活用していく総
合産業化政策を展開していきます︒

予算額
１億６,５76万8千円

産業の創造と振興〝総合産業化〟

一農場一産品運動
と生産量拡大

農業振興

1

■下水道の推進と水洗化の促進
■
促
促進
町内の下水道等の整備については、公共下
ついては、公共下
ついては
公共下
水道事業区域（睦合〜間沢：現接続件数580
沢 現接続件数 80
件）、農業集落排水事業区域（水沢、本道
寺・月岡、西岩根沢：現接続件数122件）、
合併処理浄化槽による個別処理区域（前述以
外の区域）の３種別に分けられています。
個別処理区域における合併処理浄化槽設置
に対する補助や、新たに個別処理区域とした
吉川地区における合併処理浄化槽の過年度設
置分への差額補助、公共下水道区域内トイレ
浄化槽設置者への補助などを行っていきます。
公共下水道事業と農業集落排水事業は特別
会計で事業を実施していますが、町一般会計
からは、それぞれ１億4,039万１千円、2,202
万５千円を繰り出し、その予算は、公共下水
道事業特別会計３億9,074万9千円、農業集落
排水事業特別会計2,808万９千円となってい
ます。

３億5,865万円
4.4％

８２億３２７万２千円

全体予算の中に占める
「産業の創造と振興」
予算の割合
⓭
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産業振興課
NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

⓬

■観光推進機能強化と受入体制整備
体
体制整備
昨年度に引き続き、観光推進機能の中核で
推進機能の中核で
ある月山朝日観光協会の今後の体制のあり方
を検討していくとともに、従来の協会営業専
従嘱託職員に加えて新たに機能強化を図るた
めの専従職員を配置するために必要な予算措
置をしていきます。
また、中長期滞在を促進するシステムの構
築や宿泊施設の担い手確保に向けた取り組み
をしていきます。
■地域資源を活用した体験観光の推進
大井沢地区を中心にした教育旅行は、主に
５月から６月にかけて15校、実人数で1,941名
の受入予定です。国から指定を受けている子
ども農山漁村交流プロジェクトを活用して、
教育旅行のさらなる受入体制整備を図ってい
きます。
また、年間４回にわたる稲わら文化ツアー
や年間８回にわたる河北カルチャーセンター
移動文化教室など、生活文化を活かした体験
ツアーを実施していきます。
さらに、近年注目を浴びている六十里越街
道を活用した誘客プログラムや街道を題材に
した月山俳句大会を開催していきます。

町内商業の活性化
と企業支援
予算額
３,２０３万６千円

■勤労者の福祉、生活向上
町内勤労者の福祉、生活向上対策として、
向上対策として、
向上対策として
県労働者信用基金協会へ保証料補給を行うと
証料補給を行うと
ともに労金へ生活応援ローンの原資貸付金、
勤労者信用保証対策貸付金等を支出します。
■町内商業の活性化
町内商業活動の要である町商工会への育成
補助を行うとともに、味自慢スタンプラリー
や昨年度末から取り組んでいるスタンプカー
ド「月山フレカ」事業など、町内商業活性化
事業を支援していきます。
また、町民の方々が、今以上に日常生活用
品を求めることができる場所の確保に向けて
検討を進めていきます。
■町内企業支援及び起業対策
町内企業30社で組織している西川町企業振
興協議会の育成補助を行うとともに、町内中
小企業の経営安定支援を行うため、県信用保
証協会への原資貸付や町独自の融資制度運用
を行う原資貸付を行っていきます。
また、町内事業所の情報発信を行い、町内
の雇用の場確保に努めていきます。

Ｈ21への繰越事業（町一般財源対応）

「西川町プレミアム付商品券発行事業」補助
「ふるさと雇用再生特別基金」を活用

予算額400万円

観光客誘致推進事業

上記予算とは別途。
緊急経済対策として実施される「定額給付金給付事
業」を活用して、町内商店等での購買力を高め、町内
商業機能の活性化を図るために、町商工会が実施する
「プレミアム付商品券発行事業」に対して補助を行い
ます。
商品券発行額面 １セット12,000円
販売額 １セット10,000円 ※2,000円お得です！
１セット内容 500円券×24枚
発行枚数 2,000セット
販売及び利用期間 4/16〜7/31（約３ヶ月半）
※販売対象は町民の方で、販売場所は町商工会です。

教育旅行や国際観光、着地型ニューツーリズム等の需
要拡大に対応できる人員を月山朝日観光協会に配置し
ます。

⓯

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

2
林業所得の向上と
森林保全

林業振興

予算額
６,３１７万７千円

3

商工業振興

推進機能強化と
通年観光展開

観光振興

4

予算額
９,７６６万９千円
■地元産木材の活用推進
間伐材の有効活用を図るため、「大人の隠
ため、「大人の隠
ため
「大人の隠
れ家」をはじめとする間伐材製品の試作、Ｐ
Ｒ販売に取り組んでいきます。
また、建設組合、製材組合、森林組合など
が連携した月山やまぢから研究会を中心に、
地元産材を活用した住宅建設システムづくり
について、引き続き研究を行っていきます。
■森づくりと自然環境教育
昨年に引き続き、やまがた緑環境税交付金
等を活用しながら、沼山地区民100名ほどの
参加により、60aの山に200本のもみじを植栽
する「もみじの森づくり事業」を実施します。
また、町内小学校６年生を対象にした「ブ
ナの森自然学校」や親子を対象にした「森林
アクティビティ事業」、西山小５年生を対象
にした「緑の少年団育成」などの自然環境教
育事業を展開していきます。
■森林整備と間伐の促進、林道の開設
森林整備を促進するために11区の地域活動
に対して交付金を支給していきます。また、
間伐材利用を促進していくために、水沢沼頭
地区や岩根沢中山地区を予定として15haの
面積に及ぶ間伐作業や作業路開設を行ってい
くとともに、８地区50haに及ぶ未利用間伐
地域の間伐作業も実施します。
さらに、林道熊野線720ｍの開設工事も予
定しています。

■生産グループの育成と担い手の確保
■
既存の認定農業者や農業法人、機械利用組
合はもちろんですが、徐々に育ちつつある生
合
産グループ（月山つまたち研究会、沼の平ア
産
スパラガス栽培グループ、睦合山の神グルー
ス
プ、横岫わらび栽培グループ、海味下山そば
プ
生産組合等）の活動を支援していきます。
生
また、山菜栽培の新たな生産組織の育成や
ＪＡ女性部との連携とともに、ワーキングホ
Ｊ
リディの受入支援などを展開し、町外からの
リ
新規就農者等を受け入れていきます。
新
■土づくり・堆肥供給システムの構築
■
良質の堆肥生産技術や堆肥利用の土づくり
講習会を開催するとともに、町内畜産農家か
講
らの堆肥供給システムづくりに取り組んでい
ら
きます。同時に、寒河江ダムの腐葉土や地
き
ビールかす等を利用した新たな土づくりシス
ビ
テムの開発研究を行っていきます。
テ
■水田畑地化等の生産基盤整備の推進
岩根沢地区３箇所（水沢座、西岩根沢、沼
の平）、沼山地区３箇所（大沼、田代、久保
入間）の水田の畑地化を実施していきます。
■月山ブランド創造と市場・市場外流通対策
営業員を配置して月山まんまや灰汁抜きわ
らび、山菜セット、きのこ、つまものなどの
販路確保と販売促進を行うとともに、山菜の
干し物やこくわ果汁関連の新たな商品開発に
取り組んでいきます。
■農地・景観を守る取り組み
中山間地域等の農業・農村が持つ国土の保
全や水源かん養などの多面的機能を確保する
ことを目的とした中山間地域等直接支払制度
は、平成17年度から実施され、今年度は本制
度の最終年に当たります。協定参加者614戸、
162団地を対象に実施していきます。
また、町全体の農用地の利用を考えていく
農用地利用計画づくりに取り組んでいきます。

