
 

荒谷地域                  実施日 平成２１年１０月１４日 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① 市の機構改革で平成２２年

度から、農林課と農業委員会が

統合されるそうですが、どのよ

うな状況なのでしょうか。 

総務課 農業委員会は、地方自治法や農業委員会

等に関する法律に基づいて市が設置して

いる行政委員会であり、市長部局とは別の

独立した行政機関です。このため、市長部

局の経済部農林課と農業委員会とを統合

することはできません。 
ただし、農業委員会事務局長の兼務につ

いては、主として農地に関する事務を行う

農業委員会の役割と、市長の土地基盤や生

産向上等の施策を推進する役割の両面か

ら、相互に連携・補完して総合的に本市の

農業振興を展開していく観点から、平成２２

年度から実施したいと考えています。 

② 干布のスーパー農道北側

で、以前ラ・フランス畑だった

３０アールの土地に、５年ほど

前に杉の木が植えられました。

農地法違反なので、地権者と農

業委員会で話し合い、移植して

もらうことになりましたが、今

も放置されています。このまま

畑地の真ん中で木が成長すれ

ば、有害鳥獣のすみかとなるこ

とが考えられます。 
特定遊休農地の規定に基づい

て、調査の上対応をお願いしま

す。 

農業委員会 

 

 

 

 

 

 

農地法の違反転用でもあることから、以

前、地元の農業委員を通じて適正な農地管

理等の指導や農地常任委員会での農地の

確認・指導を行っています。今後とも、周

辺の樹園地に被害を与える前に、再度地権

者に対し杉の伐採や移植などの指導を継

続して行っていきます。 
また、農業経営基盤強化促進法に基づく

「特定遊休農地」については、農業委員会

だけの対処だけでなく、優良農地を保全す

るという観点から、解消に向けて努力して

いきたいと考えています。 

③ 市が主催する会議は平日の

日中に行われることが多いので

すが、仕事があるため、できる

だけ影響の少ない日曜日や夜な

どの日程で開催してください。 

総務課 

 

市が主催する会議は、会議の目的や案内

者の集まりやすい日程等を判断して開催

していますが、変更が可能なものについて

は、日曜日や夜の開催を心がけます。 

④ 荒谷公民館前の市道は県道

からの入口が狭く、検診車や移

建設課 市道の両側の地権者の意向を確認して

いただいて、市に要望してください。 
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動図書館の車はやっと入って来

ている状況ですので、できるだ

け早く整備してください。 

⑤ 上荒谷では農家から協力金

をいただき、年３回カラスの駆

除を行っていますが、数はなか

なか減らず苦労しています。他

にも少ない予算で、サル、クマ、

イノシシなどの対応を行なって

います。昨年、カラスの被害を

農林課に見に来てもらいました

が、その後の対策等は何もあり

ませんでした。市でも一緒にカ

ラス対策を進めてください。 

市街地でもカラスのフンに対

する苦情があると思いますが、

市街地のカラス対策について教

えてください。  

農林課 

生活環境課 

 

今年４月に田麦野鳥獣害対策連絡協議

会が、５月に天童市有害鳥獣対策連絡協議

会が設立されました。 
カラス対策を始め、有害鳥獣対策につき

まして、天童市有害鳥獣対策連絡協議会が

推進母体となり、各地区と連携して有害鳥

獣による被害対策を行います。 
カラスの駆除等の対策は、多くの都市で

行われていますが、具体的な効果が出てい

ないのが現状です。 
東北電力による電線対策も行われてい

ますが、時間と費用の面から市内全域の実

施にはなかなか進まない状況です。 
市では、各地域の衛生組合を通してカラ

スネット購入補助を行い、カラスの餌とな

る生ゴミの管理に力を入れています。 
また、糞害による道路の汚れについて

は、市で道路清掃を行っています。 
⑥ 荒谷公民館をお借りして児

童クラブを運営しています。子

どもたちは公民館の東側グラウ

ンドで遊んでいますが、ボール

が田んぼに入ってしまうことも

ありますので、田んぼとの境に

フェンスの設置をお願いしま

す。 

生涯学習課 

 

