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◆何でいま、地域計画なの？ 
 
日本は急速な少子高齢化人口減少社会を迎えています。西郷地域も例外では

なく、これまでの地域社会のあり方や秩序も壊れてきています。地域における

問題はますます多種多様化し、行政からの画一的な事業展開を待つのみでは、

真に住民が求める地域にはなかなか到達できない時代となっています。 
 
【西郷地域の人口の推移】 

 昭和  
30年 

平成  
元年 

 
5年 

 
10年 

 
15年 

 
21年 

人 口（人） 5,943 4,216 4,128 4,084 4,231 3,984 
世帯数（世帯） 917 913 912 940 

河島山

ニュー

タウン

建設 1,044 1,046 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                        [河島山ニュータウン] 

 

地域の宝、地域資源の素晴らしさを再認識しながら、住民主体「市民が主役」

の協働のまちづくりを推進するため、平成 15年に「西郷地域元気な街づくり協
議会」が設立されました。 

 
西郷地域元気な街づくり協議会規約 

第1条 西

郷の地域の宝、貴重なものを再発見し、地域資源の素晴らしさ

を再認識しながら、住民とともに考え、行動し元気で活力のあ

る夢あふれる地域づくりを推進する。 

 
 
従来の行政依存体制から離れ、住民自ら考え行動する住民主導の地域づくり

に方向転換し、「わたしたちの住む西郷をこんな街にしたい」という想いをみん

なの手で実現していきたいものです。 
 
まずは、西郷を振り返って、見つめなおし、再確認し、夢を語り、そして出

来ることを考えてみましょう。 
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地域計画は、そんな住民の想いの詰まった自ら作成した計画です。 
 

◆「西郷」を振り返ってみました 
 
西郷地域の様々な団体のメンバーにより、「西郷」について日ごろ思っている

こと、感じていること、希望などワークショップ形式で話し合いをしました。 
         

ワークショップ：一方通行的な知や技術の伝達でなく、参加者が自ら参加・

体験し、グループの相互作用の中で何かを学びあったり創り出したり

する、双方向的な学びと創造のスタイルの話し合いです。もともとは

「仕事場」「作業場」など、共同で何かを作る場所の意味。 

 
                     
その中で、西郷の自慢できるところ（良いところ）、何とかしたいところ（悪

いところ）を考えてみました。いちばん多かった意見は次のとおりです。 
 

西郷の自慢できるところ ベスト 5 
ＮＯ 内  容 具 体 的 な 意 見 
１ 自然が豊かである ・緑豊かで自然環境に恵まれている 

・最上川三難所の景観がすばらしい 
・河島山頂上の景色と希少植物がある 

２ 地域にまとまりがある

（仲間意識が強い） 
・隣近所のお付き合いと住民同士の思いやりがある 
・お茶のみの文化があり、情報交換できる 
・公民館行事の参加などを通じ地域の絆がつよい 

３ 安心できる 
（食、住、自然） 

・自然災害が少ない 
・外で遊ぶ子どもが比較的多い、安心して釣りのできる

場所がある 
・農産物が豊かである、食べ物がおいしく安全 
・学校給食で地元の食材を利用している 

４ 自慢できる行事や芸能

がある 
・農村文化保存伝承館と長板そばまつり 
・西郷徳内ばやしや杉島諏訪太鼓や大淀音頭など 
・ふれあいネットや輝く女性のホットルーム 
 

５ ボランティア活動が盛

んである 
・ボランテイア活動が盛んである 
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西郷のなんとかしたいところ ワースト 5 

ＮＯ 内  容 具 体 的 な 意 見 
１ 若い人が少なく高齢化

が進んでいる 
・独り暮らしや高齢者のみの世帯が増えている 
・働く場所がない、嫁さんが来ない、離婚が増えている 
・農業の後継者がいなく困っている 
・消防団員の確保が大変になっている 

２ 交通機関や道路の整備

が遅れている 
・街灯が少なく暗い 
・歩道や横断歩道が少ないため、通学時が心配 
・通学路や歩道の除雪が完全でない、車がすれ違えない 
・バスなど身近な交通機関が少ない 

３ 環境保護、改善にもっ

と力を入れるべき 
・河島山の赤松が松くい虫に侵され全滅の恐れがある 
・地域内の沼に特定外来生物の発生（オオマリコケムシ、

ブラックバスなど） 
・犬散歩時の糞の後始末が悪い 
・不法投棄や野焼きが多くみられる 
・ごみステーションのルールを守らない人がいる 

４ 世代間の交流が薄い ・高齢者と若い人や児童との交流の場が少ない 
・若い人の団体や婦人会の育成が必要 
・地区役員と若い人の交流がもっとあるべき 

５ 良い物がたくさんある

のに知らない人が多い

（資源のＰＲ不足） 

・民話の発掘と伝承が必要（竜神さまと塩常寺、最上川

の舟運と三難所など） 
・西郷のサクランボは糖度が高くおいしいのにＰＲ不足 
・河島山遺跡や最上川三難所を観光資源としてもっとＰ

Ｒすべき 
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◆西郷をこんな地域にしたい 

 
ワークショップでの様々な意見を踏まえ、「西郷をどんな地域にしたいか」、

「どんな方向性を目指すか」話し合いを持ちました。そして、目指す地域の将

来像を次の通り確認しました。 
 
 