「ふるさと雇用再生特別基金」を活用
月山まんま等販路拡大事業
月山まんまなどの販売を強化していくために㈱米月山
に営業専従員を配置します。

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

⓮

予
予算額
８,２９１万３千円
８

■町道の維持・管理
■
道路工手３名を雇用し、道路や橋梁の維
道路や橋梁の維
持・修繕、道路標識や道路照明灯の修繕を行
照明灯の修繕を行
うとともに、前年度に整備した分について道
路台帳の補正を行います。
■マイロード整備＆マイロードサポート事業
各地区で実施する町道や区管理道等の改良
事業等に対して資材費や機械経費を支援して
いくマイロード整備事業とともに、町民の
方々の協力を得て県道沿線の環境美化を行う
費用（植栽花卉、肥料、除草剤等）を支援す
るマイロードサポート事業を継続していきま
す。
■橋梁長寿命化修繕計画の策定
昨年度実施した橋梁点検の結果、損傷が著
しい５橋（風吹橋、本道寺橋、桧原橋、不動
橋、根子橋）について橋梁長寿命化修繕計画
を策定していきます。
■県事業への負担支出
県が主体となって整備する月山志津線や貫
見間沢線の道路整備工事の10％、また、急傾
斜地崩壊防止工事（間沢サッテロ温泉下）の
20％を負担します。

生活基盤の整備

■町道延長91.2kmの除雪（除雪率48.9％）
（除雪率48.9％）
町道の総延長は186.4kmになりますが、そ
になりますが、そ
になりますが
そ
のうち、冬季の除雪を行うのは91.2km分で、
約半分の道路延長を除雪することにしていま
す。現状では、早朝除雪作業延長が限界にあ
り、また、今後、除雪距離の延長が予想され
ることから、除雪機械の配備や作業の内容に
ついても検討していきます。
加えて、今後の流雪溝の整備のあり方につ
いて、間沢地区、吉川久保地区、水沢石倉地
区を中心に各地区住民の方々と相談していき
ます。
■雪国の快適な住まいづくり奨励金の継続
平成19年度から実施してきた「雪国の快適
な住まいづくり奨励金交付事業」は、昨年度
も目標の５件に対して12件の活用がありまし
た。今年度も継続していきます。
関連して、昨年度まで５ヶ年間調査してき
た積雪調査の結果分析を行うとともに、町内
産材活用住宅づくりや美しい住宅づくりと連
携したあり方を関係業者の方々と研究してい
きます。
■除雪ヘルパーの派遣事業
除雪ヘルパーを派遣する場合、西村山管内
に子どもなどの第１親等が在住していても派
遣できるように対象条件を見直し派遣してい
きます（40名×３回想定）。併せて、ヘル
パーの個人登録者の増加や全12地区での除雪
ボランティア組織化等に向けて、関係者との
意見交換会や福祉町内会での支え合い座談会
を開催していきます。

新たに橋梁
新
長寿命化修繕
長
計画の策定
計

■道路整備や除雪対策︑住宅整備︑公園の維持
管理︑交通機関の確保︑そして︑情報基盤の整
備など︑町民の方々の生活基盤の整備を図って
いきます︒今年度は︑町道橋梁の長寿命化に向
けた修繕計画の策定や町民の方々の利用度が高
い﹁雪国の快適な住まいづくり奨励金﹂の継続︑
また︑以前から要望が強かった光ファイバーの
敷設等を実施していきます︒

予算額
８,２３１万円

1

道路整備・維持

各分野が
連動した
事業を展開

除雪・雪対策

2

５億８,５６２万７千円
７.２％

■四季の素材を生かした通年観光の展開拡充
次のような四季ごとの素材を中心に通年観
光を展開していきます。
春：月山夏スキー、新緑のブナ林と残雪、旬
の山菜料理
夏：月山フラワートレッキング、朝日連峰登
山、月山湖大噴水、湯殿山丑年御縁年
秋：月山紅葉トレッキング、ブナ紅葉と地蔵
沼、五色沼の紅葉、旬のきのこ料理、
西川秋まつり
冬：月山スノートレッキング、キャットツ
アー、雪旅籠の灯り
また、それらの観光素材を売り出していく
ために、年間23事業に及ぶリーディングイベ
ントを展開し、「西川の四季まつり」として
演出していきます。四季まつりによる誘客目
標は約50,000人としています。
併せて、観光情報ホームページの運営や観
光キャンペーンの展開、観光ポスター・パン
フレットの作成や広告宣伝事業を実施してい
きます。
■国際観光誘客の推進
月山夏スキーへの韓国誘客５ヶ年計画最終
年度を迎えます。国際経済の変化により厳し
い情勢を迎えていますが、韓国旅行エージェ
ントとの結びつきが強化されつつあり、モー
グルスキーキャンプやスキーマニアの誘客、
さらには、四季のトレッキング等への誘客を
図ります。
■自然公園、避難小屋、登山道の維持管理
月山及び朝日連峰の登山道の刈払いを志津、
岩根沢、本道寺、大井沢の４地区に委託する
とともに、朝日連峰の避難小屋（日暮沢、狐
穴、竜門山、天狗角力取山の４施設）の管理
を大井沢地区に委託します。また、月山地区
の自然公園の環境美化と衛生向上のために、
ゴミ収集や環境美化啓発活動などを行ってい
きます。
併せて、保健所からの指導により、町民保
養所・月山荘の風呂に滅菌機を取り付けます。

Ｈ21への繰越事業

「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用
町道改良・側溝整備等事業
予算額5,743万８千円
上記予算とは別途。
下記の道路整備工事等を行います。
道路改良１路線（沼の平線）
防雪工事１路線（太郎若山線）
側溝整備５路線（三反田線、金畑線、久保入間線）
本道寺線、大下海の宿線）
橋梁修繕詳細設計（綱取橋）

８２億３２７万２千円

建設水道課

全体予算の中に占める
「生活基盤の整備」
予算の割合
⓱

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

総務企画課
健康福祉課
町民税務課
NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

⓰

予
予算額
１億６８８万６千円
１
■７台で町民の通学、通園、通院の足を確保
■
、通院の足を確保
町営バスは、現在、７台（他に予備車１
台（他に予備車１
台）を所有し、町民の方々の通学、通園、通
台
院等になくてはならない交通機関として利用
していただいております。運行は特別会計を
置いて処理していますが、利用収入は約400
万円（中学生以下無料、町内200円均一料
金）を見込み、一般会計から約5,000万円を
繰り出す予定です。
近年の利用状況を見ると、小中学生や園児
の利用が８割台を占め、通院や買物等の一般
利用者は減少傾向が見られ、また、高校の通
学利用は安定化し、志津方面の観光利用者は
増加傾向にあります。
平成24年度に統合小学校が開校されること
を想定し、現在、これまでの運行実績から捉
えられる問題・課題を基に、見直しの視点を
整理し、運行形態を検討するためのデータ整
理と運営収支の試算を検討しています。
今後、21年度に関係課や関係機関との協
議・調整を行い、新路線バス運行実施計画を
策定し、22から23年度にかけて全面見直しに
向けた諸準備を行っていきます。
■寒河江・山形方面のバス路線を維持
新年度のダイヤ改正のうえ、月山銘水館始
発で寒河江経由山形行きの山交バスは、今年
度も10便運行されます（土日祝日は４便始発、
平日・土日祝日とも銘水館着９便）。その運
行便を確保するために町からも負担していき
ます。