荒谷公民館の東側グラウンドは、駐車場

の一角をゲートボール場として整備した

ものであり、現在は８０ｃｍのフェンスが

設置されています。 
その後、イベント時の駐車場や児童クラ

ブの遊び場として利用されていますが、舗

装した駐車場に整備してほしいとの要望

もありますので、地域の方と相談したいと

考えています。 
⑦ 八千代台の共同浴場と保育

園用地の６００坪の土地利用に

ついて検討されてきました。 

公民館周辺には公園がないた

財政課 

子育て支援

課 

 

八千代台の公民館西側の６００坪の土

地については、現在のところ売買する計画

はありません。土地の管理は、適切に行な

っています。 
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め、八千代台の土地を売買して

代替地を公民館周辺に集約する

など、できるだけ早く土地の利

用法を考えてください。 

児童クラブについては、今後の児童数の

推移を考慮しながら、小学校の利活用など

も含めて荒谷児童クラブ協会と相談して

いきます。 
⑧ 荒谷から一中までの通学路

は、歩道がほとんど整備されて

いません。特に冬期間は、子ど

もたちが車道を歩くのは危険な

ため、７～９割近い保護者が車

で送迎しています。子どもたち

が、スクールバスや市営バスな

どを利用して通学する方法はな

いのでしょうか。 

建設課 

教育総務課 

歩道の整備については、各地域から要望

があります。具体的に設置場所を要望して

いただければ、必要な通学路についてはで

きるだけ優先順位をあげて検討していき

ます。 
冬期間、子どもたちが安心安全に通学で

きる環境を、学校、地域と家庭が連携して

保っていくことが重要です。 
荒谷から一中までは、およそ３ｋｍ程度

の通学距離がありますが、これまでも頑張

って通学していただいており、今後とも保

護者や地域の皆さまのご理解とご協力を

いただきながら、現在の通学方法を継続し

てまいりたいと考えています。 
⑨ 八千代台の外縁にある官地

のアカシアの木が大木となり、

６～７年前に幹が倒れたことも

あり、伐採の件で市に相談に行

きました。市では持ち主が分か

らないので県へ相談をとのこと

で、県に相談したところ、県で

は市に相談してほしいとの回答

でした。どこの土地なのか教え

てください。 

財政課 八千代台周辺の官有地については、市・

県とも管理していません。国有地を管理し

ている山形財務事務所に照会しましたと

ころ、国の何処の省庁等が管理しているも

のかを調査するとのことです。あわせて、

財務事務所から県にも確認するよう回答

があり、現在、県へ所有者及び管理者の調

査を依頼しております。回答があり次第ご

報告いたします。 

⑩ 少子化対策として、適齢期

の独身男女の結婚を後押しする

ための官制の仲人制度などはで

きないでしょうか。 

市長公室 以前は天童市結婚促進協議会が設立さ

れていましたが、個人情報保護法などによ

り解散した経過があります。 
出会いの場が少なくなりましたが、今年

度から山形県婚活コーディネーターが設

置され、様々な情報提供や保護者の婚活等
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も行われていますので、ご活用ください。 
⑪ 荒谷地域でもいきいきサロ