   [街づくりは、人づくり]  

目標とする地域像の実現に向けて一番大切なのは、やはり人づくりです。 

西郷地域は原点に返り、まずは、「人が育つ地域づくり」を目指すことといた

します。 

  「ひと」を育て、「笑顔」あふれる郷づくり  

○ 次代を担う子どもをみんなで育てる地域にしましょう 

○ 人づくり、リーダーの育成のできる地域にしましょう 

 
 

            
 
 
 
 

  目指す地域の将来像 

○ 地域の力、組織の力をいかし安全で安心な地域にしたい 

○ 思いやり、助け合う福祉の心を育み、お互いにささえ合え

る地域にしたい 

○ 地域の恵み （地域資源）を共有し、保存、継承する地域

にしたい   
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◆地域づくりの取り組み 
 
「西郷をこんな地域にしたい（＝目指す将来像）」の実現に向け、部門ごとに活

動目標を定めました。そしてどういった取り組みを行っていくべきか、また、

どういった取り組みを継続していくべきか話し合いを行いました。 
 

 「ひと」を育て、「笑顔」あふれる郷づくり 

○次代を担う子どもをみんなで育てる地域にしましょう 

○人づくり、リーダーの育成のできる地域にしましょう 

 
「元気な西郷」をつくっていくベースは人です。わたしたちは、地域の目標

像の実現に向けて、先輩方が取り組んできたこれまでの成果や、地域の特性を

生かした西郷らしい「人づくり」を進めていきます。 
「ひと」を育て、「笑顔」あふれる元気な西郷づくりです。 
 

１．小学校を核に「人づくり」の輪を広げる 

児童センターの新築移転により、市民センター（公民館）と小学校、児童

センターが隣接し、西郷地域の中心に集積されました。この環境を生かし 
教育現場と地域・家庭の連携をさらに強化し、「健全で感性豊かな地域の子

ども」をみんなで育てていきます。 
 
  

 

 

 

 

 

２．伝統行事や徳内ばやしを活かした「人づくり」 

西郷地域内の各区や地区（部落）・自治会の強い結びつきは非常に強いもの

があり、多くのまつりや郷土芸能、伝統行事もこの単位で行われています。

こういった組織のまとまりを 
活かしながら、伝統行事の伝 
承等を通して、「世代間交流と 
人づくり」を進めていきます。 
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西郷徳内ばやし 

            

３．最上川三難所にこだわろう 

日本三大急流に数えられる最上川、その最上川の三難所がすべて西郷を取

り巻いています。景観にも優れたこの資源を生かした人づくり・街づくり

をおこなっていきます。 
    

三難所を乗り切る目を持とう 

 

・碁点の目  高所から全体を見渡す目 

 

     碁点は、岩礁が碁石を並べたよう 
に川幅いっぱいに点在しています。 
これを乗り切るには、高いところか 
ら全体を見渡す「碁点の目」が必 
要です。 

 
    
 
 
 
・三ケ瀬の目 分岐点の先を見通す先見の目 

              
 三ケ瀬は、細長い岩礁が 3層を
なして縦に並んでいます。後戻

りのできない分岐点では、先を

見通す「三ケ瀬の目」を持って

決断することが重要です。 
 
    
 
 
 

・隼の目 表面にとらわれず底を読み取る目 

 

隼は川底を覆った岩礁と瀬に 
より最も流れの速い危険な場所 
です。表面の速い流れに惑わさ 
れず、その底に隠れる根底を読 
み取る「隼の目」が不可欠です。 
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 [活動計画]  

 活動内容及び実施の時期 Ｎ

Ｏ 実施中 すぐに実施 ３年を目途に実施 その後に実施 

 
備   考 

 平 21 平 22 平 23～25 平 26～  

１ 地域と小学校が連携した事業実施 

 ・地区民運動会、駅伝、文化祭など地域事業への 

子供たちの参加 

 ・学校安全委員会、パトロールなど子供たちの安全確保

のための事業 

 ・地域の先生や読み聞かせ隊など、地域民の校内に 

おける事業参加 

     西郷子ども見守り隊の再整備 

      祝日翌日の立哨運動 

 

野外で遊ぶ機会をふやす取組 

  西郷探検隊事業 

            野外遊具の整備充実 

昔の遊び体験（めんこ、ゴム跳、コマ回し等） 

     魚釣り、昆虫採り 

 

運動会、駅伝、文化祭など 

 

学校安全委員会、パトロールなど 

 

 

 

 

国旗掲揚の翌日立哨 

 

 

 

脱ＴＶゲーム  

      

２ ふれあいふるさと元気塾の開催 

  農作業や伝統行事の体験 

     学童保育（コスモスきっず）とのタイアップ 

伝統行事や農作業体験など 

農村文化保存伝承館との連携 

      

３       祝日の国旗掲揚推進 

       地域を思う心←国を感じる心         

家庭での祝日の国旗掲揚が普通に

なされる地域に 

 平 21 平 22 平 23～25 平 26～  

４           地域の史跡、文化財、民話の再発見 

            地域を知り誇りを持つ 

 

      