身近な憩いの
空間を大切に
予算額
３５４万４千円

■町内10箇所の公園の維持
持
憩いの空間として活用していただいている
ていただいている
町内10箇所の公園（長沼大沼公園・睦合公
園・熊野山環境林・大井沢河川公園・月山大
橋公園・沼山多目的公園・大井沢森林公園・
吉川妙見ヶ池・西川河川公園・海味自転車道
公園）について、各地区等への管理委託を継
続するとともに、トイレ浄化槽等の維持に必
要な費用を支出していきます。
■睦合公園グラウンドゴルフコース増設
愛好家が増え、要望が強かった同公園のグ
ラウンドゴルフコースを４コース増設してい
きます。

3
人口集積地造成の
人
成
成の
準備作業も
準
予
予算額
６０９万８千円

住宅・宅地整備

■Ｈ22年３月末のサービス開始を目指して
開
開始を目指して
町内のインターネットが利用できる環境は、
利用できる環境は、
利用できる環境は
水沢地区までがＡＤＳＬという高速回線が整
う高速回線が整
備されているものの、同地区から先がＩＳＤ
Ｎという通信速度が遅い接続しかできない状
況にあります。町の西部地区には観光拠点地
等があり、町民の方々からは強い要望が出さ
れていましたが、新年度は、ＡＤＳＬよりも、
さらに高速に、より多くの情報受発信が可能
になる光ファイバーの敷設を行っていきます。
現在、平成22年３月末に利用できることを
目標として、国の補助事業（補助率１／３）
を導入すべく準備を進めております。
加入世帯における接続はもちろんですが、
役場の出先機関や各公共施設間の接続をも切
り替えをしていく必要があります。また、町
のホームページで映像情報などを発信してい
くサービスや各世帯に議会中継ができるよう
なサービスの検討も行っていきます。
■地上デジタル難視聴への対応
町内には13の共聴施設があり、うち12施設
が地上デジタルテレビ放送への対応が済んで
います。残っている間沢川地区については、
地区の要望を確認した上で、必要に応じ、国
の補助金導入等について検討を進めていきま
す。
また、地上デジタル放送が開始されると、
新たに難視聴地域が出ることも考えられます
が、放送開始後の分布状況を把握しながら対
応策を検討していく予定です。

新路線バス運行
新
行
計画の策定を
計

4

公園維持管理

予算額
3億387万６千円

5

交通確保

光ファイバー網を
町内に敷設

情報基盤整備

6

■美しく快適な木造建築奨励と宅地購入促進
■
励
励と宅地購入促進
平成８年度から実施している「美しく快適
いる「美しく快適
な木造建築奨励事業」を継続していきます。
また、せせらぎ団地宅地購入者が町内製材
業者より国産材を購入して住宅建設をする場
合の奨励金を交付していきます。なお、分譲
地の売買は宅地造成事業特別会計で扱います
が、その分譲代金を見込んでいます。
■町営住宅等の維持管理
町営住宅がある団地内の街路灯電気料や高
齢者住宅の緊急通報設備の点検費用等を負担
していきます。
■拠点地形成のための人口集積地造成準備
間沢から海味地区にかけて、町の核となる
拠点地を形成しようという構想を描いていま
すが、その一環として、せせらぎ団地南側に
公営住宅を含んだ新たな住宅地の造成を予定
しています。具体的な計画策定や補助金導入、
さらには、魅力のある住居誘導対策などの準
備作業を進めていきます。

Ｈ21への繰越事業

「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用
人口集積地造成事業及び吹上団地法面補修工事
予算額920万円
上記の予算とは別途。
人口集積地造成のため調査設計事業を実施するととも
に、石田地区吹上団地西側の法面補修工事を行います。

Ｈ21への繰越事業

「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用
公共施設間ネットワーク整備事業
予算額1,134万円
上記予算とは別途。
光ファイバーの敷設に伴い、公共施設間の接続を切り
替えていきます。

⓳

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

⓲

■危機管理・防災関連計画策定事業
■
策
策定事業
今後、国・県からは各種の計画の見直しや
の計画の見直しや
策定が求められてきますが、今年度は、これ
今年度は これ
らの計画の体系的整理を行うとともに、「危
険地域の見直しと新規指定」に取り組みます。
■自主防災組織の拡大
高齢化に伴い消防団が維持できなくなった
地域には自主防災組織を整備してきています
が、今後は、危機管理の諸計画に基づき、各
町内会単位等に、火災のみならず自然災害や
国民保護にも対応できる自主防災組織の整備
が望まれます。これから指定されてくる県の
土砂災害危険地域から、その組織のあり方と
対策について、当該地域と相談しながら検討
していきます。
■緊急通報システムの継続・拡充
防災や防犯を目的とし、緊急時に携帯電話
を利用して連絡するシステムを昨年度から稼
動させています。現在の登録者数は約100名
ですが、さらに継続、拡充していきます。
■防犯・遭難対策
防犯意識の啓発を図るために広報や巡回を
行っていきます。また、月山や朝日連峰の遭
難者対策のために月山朝日山岳遭難対策委員
会に活動補助を行います。
■災害の復旧対応
公共土木施設や農地・農業用施設、林業用
施設などの災害復旧時に必要な経費や町単独
で対応が必要な場合の工事費等を見込んでい
ます。

Ｈ21への繰越事業

「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用

予算額
１億６,８９５万４千円
■常備消防体制の維持
救急業務も含めた常備消防の体制は、西村
防の体制は 西村
防の体制は、西村
山広域行政事務組合（消防本部）が運営して
いますが、その分担金を支出します。
■非常備消防の強化
常備消防のみならず地域の消防力確保も必
要であり、そのために、西川町消防団の運
営・維持を行っていきます。団員の報酬や手
当、会議費、ポンプの車検費用等を見込むと
ともに、資質向上のために、幹部科や機関科
の研修会も開催していきます。
■消防設備の整備
吉川根際地区（福寿館前）に消火栓を新設
するとともに、同稲沢地区のポンプ庫を個人
所有地から児童公園内に移設します。

安全・安心対策

予
予算額
３６０万６千円

常備・非常備体制
拡充と施設整備

■現在︑国や県レベルでも︑多様な分野で︑そ
の危機管理体制が問われていますが︑町におい
ても︑町民の方々の安全で安心な生活を守るた
めに︑各分野での対策を講じていきます︒常備
消防及び非常備消防体制の維持︑また︑危険地
域の見直し︑自主防災組織の拡充︑防犯・遭難
及び交通安全の対策などを通じて︑町民の方々
の生命と暮らしを守っていきます︒

■交通安全の意識啓発
交通安全を、さらに町民運動にしていくた
運動にしていくた
めに、交通安全協会や交通安全推進協議会、
交通安全母の会などへの活動助成を行うとと
もに、交通安全町民大会を継続開催していき
ます。
■交通安全施設の整備
交通事故防止のために、現場を確認のうえ、
交通安全施設の設置や改良工事を行っていき
ます。

危機管理計画策定
危
と体制の整備
と

1

消防体制

予算額
２４４万５千円

2

防災・防犯・遭難

交通安全の意識
啓発と施設整備

交通安全

3

Ｈ21への繰越事業

「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用
防火水槽新設及び無蓋貯水槽有蓋化事業
予算額1,050万円
上記の予算とは別途。
次の消防設備工事、整備を行います。
防火水槽新設工事
（岩根沢さくらんぼペンション付近耐水性貯水槽新設）
無蓋貯水槽の有蓋化事業
（吉川４伊藤幸二郎氏宅付近・海味３佐藤登志秋氏宅付近）

１億7,500万5千円
2.１％

８２億３２７万２千円

防災車購入事業
予算額328万２千円
上記の予算とは別途。
防災指令車の老朽化のため更新します。

全体予算の中に占める
「安全・安心対策」
予算の割合
NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