ンの活動が行政の支援で活発に

行われていますが、既存の老人

クラブとの調和のある行政支援

が必要だと思います。いきいき

サロンと老人クラブのメンバー

は同じで、市が支援しているい

きいきサロンに流され、老人ク

ラブに入らなくなると、老人ク

ラブは衰退していくと思います

ので検討してください。 

社会福祉課 いきいきサロンは、閉じこもりがちな高

齢者、障がい者に対して、ひきこもり等の

解消のため、生きがいづくりや介護予防等

を目的とした事業です。 

一方老人クラブの活動については、その

自主性を活かし、教養の向上や社会奉仕活

動を行うことが事業の主な趣旨です。この

ように、老人クラブといきいきサロンのそ

れぞれの事業目的は異なります。 

 いきいきサロンの運営方法は地域性に

合せて柔軟に実施していますが、一部の地

域では、老人クラブが主体となって運営

し、老人クラブの旅行や地区行事等に参加

できない虚弱高齢者にも社会参加の場を

提供しています。 

このようなことから、老人クラブが事業

の一環として、いきいきサロンへの参画や

運営を担うなど、老人クラブがさらに事業

拡大し、いきいきサロンとの連携を図れる

よう調整していきます。 
⑫ 最近は地域住民が、地域内

の各種団体に入りたがらない傾

向にあります。役員になりたく

ないと考える人が多く、会長な

どを置かないで活動する会に変

わったところもあります。 

まちづくりは、人づくり・心

づくりであると思います。行政

でまちづくりのノウハウを指導

してください。 

生涯学習課  より良い地域にするためには、地域の一

人ひとりや各種団体の協力が必要です。そ

れらの活動を充実させるためには、「無理

せず焦らず楽しく活動する」という心がけ

が必要です。まちづくり活動をやりやすく

するための学習機会や情報の提供など、公

民館活動や地域活動を通して支援します。 

⑬ 荒谷西工業団地の開発が進

んでいますが、開発の内容につ

いて、できるだけ地元住民に公

工業団地整

備室 

荒谷西工業団地整備事業は、平成１８年

度より荒谷地区の各町内会の役員、農政推

進員、荒谷土地改良区、荒谷財産区役員、
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表しながら進めてください。 農道管理委員会等の関係団体に事業内容

やスケジュール等を説明し、地権者のご理

解を得て事業を進めています。 
平成２１年度で地権者と土地売買契約

が整い所有権移転登記を完了しました。平

成２２年度は造成と道路工事に着手し、平

成２３年度に分譲を開始する予定です。 
企業名など公開できないものもありま

すが、事業の具体的な内容については、市

立荒谷公民館にも資料を準備しています

のでご覧下さい。 
⑭ 天童鍋合戦の会場につい

て、県の総合運動公園ではなく、

わくわくランドで開催してくだ

さい。 

山形市では初市や花笠パレー

ドも七日町を通行止めにして行

っています。 

観光物産課 天童冬の陣「平成鍋合戦」は、天童商工

会議所青年部が主管団体となり実施して

います。 
平成１８年度まで、わくわくランドの多

目的広場を会場に開催されておりました

が、来場者数の増加により手狭となり安全

な運営が困難になったことや、駐車場が不

足し近隣施設や店舗等に迷惑をかけるこ

と、さらに交通規制が困難であるため、天

童警察署から度重なる会場地変更につい

ての指導がありました。 
そのため、会場面積として十分な余裕が

あり、駐車場の確保もでき、交通規制も容

易で安全に運営できる県の総合運動公園

で開催しています。 
しかし、開催場所については、中心市街

地から離れてしまい、中心商店街関係者な

どから、賑わいと来場者４万人がもたらす

経済効果が感じられないという声もあり

ます。そのため本市では、安全な運営を確

保しながら、回遊性と経済的波及効果を実

感できるように、来年度以降に会場を現在

地から変更することや、2箇所に分離開催
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して回遊性を高めることなども含め、天童

商工会議所に検討をお願いしています。 
⑮ １０年後には荒谷地域の農

業の担い手は限られてきます。

サクランボは不作で、りんごは

豊作ですが安価です。耕作放棄

地や遊休農地が増えて１０年後

には手立てがなくなると思いま

す。 

農業振興策について、市、農

協、農家が考えていかなければ

ならないと思います。第六次総

合計画での農業の位置付けにつ

いて教えてください。 

農林課 市では、経営感覚に優れた担い手農業者

の育成や、農地流動化促進などの目標を明

確にし、職業として選択し得る魅力とやり

がいのある農業の実現を目指しています。 
農業就業者の高齢化等に伴い、年々増加

する貸出し農地を大規模経営者や小規模

で自給的農業を志向する者が役割分担し

ながら、地域の農地の保全と地域農業の確

立を図っています。 
第六次天童市総合計画の中でも、農業所

得の安定を図るために、農地の集積や農業

後継者の育成、営農組織の強化を図り、意

欲の持てる農林業の振興を図っていく考

えです。 
 
 
 