５ 地区対抗の体育大会の実施 

 地区民運動会、駅伝大会、バレーボール大会 

 ソフトボール大会  

 

地区の団結と世代間交流、 
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６ 趣味、文化サークル活動等の交流 

 西郷総合文化祭の実施 

 市民センターの設備充実 

 

仲間づくり 

      

７ 伝統芸能の伝承 

河島「野も山も」、長島「鹿子踊り」、名取「居合流剣舞」

大淀「大淀音頭」など 

           伝統芸能の発掘、整理   

 

伝統文化の継承 

      

８ 徳内ばやしや太鼓を活かした青少年健全育成 

 西郷徳内ばやし、杉島諏訪太鼓、名星太鼓など 

 

      

９  スポーツを通した人づくり 

  各スポーツ少年団の育成 

  徳内ふれあいスポーツクラブ 

 

 

      

       最上川三難所を乗り切る目を育てよう 

碁点の目、三ケ瀬の目、隼の目 

 

      

10       西郷の情報発信の充実 

       市民センターＨＰの整備 

       市民センターだよりの定時発行 

       ニュースソースの発信（新聞、テレビ）       

 

 

      

11     街づくり協議会組織の見直し 

     計画実行に向けた組織の見直し        

 

 

 

                西郷子ども会育成会          

雪んこのつどい 

 

 

 

 

                 

                                        

                                         

地区民大運動会 

                                         「がんばろー！」 
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○ 地域の力、組織の力をいかし安全で安心な地域にしたい 

   ・犯罪のない、安全安心な地域づくり 

  ・無火災、災害に強い組織力のある地域づくり 

 
安全安心なまちづくりには、「地域の安全は、地域で守る」という意識が大切

です。防犯診断の取り組み、安全マップの作成、学校安全推進委員会による通

学路のパトロールなど、地域にあった交通防犯対策、自己防衛を推進します。

そしてこれらの取り組みを通しながら、地域民一人一人の防犯意識高揚を図り

たいものです。 
少子高齢化や農業の担い手不足により消防団員は年々減少傾向にあります。

特に昼間においては、地域外に職場がある団員も多いため分団車の出動に支障

をきたす恐れも出てきており、消防団組織の充実に向けた取り組みを進めると

ともに各地区の自主防災組織・婦人消防などの組織再編も必要となってきてい

ます。予防消防の重要性が一段と高まりつつあり、みんなで防災を考える機会

を増やす必要があります。  
 

[活動計画]  
 活動内容及び実施の時期 Ｎ

Ｏ 実施中 すぐに実施 ３年を目途に実施 その後に実施 

 
備   考 

 平 21 平 22 平 23～25 平 26～  

１ 防犯意識の向上と体制の整備 

防犯診断の実施（各世帯を訪問し診断、呼びかけ）  

防犯街路灯の整備充実 

個人の注意と組織の取り組みで犯

罪のない地域づくり 

消防団第二分団と合同で実施 

      

２  安全マップづくり   

         定期的な見直し更新  

危険個所認識の共有 

学校安全推進委員会との連携 

      

３  交通危険個所の改善等 

  交通危険個所の点検、改善要望等の実施 

  通学自転車の安全点検 

 

交通安全協会との連携 

小中学校との連携 
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４  冬期間の地域住民の除雪の協働化 

  協働除排雪の実施   

 

      

５  消防団組織、婦人消防組織の強化 

  新規団員確保対策と訓練の実施 

  地域内無火災を目指した取り組み 

 自主防災会の充実      

  防災意識の高揚（訓練実施）と防災備品の整備 

     近所のひとり暮らし老人等の防災マップ作成       

 

最小限の被害で済む地域づくり 

「大丈夫ですか、おとなりさん」

と呼び合える地域 

      

６ 地域内無火災を目指した取り組みの強化 

 夜回り巡回の実施、予防消防の広報 

 

  防火標語コンクールの実施 少年期からの防災意識づくり 

      

７         管理者不在廃屋等の処分 

        街協等による処分体制 

危険防止や環境上やむを得ない場

合の措置 

 
 
 
 

      
 
                     地域防災訓練 

                                             「自分たちで地域を守る」 
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○ 思いやり、助け合う福祉の心を育み、お互いにささえ合える 

地域にしたい 

  ・ともに悩みを考え、いきいきと暮らせる地域づくり 

  ・子どもの頃から福祉について考える地域づくり 

 
少子高齢化時代を向かえ、一人暮らしや高齢者世帯の割合が増えてきました。

将来にわたって安心して暮らしていける地域にしていくため、年代を超えた多

くの人の交流の輪を広げ、高齢者の生活を支援する組織づくり、住民が互いに

ささえ合える地域づくりを進めます。 
また、高齢者の経験を生かし人材利活用を行い、住んで良かった西郷地域を

目指します。 
 

 [活動計画]  
 活動内容及び実施の時期 Ｎ

Ｏ 実施中 すぐに実施 ３年を目途に実施 その後に実施 

 
備   考 

 平 21 平 22 平 23～25 平 26～  

１ 助け合えるご近所さん運動 

 困りごと、一人でできないことなど気軽に話し合える 

近所づきあい 

老人世帯等への除雪排雪協力体制の確立 

 

隣組、寄り合い制度 

いきいきネットワーク 

 