NETWORK

町民税務課
建設水道課
ƝƉŽǁ

特集号

⓴

■新学習指導要領への対応
新年度は、平成23年から実施される新学習
実施される新学習
指導要領への移行期間として位置づけられま
すが、町内の小学校においても英語活動の時
間が設定される予定です。これまでも英語指
導助手が参加しての授業は行ってきましたが、
年間にすると１クラス10回弱ほどでした。今
度は週１回（５年生以上の想定）程度行われ
る見込みです。
ちなみに、現在の英語指導助手は７月で任
期が切れますが、新たな助手を迎える予定で
す。英語指導助手との連携により、効果的な
英語活動を実施する予定です。
■学校運営の体制と施設の維持
平成23年度までは現在の体制（中学校１校、
小学校５校）で学校運営を行っていきますが、
学校医の確保や月山まんまを取り入れた小学
校の給食体制、また、プールや、全体で136
台に及ぶパソコンなどを始めとする施設・設
備を維持し、教育環境を整えていきます。
■図書購入や教材・備品の確保
各学校の図書購入や教材の補修、また、教
員用の教科書や必要な教育備品などを購入し
ます。

予算額
８億２３万２千円

■統合小学校建設事業
いよいよ、今年度から来年度にかけて、校
年度にかけて、校
年度にかけて
校
舎、給食室及び体育館の建設に着手していき
設 着手し
き
ます。国の補助事業内定は６月末と見込んで
いますので、工事発注は８月頃になると予定
しています。今年度の建設工事の進捗率は約
４割を目標としています。
■統合小学校推進事業
昨年12月に、校長会や教頭会、ＰＴＡ、保
育園保護者会、区長会、町内会連絡協議会、
婦人会、公民館連絡協議会、社会教育委員会
の代表等で構成する「西川町統合小学校推進
委員会」を設置し、まず、統合小学校名につ
いて検討を行いました。統合小学校の名前に
ついては、事前に公募し、78件の応募があり
ましたが、その結果を基に絞り込み、３月の
定例議会を経て、正式に「西川小学校」と決
定されたところです。今年度は同委員会内に、
校歌や校章、運動着などの選考専門部ととも
に、校外組織や通学環境を検討、整備する専
門部会を設け、準備を進めていく予定です。

Ｈ21への繰越事業

「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用

■平成二十四年度開校を目指して︑統合小学校
の校舎建設が本格的に開始されるとともに︑校
歌や校章などの選定作業や西川町らしい小中一
貫教育に向けたカリキュラムづくりなどを進め
ていきます︒また︑芸術文化協議会が四十周年
を︑丸山薫記念館が開館二十周年を迎えるとと
もに︑全国中学生カヌー大会が開催されるなど︑
文化・スポーツ振興事業も目白押しです︒

予算額
２億４,１６４万円

町内木材活用で
校舎等建設４割

教育の振興

西川町らしい
教育を

1

統合小学校建設

2

学校教育

■スクールバスの運行
遠隔地から通学する児童・生徒のためにス
クールバスを運行するとともに、志津や月岡
地区の児童の下校用にタクシーを運行します。
■西川らしい小中一貫教育カリキュラム編成
統合小学校の平成24年度開校に向けて、西
川町らしい小中一貫教育カリキュラムの編成
に取り組んでおり、今後、その実践・検証・
改善を進める予定です。そのカリキュラムで
言及していることは、①子どもの未来につな
がる土台を構築する教育②地域との結びつき
を考えた教育③世代をこえかかわり合う教育
の３本を柱にし、義務教育９年間の入口出口
を考えた教育を目指そうとしています。今年
度は、西川中と町内小学校２校を研究校に委
嘱し、小中連携、小中一貫教育の研究を推進
していく予定です。
■各校の個性を活かした特色ある学校づくり
学校教育に関する専門的かつ技術的事項の
研究、研修を行い、学校教育の充実向上を図
るために学校教育センターを引き続き運営し
ていきますが、その運営と連携し、各学校の
個性を活かした特色ある学校づくりを支援し
ていきます。各学校では、自然学習、郷土文
化学習、農作物の栽培・収穫や食育など個性
を活かした授業に取り組みます。
■特別教育支援事業等
さまざまな障がいを持つ児童・生徒に対し
て、生活・学習指導補助員を雇用し、学校生
活上の支援や学習のサポートを行うとともに、
要保護・準要保護児童に給食費、医療費など
の援助を行っていきます。
■授業後の対応―放課後子どもプラン
授業が終わっても、帰宅後、自宅に家族が
いない児童の放課後活動対策として、各小学
校ごとに、子ども教室推進員や安全管理員、
学習アドバイザーを配置して、学びや交流の
場をつくり、安全で楽しい時間を提供してい
く「にしかわっ子放課後子どもプラン事業」
を実施していきます。

１１億６,３６５万３千円

１４.２％

統合小学校グラウンド敷地造成及び建設用木材購
入事業
予算額7,500万円
上記の予算とは別途。
統合小学校建設に関連した次の事業を行います。
統合小学校グラウンド敷地造成工事
現在、建設地には、昨年度最上川ダム統合管理事務
所の協力で運び込んだ、流用土約２万㎥がありますが、
それをならし、側溝を入れ造成していきます。４月に
発注し、11月中旬頃までに終える予定です。

８２億３２７万２千円

※同事務所の協力で、さらに流用土をいただく予定です。

統合小学校建設用木材購入事業
統合小学校建設に用いる木材を町内製材協同組合
から購入し、地域の経済活性化はもちろんのこと、地
元産木材活用による本物志向に役立てていきます。
※必要量は集成材等で550㎥、４月購入契約予定。

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

全体予算の中に占める
「教育の振興」
予算の割合
NETWORK

教育文化課
ƝƉŽǁ

特集号

21.3％

ƝƉŽǁ

特集号

右記の予算とは別途。
生涯スポーツ施設に関した次の整備事業を行います。
町民グラウンド照明塔修繕事業
町民グラウンドには４基の照明塔がありますが、そ
の腐食が激しく、補修する必要に迫られていました。
このたびは全基とも塗装し直します。
町民体育館耐震診断事業
町民体育館の本格的な耐震診断を行います。

図書整備補助員配置事業

議会事務局

NETWORK

町民グラウンド照明塔修繕及び町民体育館耐震診
断事業
予算額946万５千円

「ふるさと雇用再生特別基金」を活用

８２億３２７万２千円

全体予算の中に占める
「議会と行財政の運営」
予算の割合

「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用

■地域の生涯学習の拠点―地区公民館支援
交流センター内に中央公民館を置き、13の
地区公民館を置いている公民館体制ですが、
各地区公民館３役の委嘱、運営費補助を引き
続き行っていきます。
■世代別等学習・つどいの展開
少年向けには、町内小学校高学年を対象に
した少年少女自然塾を開催します。町の大自
然を舞台にした、年間にわたる冒険学習塾で
す。また、高校生のボランティアサークルく
れよんの活動を支援していきます。
青年向けには、成人式を開催し、20歳の記
念式典のみならず、ふるさととの絆を創る
「二十歳のつどい」を開催します。また、成
人式開催の準備活動として実行委員会を組織
し、町内青年の集いの場を設けていきます。
婦人向けには、母体となる婦人会の運営補
助を行うとともに、年間にわたる婦人教室開
催の支援を継続していきます。
高齢者向けには、例年300名を超える受講
生がある高齢者大学を継続して開催します。
■郷土文化の振興・支援―芸文協創設40周年
町の文化振興の核である芸術文化振興協議
会の活動支援や文化祭の開催はもちろんです
が、今年度、同会が創設40周年を迎えるにあ
たり、その記念事業を支援していきます。
また、阿弥陀屋敷や大日寺跡など町指定文
化財の管理費補助を行うとともに、一昨年に
町の文化財指定になった「月山登拝図」や
「出羽三山女講中参詣図」の説明看板を設置
します。
郷土史調査事業としては、沼の平古沢家の
古文書解読調査を行い、六十里越街道を中心
とした町の歴史・文化に直接触れる学習会を
継続します。
■町内学習施設の運営-丸山薫記念館20周年
岩根沢区に管理委託している丸山薫記念館
が、今年度開館20周年を迎えることから、そ
の記念イベントを開催する予定です。また、
今回で16回を数える、丸山薫の文学を継承し
た「青い黒板賞」詩のコンクールを継続して
いきます。
自然学習と山村生活文化の学習体験施設で
ある大井沢自然博物館・自然と匠の伝承館も、
教育旅行の受け入れを行いながら運営してい
きます。

