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山口地域                      平成２２年１０月５日実施 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① サル及びクマが民家付近や

子どもの通学路に出没してお

り、人的被害が心配されます。

地区民で草刈りや、通学の見守

りを行っています。また、スー

パー農道の開通により有害鳥獣

の出没範囲が広がっており、こ

れからの駆除、捕獲対策につい

ては他地域との連携も必要にな

るかと思います。市では今後の

対策をどのように考えているの

でしょうか。 

 サル対策について、これまで

情報が共有されていませんでし

た。市でサル対策室など総合的

な窓口を設置し、サルの生態や

行動範囲を知ることにより、情

報や対策を一本化できるような

システムを検討してください。 

農林課 

学校教育課 

天童市におけるサルの生息数は、山口

群、田麦野群など約２９５頭と推定され、

山寺地区や猪野沢地区から移住してきた

ものと推測されます。サルは定点で情報観

察をしても捕獲は難しいと思います。 
有害鳥獣については農林課で対応して

いますので、関係機関と連絡を密にしなが

ら情報収集していきたいと思います。 
有害鳥獣による人的被害も憂慮されま

すので、出没が確認された場合には早急な

対策を取りたいと思いますので御連絡く

ださい。 
地域にサルが出没している情報が学校

に入ったときは、児童生徒に連絡し注意を

促すとともに、小学校では集団下校等の対

策を取っています。サルに出会った場合

は、決して威嚇したり物を投げたりせず

に、近づかないことを指導しています。 

② 前回の選挙から、投票所と

なる分館の使用料が８千円から

３千円に引き下げられました。

地域住民が分館を１日使用する

場合は、１万円を負担している

ところがほとんどです。選挙の

際は前日からの使用で電気料も

含んでいますが、今回の変更の

明確な根拠を示してください。 

選挙管理委

員会 

昨年１２月の行政刷新会議の評価結果

を踏まえた総務省からの通知と、それに伴

う県選管からの指導により、このたびの参

院選から投票所使用料の見直しをさせて

いただきました。 

見直しにあたり、市立公民館の設置及び

管理に関する条例「公民館使用料」の中の、

５０平方メートル未満（全日）３，３５０

円を基に、あわせて近隣市の状況等を考慮

して３，０００円とさせていただきまし

た。 

③ 県道天童高原山口線とスー

パー農道の交差点では、これま

で数件の事故が発生していま

す。一時停止の標識や路面標示

生活環境課 信号機と横断歩道の設置につきまして

は、県公安委員会の決定事項です。 
信号機・横断歩道の要望については、市

からも天童警察署に意向を伝えましたが、
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はありますが、見落としもあり

ますので、点滅信号機などの設

置をお願いします。 
また、子どもが安心して渡れ

る横断歩道がないので設置をお

願いします。 

なお町内会と地元安協支部が連携して、連

名で天童警察署に要望書を提出していた

だきたいと思います。 
なお、信号機や横断歩道は、交通量の調

査等を行って、交通量の多い危険な箇所か

ら設置しているとのことです。 
④ 昨年、農村生活環境整備に

ついて、農林課で地区内の要望

箇所のとりまとめが行われまし

た。その際に原崎児童遊園のト

イレ整備を要望しましたが、そ

の後の経過について教えてくだ

さい。 

農林課 今後の長期的な農村生活環境整備を進

めるために、各地域の要望内容などを把握

する目的で、昨年度要望調査を実施しまし

た。緊急性や必要性、さらには財源などを

勘案しながら、今後１０年程度の長期間で

の整備を検討していく考えです。 
原崎児童遊園のトイレ整備については、

関係課で調整を行っています。 

⑤ 通学路の街灯の定期的な点

検と修理を、業者にお願いして

ください。通学灯が消えている

ことを学校に２度電話で連絡し

ましたが、１ケ月以上経過して

も直らないことがありましたの

で、早く修理してください。 

痴漢は春と秋に増加するよう

なので、日没の早い時期に通学

灯が消えているのは危険です。 

教育総務課 学校と教育委員会の連絡が不十分であ

ったことと、老朽化した灯具を新しいもの

に交換する手続きなどに不測の日数を要

しお詫びいたします。今後迅速な連携がと

れるよう対応します。 

⑥ 平成１９年度の懇談会の回

答では、水晶山広域林道は地権

者の寄付があれば市道に認定さ

れるとのことでした。最近、水

晶山への登山者が増加していま

すが、カントリークラブの入口

から水晶山登山口トイレまで

は、幅４ｍの狭い道路で車のす

れ違いが困難です。この５００

ｍの区間も林道に入っているの

市長公室 

建設課 

水晶山広域林道の市道認定及び整備の

要望については、平成１７年の豪雨災害に

より県道が一時寸断されたことに起因す

るものですが、被災箇所も復旧され、今後、

豪雨や地震等により県道が被災した場合

においても、早急に対応されるよう県にお

願いしているところです。 
また、県道等が被災し集落が孤立した場

合は、交流施設に食料や毛布の備蓄を進め

ており、短期的にはしのげるものと思って
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でしょうか。田麦野地区の防災