除雪やごみ出し、買い物、非常時

の助け合い 

      

２ 一日をより楽しく、一人で悩まないような地域づくり 

 サロン交流活動の充実 

民生児童員とのタイアップ 

      

３ 高齢者の話し合いの場の創出 

地域サークルを活かした世代を超えた話し合いの場 

 

      

    元気な高齢者の人材発掘及び特殊技能の発掘 

 

これまでの得た技能を埋もれさせ

ず、これを喜びに代える活動 
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４ 敬老会、高齢者年忘れ会、介護者激励会の開催 婦人会、社福協等との連携 

      

５ 子どもの頃から福祉について考える地域 

小学校、児童センターと高齢者との交流行事の開催 

体験実施型の小学校福祉教育事業 

助け合う心の福祉教育の充実 

小学校、児童センターとの連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            地域敬老会の様子 

 

 

 

 

                                   年忘れ交流会 

                                   園児と高齢者の交流です 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ふれあいふるさと元気塾  

              しめ飾り作り 

        「おじいちゃん、ここどうするの？」 
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○ 地域の恵み （地域資源）を共有し、保存、継承する 地域に 

したい   

     ・自然と共生し、心安らぐ生活環境づくり 

    ・健康で活力ある地域をめざし、伝統文化の継承を行う 

 
地域に根ざしている文化や知恵は先人たちが積み重ねてきた財産であり、豊

な自然は未来の住民から預かっている大事な資産です。これらを引き継ぎ、発

展させ、子供たちに伝えることは私たちの重要な使命です。 
西郷には、知られていない（私たちが認識していない）すばらしいものがた

くさん眠っています。地域を見つめ直し、その豊かさを感じられるような住民

になりたいものです。 
 

[活動計画]  
 活動内容及び実施の時期 Ｎ

Ｏ 実施中 すぐに実施 ３年を目途に実施 その後に実施 

 
備   考 

 平 21 平 22 平 23～25 平 26～  

１ 気づいたらゴミを拾えるような地域づくり 

 広報活動と環境衛生員（各地区）の設置 

地域住民の意識改革 

 

      

２ 河川（道路）一斉清掃の実施 

 不法投棄パトロールと原状回復作業の実施 

 

      

３ 花いっぱい、緑の多い地域の創出 

  道路沿いや公園等の花苗の助成 

マイロードサポート事業等の活用 

＋独自の助成事業 

      

４ 里山河島山の再生 

 希少植物の保護、赤松の保全、遊歩道の整備    

希少植物の保存と増殖畑設置  

        炭焼き窯の設置  

幼いころから親しんだ豊かな自然

の里山再生 

杉島里やまの会、南河島区 

みどり環境交付金（協同分）活用 
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５ 最上川三難所の保全、整備 

 フットパス整備、地元での維持管理     

            ウオーキングやジョギング 

会の実施 

全国に誇れる景観と先人の苦労 

三難所を乗り切る「目」を持とう 

 

 

      

６ 郷土史（西郷誌）の発刊 西郷郷土史研究会 

      

７  安全安心な農産物の生産と地産地消の推進 

  西郷ブランド（名取いもこ等）の確立 

  産地直販所（河島、大淀、長島、浮沼、道の駅等）        

 

 
                   河川の清掃作業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 河島山の豊な森づくり事業 

  里山の整備 

 
 
 
 
 
                           

西郷小学校緑の少年団 

                                               グリーンカーテン作り 

             



           

                   
 
 