総務企画課

従来の町立図書館の運営体制に加えて図書館整備補
助員を配置します。
平成24年の統合小学校開校に伴い、中に設置する図書
館は、現在の町立図書館と学校図書館が学社融合の観点
から兼用の図書館となる予定です。現在５校の小学校図
書と合わせてデータ入力や管理を行います。

3
芸文協創設40周年
丸山薫記念館開館
20周年
予算額
１億２,１７８万１千円
千円
円

生涯学習・スポーツ

議会と行財政の運営

■町民の方々の声を代表する町議会の円滑な運
営や︑正確かつ迅速な窓口業務の対応︑町税等
の適正な徴収業務︑より詳細な行政情報の発信︑
公共施設の維持など︑行政としての基本業務を
効率的にしっかりと執行していきます︒また︑
地域支援職員派遣や町制施行五十五周年記念事
業など︑まちづくりの課題や時局の流れに応じ
た事業を展開していきます︒

１7億4,921万３千円

Ｈ21への繰越事業

■交流センター「あいべ」のさらなる活用を
の
のさらなる活用を
大ホールの可動式イスやエレベーター設置
エレベーター設置
などの大規模改修を行い、昨年7月にリ
ニューアルオープンした交流センター「あい
べ」は、年間利用者14,400人に達し、町民の
方々の学習拠点施設として利用していただい
ております。新年度は、さらに利用しやすい
ように紙折機や帳合機などの設置を予定する
とともに、施設を活用したソフトプログラム
を重点的に整備し、より学習の拠点化を目指
していきます。
■新生涯学習計画の策定と人材バンク設立
社会情勢の変化に対応し、今後の生涯学習
のあり方を示していくため、新生涯学習計画
を策定します。具体的に向こう５年間の行動
プランを策定し、関係機関と調整しながら、
その推進体制を整備していきます。
また、町内外の特技や知識を持った人材を
学習活動に活かし、生きがいづくりや交流
ネットワークづくりに資していく生涯学習人
材バンクを設立するとともに、地域総合型ス
ポーツクラブ設立の検討を行っていきます。
■スポーツ振興―全国中学生カヌー大会開催
町のスポーツ振興の要である体育協会の運
営補助・支援を行うとともに、ソフトボール
やバレーボール、スキー、カヌーなどの町の
各種大会開催を同会に委託していきます。
また、町内小中学校児童生徒の約25％‑120
名ほどが加入している町内６スポーツ少年団
（バレーボール、野球、剣道、バドミントン、
スキー、卓球）の育成補助を行います。
町制施行と同時に始めた伝統の町駅伝競走
大会を開催するとともに、その上級大会であ
る郡・県大会や県ジュニア駅伝競走大会にも
選手を派遣していきます。
カヌー普及のために、長沼湖面借用や月山
湖カヌーレーン設置等施設の維持・整備を
行っていきますが、今年度は３年ぶりに全国
中学生カヌー大会が月山湖で開催されます。

町民税務課
建設水道課
NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

予算額
473万２千円

■町制施行55周年記念事業を
を
西川町が誕生して55周年を迎えます。それ
を迎えます。それ
を記念して式典を挙行します。
す
■まちづくり応援団
「交流サポーター」
の設置
西川のまちづくり応援団は、例年300名前
後の会員を有し、町の観光情報発信や誘客、
町内産物の販売促進、町内中学生の研修旅行
案内等に大きな力をいただいております。今
年度は、町民の方と応援団員が交流する際に
協力をいただく「交流サポーター」を設置し、
町民の方々主体の交流事業を展開できればと
考えています。
■地域支援職員と地域づくり協議会の継続
町内12地区への地域支援職員の派遣を継続
し、地域の方々と一緒に課題の把握と解決に
向け取り組みます。また、行政と地域の「自
立と協働のあり方」について研究する地域づ
くり協議会での具体的な検討作業を進めてい
きます。
■ＩＪＵＷターン者受入システムの整備
団塊世代の大量退職や社会価値観の変化に
より、田舎生活に魅力を感じて、山村での中
長期滞在や移住を志向する方が多くなってい
ます。この傾向を活かし、空家データ整備や
モニターハウスの確保、生活体験プログラム
作成などにより、その受入制度を整備し、定
住人口の確保に結び付けていきます。
■六十里越街道の利用で広域連携を
六十里越街道に注目が集まっていますが、
街道の歴史、文化を理解するとともに、その
価値観を地域づくりや文化振興、観光産業に
活用していきます。鶴岡市から山形市にかけ
た広域ネットワークを築いていきます。
■町全体を「月山朝日かもしか学園」に
町内の自然や歴史、生活文化等の資源を活
用しながら、町民の生涯学習活動と相まって、
学びと体験が産業になる全町システムを築い
ていきます。今年度は、準備組織を形成し、
各分野のプログラム指導助言者を確保し、そ
の構築について協議・調整を進めていきます。
■志田周子女医を「やまがたの宝」に
山形県と一緒になり、大井沢地区の医療に
身を捧げた志田周子氏を、「やまがたの宝」
とする普及活動を進めていきます。まず、現
存する資料の整備に着手しますが、将来はＮ
ＨＫ朝ドラマ化なども検討していきます。

効率・正確・迅速
まちづくり調査も
予算額
15億3,086万9千円

■効率的な窓口サービスを提供
提
提供
いらっしゃる方々
諸証明の発行等で窓口にいらっしゃる方々
に、素早く正確なサービスを提供するために、
戸籍電算システムや住民基本台帳ネットワー
クシステム等を駆使して対応していきます。
■適正な町税徴収や地籍調査の数値化作業等
徴収相談員を設置するなどして適正な町税
の徴収業務を進めると同時に、地方税の電子
申告システムを導入していきます。また、地
籍調査の本体調査は昨年度で終了したことか
ら、今年度は、調査成果の数値情報化作業に
取り組んでいきます。
■区、町内会とのさらなる連携
自治システムの基本として、区長、町内会
長から行政との業務連携を行っていただいて
おりますが、その報酬等を支給するとともに、
各地域活動における不慮の事故に対応できる
よう自治会活動保険加入の助成を行います。
■情報公開の促進と行政情報システムの運営
月１回の町報と月２回のお知らせ版発行と
ともに、ホームページの活用により、適宜、
行政情報を町民のみなさんにお届けします。
また、業務の効率化を推進するために、庁舎
内部のみならず国や県と連動できる行政情報
システムの運営と対応を行っていきます。
今年度は、特に、10年に１度のまちづくり
意識調査を実施する年に当たっています。町
民みなさんのご意見を町政に反映させる大事
な調査です。ぜひ、ご理解とご協力をお願い
します。
■衆議院議員選挙と経済センサス調査実施年
今年は途中解散がなくても衆議院議員が任
期満了を迎える年で、必ず選挙があります。
また、従来の事業所・企業統計調査、商業統
計調査、サービス業基本調査等が統合され、
経済センサス調査として初めて実施される年
にもなっており、その対応を行います。
■計画的な公債償還
通常償還を始め、地域総合整備資金貸付事
業債元金償還や高齢者住宅整備資金元金償還、
政府資金繰上償還等を計画的に行っていきま
す。