の観点を含め、なんとか拡幅を

お願いします。この林道整備の

要望の際には関係者７０名の同

意書も提出しています。 

 また、川原子から東根の行沢

への道路の整備をお願いしま

す。 

おり、その間に被災状況に応じた緊急対策

を講じていきたいと考えています 
田麦野集落の孤立化対策は、当面このよ

うに対応したいと思っていますので、水晶

山広域林道の市道認定及び整備について

は、今のところ計画していない状況です。 
 市道や生活道路の整備については、各地

域から多くの要望をいただいていますが、

地域的に均衡が図られるよう整備してい

る状況です。また、地域内の優先度につい

ても地元に調整をお願いしています。 
このようなことから、川原子から東根の

行沢への道路の整備については、早急な取

り組みは難しい状況です。 
⑦ ナラ枯れが増えてきており

将来が心配です。今後の対策を

どのように考えているのでしょ

うか。 

農林課 今年８月に実施した県と合同の森林病

害虫の一斉調査でも、市内のナラ枯れの被

害本数は、昨年の約５倍と急激に増加して

います。 
今年は舞鶴山で７２本のナラ林の防除

を行いましたが、防除が物理的に追いつか

なくなることが予想されますので、保全す

べき森林として県が保全ナラ林に指定し

た「若松」「水晶山」、市が指定した「出羽

の三森」「ジャガラモガラ」を重点にナラ

枯れの防除を行っていきたいと考えてい

ます。 
⑧ 天童市には観光の目玉とな

る明確なものがないように思い

ます。天童市に観光客が増える

ようなパンフレットなどを用意

してください。 

また、５月に市内を巡る天童

桃源郷号が運行され、谷地中橋

の川原子こいのぼり祭りの会場

商工観光課 天童市は、人間将棋を始め、全国アマチ

ュア将棋大会やプロ棋士のタイトル戦の

開催など、将棋駒生産高日本一の将棋のま

ちとして広く知られています。 
 また、今年度、観光総合パンフレットを

リニューアルし、市内の観光施設をより分

かりやすく紹介しています。 
市街地には、織田信長ゆかりの建勲神社



 4 

 

山口地域                      平成２２年１０月５日実施 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

を通過しています。市のホーム

ページでもこいのぼり祭りにつ

いて掲載してください。 

などの神社仏閣をはじめとする歴史資源

や将棋資料館、美術館などの文化施設が点

在しており、天童温泉周辺の施設を紹介す

る歴史散策マップを新たに作成していま

す。 
また、今年度から村山地域７市７町と観

光関係団体で組織する「花のやまがた観光

圏推進協議会」が設立されていますので、

事業を通して、圏域内及び本市の観光情報

を、国内外に向けて発信したいと考えてい

ます。 
川原子こいのぼり祭りについては、市の

ホームページに、天童桜まつりの関連事業

として、日程等の内容を掲載し紹介してい

ます。また、天童市観光物産協会のホーム

ページでもＰＲを行っています。 
⑨ パークゴルフの競技人口は

年々増加しています。今後、小

原のＳＲＰを公認コースとして

申請する予定はありますか。 

文化スポー

ツ課 

 

パークゴルフ場の公認コースの申請は、

コースの基準や休憩施設や案内看板など

さまざまな条件が必要になります。また、

公認コースの申請者は、コースの管理、運

営をすることになりますので、継続的に管

理、運営できる組織をどうするかなどの課

題があります。平成２３年度中に課題を整

理し、平成２４年度中には公認コースが認

定されるよう努めていきます。 
⑩ 各種団体の会員不足が進ん

でいます。特に婦人会の役員に

なると、市の連合婦人会の役員

になり、様々なあて職等の用務

が増えて負担に感じる人も多い

ようです。そこで、婦人会の役

割の軽減、見直しをお願いしま

す。 

また、婦人会という名称を変

生涯学習課 社会構造の急激な変化や、個人の意識の

変化により、組織への加入離れが顕著化し

てきており、それに伴う団体の組織力の弱

体化が進んでいます。 
 また、御指摘のように、役職の集中を負

担と感じられる方も多いことが、更に組織

離れを引き起こす要因の一つになってい

ると考えています。 
よりよい地域づくりのためには、各種団
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えてはどうかと思います。 体の協力が不可欠です。各団体におかれま

しては、より身近な課題に取組むなど、魅

力ある活動に転換したり、役職や責任の分

散化を図り、特定の方に負担が掛かること

のないような方策を検討いただけたらと

考えています。 
婦人会の名称については、議論しながら

考えていく必要があります。 
⑪ 天童高原の牧野公社が廃止

されると聞きました。スキー場

は続けていくようですが、これ

から公社を廃止した場合、どの

ように維持していくのでしょう

か。また、キャンプ場について

もどうなるのか教えてくださ

い。 

農林課 天童市牧野公社が解散した後の天童高

原のあり方については、貴重な財産である

緑豊かな景観の保持や市民生活への貢献

を基本として、具体的に検討しています。 
その中で、スキー場については、ファミ

リースキー場として多くの人に利用され

ており、事業を継続していく方向で、今後

の運営方針等を検討しています。 
また、キャンプ場については、近年、利

用者のニーズが変わってきていますので、

キャンプ場の有り様も含め、地域の皆さん

の意見をお聞きしながら、今後の天童高原

施設全体の管理方針の中で決定していき

たいと考えています。 
⑫ 高擶では総合型地域スポー

ツクラブが設立されました。老

後の健康維持のための一人１ス

ポーツに向け、総合型地域スポ

ーツクラブの普及についての考

え方を教えてください。 

文化スポー

ツ課 

市民一人１スポーツの推進のためには、

総合型地域スポーツクラブの育成・創設が

重要だと考えています。それには、地域の

方々の、気運の盛り上がりにより進めてい

く必要がありますので、御協力をよろしく

お願いします。 
 