１． ワークショップで話し合われた意見や提案 

２． 西郷地域元気な街づくり協議会組織図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 



【自慢できるところ】 福祉関係のメンバー
1 ボランティア活動が 老人クラブで年２回草取りを行っている 地域 各団体への協力

活発だ 旧正月行事を活発に行っている

【なんとかしたいところ】
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

1 福祉について 老人ホームに簡単に入れるようにベット数を 行政 行政で対応してほしい

増やしてほしい

在宅介護をしている家族へ介護手当を保険 行政 在宅で介護する家族に対して報酬を与える

より出してほしい 事によって、施設の増築をおさえる事が

出来るのでは？

子供の安全確保は地域の気配りが大事

児童センターの送迎バスの廃止が残念

若い人が勤めの為、日中ひとりになる高齢者 私 出来る限り、日中見廻りを行う

が多い

一人暮らし世帯に火災警報器を設置して 行政 消防で取り付けてほしい

ほしい

一人暮らし世帯の除雪対策 私 出来ることは協力する

地区 中・高生の除雪ボランテイアの利用法

行政 機械等の貸出し

高齢者・一人暮らしの人の通院時の交通

機関が少ない

福祉の機関が少ない

2 環境問題 河島山のサギ対策 行政 有害駆除で対応

ハクビシンの駆除

3 危険防止 危険区域での遊び禁止

（ため池でのつり禁止）

項  目 （タイトル）

ワークショップで話し合われた意見や提案

回数：5回
開催日時：平成20年12月～21年2月

出された意見や提案：計397
参加人数：計110人

資料 1



【自慢できるところ】 公民館関係のメンバー
1 公民館行事 運動会は地域のつながりとして、大きな役割

を果たしている

公民館の行事参加により、地区の絆が強い

【なんとかしたいところ】
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

1 公民館関係 西郷を担う若者を育てるために、公民館活動 私 公民館行事におおいに参加する

におおいに参加させ交流していくべきだ

地区内の子供・若者が参加できる事業を

考えるべきだ

公民館推進員の選び方の検討 地域 選出方法の検討

構造が悪いため、屋根の雪が落ちにくい 行政 修理依頼

雨漏りがあるので、ペンキの塗りかえが必要

2 行政関係 若い人が育たない 地域 若返りが必要

行政委員の役員は７０歳までとし、引退する 行政 定年制が必要

方向にしてはどうか

行政委員と若者の交流

3 地域とのつながり 子供の通学路の整備が不十分（大淀長島）

（学校関係） 南北に長い地域なので通学大変（安全面）

学校と地域民のかかわり大切 地域 子供が必要

校外学習と農業のかかわり

4 土地の利用 休耕田や畑の有効利用

そば団地が有り、地産地消のシステムが 行政 地産地消の推進

あれば米にたよらない農業ができる

不景気を克服する働き場所

5 雪の問題 融雪溝がほしい 地域 雪の有効活用

雪の有効利用を考える 行政

6 日常生活の利用 地域の農産物を販売するところがあるといい 地域 運営は行政で、農協に依頼してみる

日曜市場を開き、西郷で生産している

農産物直売する

7 観光について 最上川三難所の観光に力を入れて、集客に 行政 観光ＰＲが必要

力をいれてほしい

河島山の下刈り等を行い、親しみ易い山に

なればいい

郷土芸能の復活

最上川・大旦川の水をきれいにする 行政 世界遺産の川を目指す

運動の開催

項  目 （タイトル）

資料 2



【自慢できるところ】 行政委員のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

仲間意識が強い お茶飲み会の文化があり、情報交換できる 私 仲間を増やす

（まとまりがある） 住民同志の思いやりがある

地域の協力が強い

地域の自慢できる 杉島ふれあいネット 私 さらに充実させて、後世に伝える

ものがある 輝く女性のほっとルームがある

大淀音頭

長板そばまつりがある

杉島諏訪太鼓

自然が豊かである 緑が豊かである

安心して釣りができる場所がある

部落の中心を川が流れている

外で遊ぶ子供が多い

【なんとかしたいところ】
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

1 生きた予算を立てる 住民の声を良く聞き予算を立てる 私 出来ることは労力で協力する

行政に対し、無関心の人がいる

これ以上道路を造る必要ない

除雪予算が足りない

１０年・１５年先の村山市のビジョンが

見えない

交通が不便 行政 市民バスの増加

2 公民館活動の見直し全地区参加の出来ない駅伝を止め、別の 地域 時代に合った行事を考える

行事を考えるべき

西郷地区民大運動会の継続

西郷地区全体の盆踊りを行ってはどうか？

3 伝統芸能の保護 杉島諏訪太鼓の保存及び支援 私 若い人たちに協力し、続けていけるように

西郷徳内囃子の支援 する

4 ごみ収集の決まりが資源ごみ、ペットボトル等の収集日以外に 私 収集日を守る

守られていない 出されている

ごみが農道浴線に不法投棄されている 私 ごみ袋に指名・電話番号を記入する

地域 ごみ収集所の管理は環境員にお願いする

5 地域の交流が 地域 西郷サミットの開催 （県内同地区名と）

少ない 地域 西郷名刺交換会の開催

地域 西郷地区いも煮会の開催

項  目 （タイトル）

項  目 （タイトル）

資料 3



【なんとかしたいところ】 行政委員のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

6 子供、若い人との お年寄りや児童たちとの交流の場が少ない 私 まずは近所同志の話し合いから始めて

交流ふれ合いがない若い人と高齢者の交流がない だんだん地域を広げていく

戸数の減少 地域 交流会を開催する

子どもの減少

7 安全・安心で暮ら 私 外出時は必ず隣近所に声をかけていく

せる地域づくり （ 愛のひと声運動 ）

私 いきいきの見守りを見守っていく