議会

■経費の効率化を図りながら維持
ら
ら維持
水沢温泉館や大井沢温泉館、水の文化館な
館、水の文化館な
館
水の文化館な
ど町が所管する主な公共施設については、平
成17年度から指定管理者制度（３ヶ年単位）
を導入し、経費の効率化を図りながら維持・
管理の委託を行っています。
水沢･大井沢両温泉館で約3,800万円、また、
水の文化館や月山湖大噴水、まねきの丘・大
橋公園トイレ、湖月山荘の管理委託料など寒
河江ダム関連周辺施設（一部直接維持管理）
は約2,500万円を要します。また、公設民営
を基本に建設、運営しているケアハイツ西川
の建設借入償還補助として約6,500万円を支
出します。
その他、道の駅、高速道路バスストップな
ど国が所管する公共施設等との調整・維持を
行いながら、まちづくりに有効に活用してい
きます。
■公共施設の今後のあり方の見直し
第４次西川町行政改革大綱・集中改革プラ
ンに基づき、町民スキー場や温泉館、仁田山
放牧場などの公共施設について、今後のあり
方や方向性を検討し、明確化していきます。

時流を見ながら
次の一手を

2

行財政の運営

予算額
1億4,336万円

3

地域・まちづくり

指定管理者導入
有効な活用を

公共施設等維持管理

4

1
議会中継の
システム整備を
予算額
7,025万２千円

■開かれた議会運営‑議会中継を可能に
前回の選挙から議員定数を10名に削減して
いますが、今年度で３年目を迎えます。より
開かれた議会運営のために、議会だよりの発
行やＨＰ上での議会情報掲載の継続はもちろ
んですが、昨年度から庁舎内で試行している
議会中継を、光ファイバーの敷設とともに、
インターネットを通して各世帯でも視聴でき
るようにシステム整備を行っていきます。

Ｈ21への繰越事業

「定額給付金給付事業」
予算額１億1,100万円
左記の予算とは別途。
平成21年２月１日において65歳以上の方及び18歳以
下の方については１人につき20,000円、それ以外の
方については１人につき12,000円を給付します。生
活支援と地域の経済対策が目的ですが、詳細はすで
にご案内しているとおりです。
Ｈ21への繰越事業（町一般財源対応）

「新行政情報システム改修事業」
予算額756万円
左記の予算とは別途。
公的年金からの特別徴収制度の創設に伴い、役場の
新行政情報システムの住民税システムと収納システ
ムを改修します。老齢基礎年金等の支払いを受けて
いる６５歳以上の方で、個人住民税の納税義務のあ
る方が基本的に対象となります。

「緊急雇用創出事業」を活用
まちづくり政策推進事業
まちづくり政策を推進する補助員を総務企画課に配
置します。今年度は10年に１度の全戸アンケート調
査や光ファイバーの敷設、初めて実施される経済セ
ンサス調査などが予定されており、その事務に対応
します。

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

町民みなさんの
生活を支える

年代別主な支援サービス表

分野別
年代別

祉

〈問い合わせ先〉
健康福祉課
TEL：74‑3243

■結婚推進員による
結婚支援・相談

働き盛り
世 代

健

産

〈問い合わせ先〉
産業振興課
TEL：74‑2113
（農林）
TEL：74‑4119
（商工観光）

〈問い合わせ先〉
健康福祉課
TEL：74‑5057
■介護予防事業（介護保険）
■インフルエンザ予防接種
（65歳以上）
■結核健診（65歳以上）
■後期高齢者特定健診

59

74

（青年・壮年期）

12

（就学期）
■母子家庭への医療費助成

誕生の
世 代
（出産・幼児期）

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

■不妊治療費助成（10万円）■妊婦健診14回
保健手帳、妊婦たより発行■第３子以降子ど
祝金支給（10万円）■０〜１歳児オムツ代助
3,000円）■パパ・マママタニティスクール■
健診（３･４･５･11･12ヶ月児、１歳６ヶ月児、
４歳児）■虫歯予防教室（２歳児、保育園
予防接種〔ＢＣＧ（３〜６ヶ月児）、三種混
本脳炎、ポリオ、麻しん・風しん混合、二種
■就学前医療費・小学生入院医療費無料化■
入所サービス（０〜５歳児）
■子育て支援センターサービス
未就園児保護者対象の育児講座等開催
■ファミリーサポートセンターサービス
園児の送迎等、子育て支援サービス実施
■子育て応援特別手当て
Ｈ20.３月３〜５歳で第２子以降36,000円

■児童手当の支給 …
月額 ３歳未満１００００円／
３〜 歳までの第１子と第２子５０００円／第３子１００００円

■予防接種
三種混合、日本脳炎、ポリオ、
麻しん・風しん混合、二種混合
■小学生入院医療費無料

学びの
世 代

業

■母子
も誕生
成（月
乳幼児
３歳児、
児）■
合、日
混合〕
保育所

■一農場一産品運動等による振
興作物栽培指導・補助
（枝豆・南瓜・行者にんにく・
アスパラガス・なす等の苗代・
肥料代1/2補助、先進地視察
経費1/2補助）
■園芸農業取組者支援
パイプハウス施設整備費用
1/2助成（３戸以上）
■山菜の苗斡旋・原木なめこ栽
培奨励と栽培講習会
（山菜は月山根曲がり竹、わ
らび等）
■生産グループ活動支援
活動計画に基づく補助支援
（総額予算300,000円、先進
地視察経費1/2補助）
■産業振興起業担い手受入支援
新規就農・新規民宿経営・新
規工人等受入指導謝礼（１日
5,000円）、研修旅費補助1/2等
■農家経営相談
■勤労者の福祉生活向上対策
（労金による生活応援ローン）

教

育

道路・住宅
〈問い合わせ先〉
建設水道課
TEL：74‑2116
総務企画課
（※克雪住宅）
TEL：74‑2112

〈問い合わせ先〉
教育文化課
TEL：74‑2114
（学校教育）
TEL：74‑3131
（生涯学習）
■高齢者大学開催支援
年間８回シリーズ
（午前中は講話等学習、午後クラブ活動）

■成人式・二十歳のつどい開催

■婦人教室開催支援 ８
…教室︑各教室年間９回開催︑他に移動学習
■歴史文化学習会﹁にしかわ史学﹂年間８回シリーズ

■高齢者の総合相談
■寝たきり老人等介護者激励金
支給
（要介護４・５階級１万円）
■低所得者のケアハイツサービ
ス利用負担軽減
■高齢者の新規就業開拓相談
（※シルバー人材センター）
■除雪ヘルパー派遣事業
雪下ろしが困難な高齢者世帯
に除雪ヘルパー派遣

保

■総合がん健診

（老年期）

福

■各種健康教室 …
糖尿病予防教室・メタボ予防改善教室・栄養教室
楽楽︵らくらく︶運動教室・ 歳健康教室・はつらつ 歳健康教室

シルバー
世 代

町民みなさんのそれぞれの年代ごとに、どんな行政サービスが受けられるのか、主なものを整理してみま
した。学校教育や町立病院の医療、上水道・下水道、道路改良等、町民みなさんが等しく受けるサービス内
容や、既存の特定団体等への支援内容などは削除しています。ぜひご確認の上、ご利用、ご活用ください。

■マイロード整備事業
各地区で実施する町道や区管
理道路等の改良事業に対して
資材費や機械経費を支援
■マイロードサポート事業
県道沿線の環境美化を行うた
めの植栽花卉、肥料、除草剤
等の費用支援
■雪国の快適な住まいづくり奨
励金交付
雪下ろし対策のための屋根改
築等時に交付
（300,000円上限）
■美しく快適な木造建築奨励事
業
景観に調和し木材を活用した
住宅建築時に奨励金交付
（300,000円上限）

■育英奨学資金貸与
高等学校、専修学校、短期大学に在学する方に
は月額20,000円、大学に在学する方には月額
30,000円貸与
■放課後子どもプラン
各小学校ごと児童の放課後活動見守り
■スクールバス、下校タクシー等運行
遠隔地通学児童、生徒対象
■町営バス運行（左沢線） 左沢高校通学生利用
■少年少女自然塾開催 町内小学生高学年対象
■スポーツ少年団育成
町内６スポーツ少年団育成補助（バレーボール、
野球、剣道、バドミントン、スキー、卓球）

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

⑵介護保険事業
⑶母子保健・
子育て

⑵保険・医療

⑶上水道・簡易水道
⑷下水道・
集落排水等

⑸ゴミ処理・
環境美化

⑴農業振興
３．
産業の創造と
振興
“総合産業化”

NETWORK

ƝƉŽǁ

特集号

予算額
484
2,708
200
11,600
16,294
75,614
257
334
1,340
400
11,400
21,748
397
1,326
104
241
179
7,476
45
89,740
7,482
3,536
49,920
38,460
2,718
82
1,170
200
630
1,555
244
676
527
3,599
6,993
648
142
25,418
4,069
53,623
105
68,960
29,444
2,935
100
1,652
175,000
24,233
12,260
11,270
22,025
1,800
140,391
200
136,904
1,160
2,146
10,983
25
2,476
286
4,000
343
2,197
500
200
127
40
43,946
4,919
90
500
500
500
2,520
620
1,000

大分類
小分類
⑴農業振興
３．
産業の創造と
振興
“総合産業化”

４．
生活基盤の
整備

５．
安全・
安心対策

事業名
予算額
畜産振興全般に要する経費
198
仁田山放牧事業運営費
6,588
畜産再編総合対策推進事業
403
600
水田農業構造改革対策市町村推進事業
300
園芸作物産地化推進支援事業
333
山の恵み地産地消推進事業
3,400
森業・山業創出支援総合対策事業
200
月山・山菜市場開催に要する経費
414
月山ふるさと大使設置運営事業
1,643
農地関係全般に要する経費
404
土地改良事業補助
県営土地改良財産管理事業
153
（澄又地区、中岫地区、沼山地区）
町単独土地改良事業（小規模水路整備） 3,000
7,000
西川中部地区畑地化整備事業
291
⑵林業振興 林政事務全般に要する経費
2,000
みどり環境交付金事業
15,898
森林整備地域活動支援事業
8,142
間伐実施推進事業
1,313
流域公益保全林整備事業
1,500
基幹林道維持管理費
1,000
林道整備事業
61,324
森林環境保全整備事業
571
森林環境保全整備事業（給与等に関する経費）
240
町営造林事業（非補助）
5,390
町営造林事業（補助対象）
6,260
⑶商工業振興 勤労者生活福祉対策事業
400
商工観光活動総括に要する経費
149
商工業振興活動に要する経費
2,000
西川町商工会育成補助事業
100
西川町企業振興協議会活動補助事業
2,800
山形県信用保証協会信用補完事業
20,000
商工業振興資金融資原資貸付事業
317
商工業振興対策に要する経費
685
⑷観光振興 観光振興に要する経費
1,540
自然公園登山道刈払補修事業
1,697
朝日連峰避難小屋管理事業
499
自然公園清掃活動事業
5,261
観光推進機能強化事業
観光誘客拡大事業（観光情報発信事業） 4,400
7,995
西川四季まつり事業
525
六十里越街道誘客推進事業
500
国際観光誘客推進事業
100
月山志津400年祭支援事業
100
教育旅行拡充推進事業
44
地域密着型ニューツーリズム推進事業
500
月山荘修繕工事事業
2,150
⑴道路整備・ 土木費全般に要する経費
1,300
道路台帳整備事業
維持
50
「きれいな川で住みよいふるさと運動」事業
57
マイロードサポート事業
4,593
県単独事業負担金
1,000
急傾斜地崩壊防止工事負担金
5,874
道路橋梁管理全般に要する経費
2,290
道路維持全般に要する経費
5,000
マイロード整備事業
1,000
橋梁長寿命化修繕計画策定事業
1,510
総合的な雪対策事業
986
西川町除雪ヘルパー派遣事業
⑵除雪・
79,814
除雪関係全般に要する経費
雪対策
81
町営住宅管理に要する経費
⑶住宅・
1,013
宅地整備 美しく快適な木造建築奨励事業
600
西川せせらぎ団地定住化促進奨励事業
3,044
公園の維持管理に要する経費
⑷公園維持管理 睦合公園グラウンド
500
ゴルフコース増設事業
50,143
⑸交通確保 路線バス事業特別会計繰出金
1,800
山交バス運行に関する負担金
303,876
⑹情報基盤整備 地域情報通信基盤整備推進事業
134,396
⑴消防体制 常備消防に要する経費
17,377
非常備消防に要する経費
82
西川町消防団研修会
1,445
消火栓新設工事
2,315
ポンプ庫移設事業
38
⑵防災・防犯・ 自衛官募集事務に要する経費
1,131
災害対策事務に要する経費
遭難
303
緊急通報システム整備事業
600
町単独土木施設災害復旧事業

主な事業と 予算﹂一覧表

⑴健康づくり
２．
健康づくりと
生活環境整備

事業名
社会福祉全般に要する経費
民生児童委員活動に要する経費
戦没者追悼式に要する経費
社会福祉協議会補助金
重度心身障害（児）者医療給付金
障害者自立支援事業
人工透析患者通院費助成事業
敬老事業
老人団体育成等に要する経費
ねたきり老人介護者激励金支給事業
老人福祉センター運営補助
老人保護措置費
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業
高齢者就業開拓委託費
国民年金事務に要する経費
福祉バス管理に要する経費
福祉５団体に対する福祉バス運行費
福祉バス購入事業
西川町ブライダルサポート事業
介護保険特別会計繰出金
子育て支援医療給付事業
西川町子育て応援事業
保育所運営に要する経費
児童手当支給費
地域子育て支援拠点事業
ファミリーサポートセンター事業
母子家庭等医療給付事業
不妊治療費助成事業
児童遊園施設撤去事業
妊婦健康指導事業
虫歯予防対策強化事業
乳幼児健康診査
町民健康づくり推進事業
保健センター維持管理事業
予防接種事業
結核健康診断事業
狂犬病予防対策
総合がん健診事業
後期高齢者健診事業
国民健康保険特別会計繰出金
老人保健事業繰出金
後期高齢者医療に関する経費
後期高齢者医療特別会計繰出金
休日救急医療対策事業
訪問看護ステーション運営補助事業
大井沢歯科診療所会計繰出金
病院事業会計繰出金
水道事業会計繰出金
合併処理浄化槽設置整備事業
吉川地区合併処理浄化槽
過年度整備補助事業
農業集落排水事業
特定地域公共下水道整備促進費補助
公共下水道事業特別会計繰出金
公共下水道水洗化促進事業
清掃事業に要する経費
ゴミ減量化推進事業
衛生組合活動事業
小山鉱山坑廃水処理事業
公害対策事業
農業委員会運営に要する経費
農業委員会事務局運営に要する経費
農家台帳システムに要する経費
耕作放棄地全体調査事業
農政全般に要する経費
農林産物流通販売対策費補助事業
最上川第２漁業協同組合補助
農業振興資金利子補給事業
野菜等銘柄産地育成価格安定対策事業
中山間地域等直接支払制度
元気な地域づくり交付金事業
仁田山放牧場山菜園整備事業
集落営農推進事業
産業振興起業型担い手受入促進事業
新規作物栽培研究事業
農家経営相談員設置事業
山菜園等団地形成事業
園芸農業拡大推進事業