行政 回覧・市報等で知らせ、犯罪のない地域にする

8 環境保護・改善 河島山の赤松が松くい虫におかされている 地域 森林組合を結成し、松くい虫の防除をしてもらう

桜街道を害虫・雑草（クゾつる）等から守る 行政 松くい虫におかされている木を切ってもらう

蝉田川・大旦川を魚の住める川にする

部落の川に寄生虫発生（オオマリコケ虫）

県道側溝に泥がある 私 泥あげに協力する

地域 ふた上げ・機械等の貸出し

道路沿い花等を植える（フラワーロード） 行政 機械等の貸出し

八反集落内の排水対策

生ゴミ肥料化運動

犬散歩時の糞の後始末が悪い 私 きちんと片付ける

9 観光資源 河島山遺跡跡観光資源として開発・利用する

最上川三難所のＰＲが足りない 行政 市の観光協会にＰＲしてもらう

10 地域を流れる水利 道路の排水溝がバラバラで一貫性がない

が悪い 水利の便が悪い

11 事業が多く整理が 行政委員の負担が大きい 行政 役員会の開催を夜もやる

必要 地域の事業が多い

地区内の事業が出来にくい

各種部会がない

12 消防関係の見直し 自主防災会活動の充実 地域 地区員・行政委員・消防関係者との話し

合いを持つ

地域 地域での組織作り実施する

13 雪が多い 除雪に時間がかかる 行政 流雪溝を取り入れた除雪にする

雪が多く邪魔になる

14 人口の減少 部落が過疎化している 行政 市全体の問題として取り組む

ひとり暮らしの増加

15 道路の充実 浮沼・林崎線の早期着工をお願いしたい

16 誰もが楽しめる 老人たちの将棋クラブがほしい 私 クラブを作る

クラブがほしい 老若男女でもＯＫの川釣りクラブがほしい

男の料理クラブがある

項  目 （タイトル）

資料 4



【なんとかしたいところ】 公民館関係のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

1 地域の観光ＰＲが 地域内の史跡名所のＰＲ少ない 私 自分で体験し、良いものは知人に教える

少ない 地域内の活動ＰＲ少ない 地域 声がけ、参加をうながす

地域のおまつりに活力がない 地域 情報収集し定期的に発信する

市役所前のバラきれいだが、ＰＲが少ない 地域 観光地の景観維持の協力（清掃、雪囲い等）

最上川をもっとＰＲする 行政 地域版を市報に載せる

温泉の利用率アップすれば、活気がでる 行政 ツアーの企画・ＰＲで収容図る

2 公民館行事関係 若い人の参加が少ない 私 参加する

若い人たちの交流の場を設ける 私 声がけする

若年者の集まれるイベントを考える 地域 公民館事業の見直しの相談

人集めが大変なので、参加する部落が

少ない

行事を中止する （地区駅伝）

年齢に偏りがあり、行事等の年齢制限クリア 地域 年齢に関係ない行事の新設

できない （各地区年齢のバラツキがある）

地区（行政委員）のバックアップが少ない

3 行事への参加 徳内まつりの地元団体の参加少ない

少ない 地域行事の若い人の参加が少ない

小・中学生の参加困難（少ない）

4 雪が多い 除雪時間が早い為、出勤時大変

市・県道で除雪時間が違う為、地域での除雪 行政 きちんとした流雪溝が必要

が大変

5 行政関係 地区内に働く場所がない 行政 企業の誘致

他市町村への若い人たちの流出

工業団地の活用化

企業の誘致

6 若い人の後継者が 若い人の後継者を育てる

少ない 街づくり協議会の中で、中・農業部門を入れ

たらどうか

7 環境問題 省エネをもっと考える

ごみが多い

8 体育館の使用

9 交通機関少ない

10 街灯が少ない 幹線道路から外れると大幅に減る

項  目 （タイトル）

資料 5



【なんとかしたいところ】 福祉関係団体のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

1 老人福祉について 必要な人にオムツが渡らない 私 必要枚数を正確に申請する

オムツを介護１からもらえるようにしてほしい 行政 無料配布を少し個人負担にすれば、配布先も

広がるのでは？

余分のオムツをリサイクルショップに売却

する話を聞いた

ほのぼの温泉クラブの１回の参加人数が 行政 ゆっくり過ごせるよう、１回の参加人数を検討

多くて、話しが聞こえない してほしい

2 高齢者対策 高齢者の生きがい・目標づくり 私 サロンの開催

（生きがいづくり） 高齢化による集落の勢いの無さ 地域 老人クラブへの加入

高齢者の交通安全の声がけ 行政 高齢者にあった仕事の開拓

3 農業の活性化 名取の里芋のブランド化 地域 新しい農産物の開発としてニンニクの栽培や

新しい農業の開拓 農産物のブランドを考える

農業後継者がいなく困っている 行政 芸能人を使って魅力ある農業を宣伝する

農業作物の値段が安い割に、改良区費等 私 学校給食に米の消費をする

機械等の値段が下がらない

4 地域文化の伝承 村山市の特産地の開発 地区 地元に伝わる伝承の発掘

最上川舟運と三難所 行政 市の特集等に取り上げてもらう

竜神様と塩常寺の民話 （村山市の文化財）

じゅんさい沼の発掘

民話（とんと昔話）の発掘と伝承

子供クラブでやっている七夕まつりの参加者が

少なくなっているので、西郷で実施できないか？

5 児童センター 児童センターの送迎バスがあれば、もっと 地域 地域毎に利用者がタクシーを利用する

学校関係 入館する子供もいるのでは？ 地域 保護者が交代で送迎 （事故の心配あり）

大変困っている人もいる （南河島で）

給食時、牛乳が飲めない児童には麦茶等に 私 家庭より麦茶等持参（学校側の承諾を得て）

変えてほしい 行政 アレルギー児童に配慮する指導の徹底

大淀公民館前の遊具の整備

6 冬季期間の雪対策 通学路 道六～大淀間歩道の除雪

沼を利用した流雪溝の整備 行政 西溜池を利用した流雪溝の整備

消火栓・消火水槽付近の除雪 地域 地域で除雪の協力

7 道路問題 高速道路の早期着工（完工）

（交通安全面） ガード下の道路に歩道がなく危険

（中・高生の通学路）

碁点部落橋の東側（矢口菓子店のところ）

堤防北側見通しが悪く事故が起きている

項  目 （タイトル）

資料 6



【なんとかしたいところ】 福祉関係団体のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