平成二十一年度
﹁分野別

大分類
小分類
⑴社会福祉
１．
福祉と子育て
対策

大分類
５．
安全・
安心対策

６．
教育の振興

小分類
事業名
予算額
⑵防災・防犯・ 農業施設災害復旧事業
1,000
林道災害復旧事業
遭難
400
遭難対策に要する経費
55
防犯活動に要する経費
79
155
⑶交通安全 交通安全対策全般に要する経費
交通安全町民大会負担金
90
交通安全施設等整備事業
2,200
3,493
⑴統合小学校 統合小学校推進事業
統合小学校建設事業
796,739
建設
1,011
⑵学校教育 教育委員会運営に要する経費
教育委員会事務局運営に要する経費
969
教育相談員設置事業
235
教育振興に要する経費
1,280
1,005
学校教育活動に係る町営バス等の運行経費
3,900
英語指導助手給与等に関する経費
1,506
町育英奨学基金に要する経費
845
英語指導助手招致事業
西川町らしい小中一貫教育
610
カリキュラム編成事業
8,364
教育用コンピュータ整備事業
1,246
学校教育センター費
22,874
小学校管理運営に要する経費（教育文化課）
1,624
小学校管理運営に要する経費（睦合小学校）
2,217
小学校管理運営に要する経費（西山小学校）
1,873
小学校管理運営に要する経費（水沢小学校）
小学校管理運営に要する経費（川土居小学校） 1,600
1,208
小学校管理運営に要する経費（沼山小学校）
643
小学校教材整備に要する経費
2,550
休校施設の維持管理に要する経費
50
小学校暖房機更新事業
281
小学校教師用教科書及び指導書更新
3,766
特別教育支援事業
100
小学校施設整備事業
1,607
小学校教育振興に要する経費
中学校管理運営に要する経費（教育文化課） 7,844
中学校管理運営に要する経費（西川中学校） 2,937
926
中学校教材整備に要する経費
50
中学校教師用教科書及び指導書更新
1,848
中学校教育振興に要する経費
6,701
スクールバス運行に要する経費
13,231
学校保健体育総務に要する経費
保健室及び給食室施設整備事業
100
学校体育施設管理運営に
1,119
要する経費（教育文化課）
230
学校プール管理運営経費(睦合小)
242
学校プール管理運営経費(西山小)
285
学校プール管理運営経費(水沢小)
205
学校プール理運営経費(川土居小)
167
学校プール管理運営経費(沼山小)
160
学校プール管理運営経費(西川中)
12,161
放課後子どもプラン事業
180
家庭教育推進事業
135
⑶生涯学習・ 社会教育委員に要する経費
2,727
スポーツ 社会教育全般の運営管理に要する経費
144
青少年育成推進に要する経費
300
町民の国内外派遣事業
交流センター管理運営に要する経費 12,954
300
西川少年少女自然塾
238
西川町成人式に要する経費
600
婦人会育成事業補助金
3,028
町立図書館資料整備に要する経費
3,100
町立図書館の運営に要する経費
422
視聴覚事業に要する経費
373
文化財調査保護に要する経費
160
西川町文化祭に要する経費
240
文化団体育成に要する経費
1,718
郷土史調査事業等に要する経費
1,199
丸山薫記念館の管理運営に要する経費
352
西川町高齢者大学開設事業
1,062
西川町生涯学習支援施設管理に要する経費
600
町民芸術鑑賞事業
15
西川町丸山薫記念基金積立金
525
丸山薫記念館文芸活動推進事業
20
生涯学習人材バンク設立事業
30
新生涯学習計画策定事業
5,056
公民館管理運営に要する経費
8,514
自然と匠の伝承館管理運営に要する経費
1,296
大井沢自然博物館事業に要する経費

〈 単位：千円 〉
小分類
事業名
予算額
⑶生涯学習・ 大井沢雪まつり活動補助事業
800
スポーツ 社会体育全般に要する経費
310
体育指導委員関係に要する経費
330
体育協会運営費
447
スポーツ少年団本部育成活動費
150
山形県縦断駅伝競走大会
217
西川町駅伝競走大会
177
西村山地区駅伝競走大会
230
カヌー普及振興に要する経費
898
3,150
カヌー器材整備及び修理に要する経費
市町村対抗ジュニアクロスカントリー
145
駅伝競走大会に要する経費
50
月山杯争奪剣道実行委員会負担金
3,900
全国中学生カヌー競技大会
6,981
体育施設管理運営に要する経費
8,621
町民スキー場管理運営に要する経費
51,166
議会運営に要する経費
⑴議会
７．
10,230
議会と行財政 ⑵行財政の 庁舎管理に要する経費
運営
7,069
区長、町内会長及び隣組長に要する経費
の運営
28,470
一般管理に要する経費
250
人事給与システム改修事業
1,988
広報広聴に要する経費
7,110
文書及び印刷業務に要する経費
情報公開及び
93
個人情報保護に要する経費
758
会計管理に要する経費
1,350
企画調整等に要する経費（総務）
2,845
企画調整等に要する経費（企画）
32,601
新行政情報システムに要する経費
1,351
インターネットホームページ運営事業
1,264
ふるさと納税対策事業
2,459
大井沢支所運営全般に要する経費
大井沢防雪活動センター
346
運営に要する経費
12,164
地籍調査事業
698
職員研修に要する経費
32
固定資産評価審査委員会に要する経費
3,591
賦課徴収事務に要する経費
1,732
町税徴収対策事業
3,759
地方税電子申告システムに要する経費
1,976
戸籍並びに住民基本台帳等に要する経費
201
地域人権啓発活動活性化事業
22,998
戸籍電算化事業
400
選挙管理委員会運営に要する経費
35
選挙啓発に要する経費
8,502
衆議院議員選挙に要する経費
1,208
国民投票に要する経費
124
統計調査全般に要する経費
74
工業統計調査に要する経費
76
国勢調査に要する経費
338
経済センサス調査に要する経費
1,722
農林業センサス調査に要する経費
918
監査委員会運営に要する経費
763,729
通常償還
地域総合整備資金貸付事業債元金償還 10,000
1,516
高齢者住宅整備資金元金償還
134,566
政府資金等繰上償還
107,577
通常償還
1,000
一時借入金利子
762
地域総合整備資金貸付事業債利子償還
35
高齢者住宅整備資金利子償還
3,815
基本財産の取得運営に要する経費
1,000
町制施行55周年記念事業
677
西川のまちづくり応援団支援事業
⑶地域・
849
まちづくり まちづくり総合支援事業
700
ＩＪＵターン事業
366
六十里越街道・日本風景街道対応事業
1,000
月山朝日自然学園設置運営事業
140
やまがた「地域の宝」映像化連携事業
9,647
⑷公共施設等 財産管理に要する経費
137
維持管理 開発関係全般に要する経費
2,836
寒河江ダム関係に要する経費
11,596
寒河江ダム展望広場管理運営事業
320
道の駅に要する経費
1,473
高速道路関係に要する経費
10,537
月山湖大噴水管理運営事業
38,200
町温泉管理運営事業
ケアハイツ西川建設借入償還補助事業 64,812
大分類
６．
教育の振興
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