8 地域の助け合い 福祉・近所同志の助け合い、連携の強化

活性化 人口減少で村が淋しい

若い人の離婚が多い

結婚しない男女が多い

嫁がこない

地域に店が少なく不便だ

西郷の奉仕活動に年一回も参加しない人が 地域 不参加世帯から負担金を出してもらう

いる

9 地域ぐるみの子育て児童館の整備 私 学童・児童館でボランティアによる自然教室

安全パトロールを実行してから、子供たち を行う

大人を警戒して、あいさつが少なくなった

10 健康つくり 健康つくりの推進 私 ボランティアによる草刈り等の協力

クアハウス碁点の健康施設を最大に活用 行政 碁点遊歩道の継続的整備のボランティア募集

募集 （伝承館～ゴルフ場まで）

医療機関の受診の足の確保

11 娯楽設備が少ない パチンコ店が多く、家庭不和 地域 地域の環境（自然）を利用した遊び場の創生

健全な娯楽設備がない

項  目 （タイトル）

資料 7



【自慢できるところ】 消防関係のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

1 自然に恵まれている食べ物がおいしい

農産物が豊か

自然環境に恵まれている

河島山の頂上の景観

自然災害が少ない

項  目 （タイトル）

資料 8



【なんとかしたいところ】 消防関係のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

1 消防団員の確保が 新団員の確保が困難 私 若い人を勧誘する

困難 団員数が少ない 私 若い人と親しくなる

団員数の確保が難しい地域がある 私 家の人からも団員になるよう押してもらう

若い人が部落に残っていない 地域 地域の人からも勧誘してもらう

勧誘に行き、すべて断られたことがある 地域 消防団を嫌わない

地域 予備消防を組織する

行政 組織の見直し

2 消防設備の不備 セル付きのポンプがほしい

ポンプ古い

消火栓のホース更新できない

防火水槽・消火栓の不足

3 防災面が心配 道路の狭い場所が多い

道路が狭いので除雪が行きとどかない 私 防災部会に協力

除雪開始時間遅い 行政 除雪開始時間を早めてもらう

自主防災組織がきちんとなっていない 地域 年一回の防災訓練の実施

4 日中の活動が難しい勤め人の団員が多い 行政 消防団ＯＢに協力要請

夜勤で団員が集まらない

5 交通の不便さ 身近な交通機関が少ない 行政 交通機関の新設

雪道狭く、歩行が危険 私 除雪の協力

除雪で交差点見えなくなる 地域 各団体からの除雪への協力

流雪溝がほしい 行政 設備の話し合い

6 子供の生活環境問題子供が少ない

通学路が暗い（大淀）

通学の時、右側の歩道にも縁石をつけてほしい

児童館遊園のバスがあるといい 行政 子供の減少から、利用者のみの負担では

街灯まばらで、歩道暗い バスの運営がだんだん厳しくなるので、

ひとりで下校している子供がいる 行政からの金銭面の援助が必要

子供も遊び場がない（公園がない）

外で遊ぶ子供が少ない

乳幼児からみてもらえる所がほしい

7 少子・高齢化が進んで高齢者世帯が増加している

いる 子供が減っている 行政 子育て支援対策の充実

行政 補助金を出す（出生数によって）

8 地域に店が少ない いろいろな店があるといい

コンビニがない

ガソリンスタンドがない

項  目 （タイトル）
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【自慢できるところ】 女性団体のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

1 住みやすい地域 自然が豊かである

甑岳・葉山が一望できる

古代をしのぶことのできる河島山がある

身近でそば打ちができる伝承館がある

長島橋と三ケ瀬橋からの風景自慢できる

堤に子供たち・家族等でつりに行ける

公民館が各地区にあり、集う所があってよい

市民センターが使い易い

項  目 （タイトル）
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【なんとかしたいところ】 女性団体のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

1 地区行事のあり方 運動会をなくす（レクリエーション的にする） 私 できるだけ声がけして誘う

運動会を３年に１回盛大に開催 地域 ９月に運動会が集中するので時期をずらす

駅伝をなくす 地域 年間行事の見直し

駅伝だけでいいのでは？

運動会を午前中に終わるようにすれば、参加

人数も増えると思う （昼食作り女性の負担）

高齢化で名前ばかりで参加できず

人選が大変

地区・部落の年配者が多く、色んな活動が

スムーズに運営出来ない

行事が多すぎて、若い人達の負担が大きい

地区の役員を若い方に

役員の任期を決める

婦人会会員が毎年減少し、役員選出に困って

いる

2 若い人の声を行政に古い習慣が多すぎる 地域 部落の若い人の活動する場をつくる

行政で若い人の声を聞いてほしい 地域 地区の若者たちの会をつくる

冠婚葬祭の簡素化 地域 古い習性を改める

地域 若い人・女性の意見を聞いて、行政に

つなげる

地域 若い人の団体や婦人会等を育てることを

考える

行政 高齢者が行政の助言をする

3 高齢者が増えている高齢者世帯が多くなっている

ひとり暮らし世帯が多くなり、部落で世話を 行政 市でも考える

することが多い

高齢者が地区に甘えてる 私 まずは自分の子供に甘える

同居世帯が減っている

心肺蘇生法の講習を地区の方に受けてもらう

4 若い人がいない 働く場所がない 地域 独身者がお嫁さん探しに積極的になる

若い人が地区外に出て活気がない 地域 若い人が働ける仕事があるといい

結婚しない 行政 若い人の出会いの場を設ける

嫁不足 

（海外からのお嫁さん多くなっている）

子供の減少

項  目 （タイトル）
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【なんとかしたいところ】 女性団体のメンバー
話し合われた内容 （意見） 区分 提  案 (振興策又は解決策）

5 冬期間の除雪等 通学路歩道の除雪がなっていない為、車道を 私 道路に雪を出さない

歩くので危険だ

高齢者世帯は除雪が大変だ 地域 高齢者世帯の除雪の応援

道幅が狭くなり、車がすれ違えない

道路の狭いところは、雪を片づける場所が

ない

雪が多いとトラブルがある

夜間雪捨て場に入るのは危険だ 行政 雪捨て場使い易いように整備

6 農業後継者が 畑の荒廃が目立つ 私 朝ごはんを食べる

いない 行政 減反の見直し

行政 食育の話を親世代にも聞かせる

7 環境問題 庭先でごみを燃やしてる家庭を少し見受け

られる

道路に空き缶が多く捨てられている 私 空き缶ポイ捨てしない

不法投棄が多い

最上川にビニールが多い

２.３年前より獲たいの知れない生物発見、

市から見てもらった

使用されていない畑があるため、ネズミが

多い

道路沿い暗い感じ 地域 道路脇の歩道を整備し植樹する

河島山の松の木が枯れて、自然が破壊

されている

8 安全・安心して暮ら 街灯が少なく暗い 地域 街灯を増やす

せる街づくり 横断歩道が少ない 地域 子供たちの安全を守る

雪道の通学路が狭い

楯岡中まで遠い

9 店が少ない 大型店が少なく買い物が不便

商店・コンビニがなく不便

10 遊び場と観光地の そばまつりは活気があってよい

整備を図る 西郷のさくらんぼは糖度が高く美味しいのに 行政 西郷地区をもっとＰＲしてもらう

ＰＲ不足

子供の遊び場がない

伝承館スキー場の利用者が少ない

農産物の加工場がない

項  目 （タイトル）
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行政委員会 西郷小学校 子ども会育成会
西郷地区公民館 楯岡中学校 高校生を持つ親の会
社会福祉協議会支会 西郷小学校PTA 交通安全協会西郷支部
消防後援会 楯岡中学校PTA 商工会西郷支部
民生児童委員 西郷児童センター 保健委員会
消防第二分団 西郷児童センター保護者 食生活改善推進委員会
老人クラブ 西郷児童センター母親クラブ その他必要な団体・個人

会長、副会長 4名 婦人会 村山警察署
各部会長、副部会長 婦人消防クラブ みちのく村山農協西郷支店

□地域福祉活動の支援推進 □交通、防犯対策の推進 □消防、防災事業の推進 □環境整備、景観保全の推進 □芸術、文化、スポーツの振興
□いきいきネットワーク事業 □青少年の健全育成 □自主防災会の育成支援 □河島山里山周辺環境整備 □地域の人材育成、情報の収集
□助け合いのできる地域づくり □安心して暮らせる地域づくり □消防団員の福利厚生の充実 □クリーン作戦、ごみ問題対策 □伝統文化保存伝承の推進

□消防関係諸団体の育成 □花いっぱい運動の推進 □健康で元気のある地域づくり

部会委員 部会委員 部会委員 部会委員 部会委員
・行政委員 ４名程度 ・行政委員 4名程度 ・自主防災会長（地区長）4名程度 ・行政委員 3名程度 ・公民館長
・民生児童委員 ４名 ・交通安全協会支部長 ・消防後援会理事 9名 ・各地区推進員 16名 ・公民館主事
・婦人会代表 ・西郷小学校ＰＴＡ会長 ・第二分団 3名 ・部会長が認めた者 ・地区推進員代表 3名
・老人クラブ会長 ・楯岡中学校ＰＴＡ西郷地区代表 ・婦人消防クラブ会長,副会長 ・地区選出市体育指導員 2名
・西郷小学校長 ・高校生を持つ親の会 ・地域体育指導員 4名
・西郷児童センター館長 ・西郷児童センター保護者会 ・婦人会代表
・部会長が認めた者 ・子ども会育成会長 ・駅伝チーム監督

・警察西郷担当署員 ・部会長が認めた者
・部会長が認めた者 計17名±＠ 計18名±＠

計12名±＠ ※自主防災会 計13名±＠
計11名±＠ ※消防団第二分団

※民生児童委員 ※交通安全協会 ※消防後援会
※婦人会 ※学校安全推進委員会 ※婦人消防クラブ ※環境衛生推進員 ※公民館推進員

構  成  団  体 等

西郷地域元気な街づくり協議会

福祉部会
[社会福祉協議会西郷支会]

村山市

文化スポーツ部会
[公民館活動推進協議会]

環境衛生部会

監 事
幹 事 会

顧問

交通防犯部会 消防防災部会

サポーター集団（ボランティア・市職員）

地域推進部会（地区長会）


