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① 地域おこし協力隊は、市報に

３名の活動の様子が掲載されてい

ますが、年齢と前職が記載されて

いませんでしたので、記載してい

ただきたいです。 

さらに、今年度、農林課鳥獣被

害対策員も加わる予定と聞いてい

ます。特に被害の多い田麦野、山

口、山元地域への積極的な参加を

お願いしたいです。なお、狩猟関

係の免許を持っている方、または

今後免許を取得する予定がある方

を採用するよう検討していただき

たいです。 

田麦野地域の将来の人口につい

ては、今年５月現在で田麦野地域

の人口は１４９人、７１世帯にな

ります。その後、７月５日までの

間に、５名の方が亡くなりました。

昭和３５年には、人口が７３１人、

１１４世帯がありました。比較す

ると、人口は５８２人、４３世帯

の減少になっています。今後、こ

のまま人口減少が続くと、田麦野

地域の自治会の役員など、具体的

な地域の運営などはどのようなに

なってしまうかお聞きしたいで

す。 

 

市長公室 

農林課 

商工観光課 

８月末から、鳥獣被害対策担当

として１名増員を予定していま

す。現在は、観光推進、移住定住

促進、国際交流推進担当の３名の

地域おこし協力隊が活動してい

ます。今回、鳥獣被害対策員とし

て採用するのは、狩猟免許所持者

ではありませんが、採用後に免許

を取得する予定です。地域に隊員

がお伺いした際には天童や田麦

野の魅力を教えていただき地域

と連携し活動していきたいと思

いますので御協力をお願いしま

す。 

 田麦野地域の人口は、令和元年

５月１日現在では１５７名、令和

２年５月１日現在で１５０人と、

７名減少しており、高齢化率が非

常に高い地域になっています。田

麦野地域には、市外、県外からの

移住者もいます。田麦野地域の特

長、魅力を生かし、地域の絆でつ

ながり、助け合えるような地域づ

くりを行っていただきたいと思

います。 

 なお、地域おこし協力隊３名の

年齢は、５０歳代、４０歳代、３

０歳代です。前職については個人

情報ですので、市としての公表は

差し控えさせていただきます。 

② 令和元年１０月１２日（土）、

台風１９号による危険が差し迫っ

ているため、危機管理室から避難

所の開設をお願いしたいと連絡が

あり、田麦野公民館でも、ぽんぽ

こ館長、公民館長、各地区の区長

危機管理室 

生涯学習課 

昨年、台風１９号が発生し、田

麦野地域では、警戒レベル３の

「避難準備・高齢者等避難開始」

が発令され、７名の方が避難した

状況の中、市職員が配置されず、

たいへん申し訳ありませんでし
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で相談をしながら避難所を開設し

ました。危険が差し迫っている方

などには直接連絡を行い、最終的

に地区内の７名が避難しました。

各市立公民館への自主避難所開設

に伴い、各市立公民館には市職員

を派遣されましたが、当公民館だ

け市職員が派遣されませんでし

た。市内で田麦野地域が唯一「警

戒レベル３」が発令された中で、

関係機関との連絡調整等のため、

市職員を派遣すべきではないでし

ょうか。 

また、避難所は２階の和室に開

設しましたが、足の悪い方もいる

ので、簡易ベッドなども備えてほ

しいです。また、洋式のトイレは、

１階と２階に２個しかありませ

ん。コロナ対策で、避難所を開設

しても、健康な方と体調を崩して

いる方を分けるなど様々な対策も

必要だと考えられますので、高齢

者などが安心して避難できるよう

対応をお願いしたいと思います。 

また、田麦野公民館も、最近、

夏場はとても暑くなります。避難

所になる場合も暑いと大変です

し、主要な部屋だけでも冷房を設

置して頂ければありがたいです。 

た。その他にも様々な課題が出ま

したので、今後対応が必要である

と考えています。 

今年７月２８日の豪雨の際に

は、田麦野地区の累加雨量が基準

を超え、土砂災害の危険が高まっ

たこと等から、田麦野地区におけ

る避難発令の可能性もあり、職員

１名を配置しました。 

なお、田麦野自主防災会の皆様

には、新型コロナウイルス感染症

を踏まえた避難所の開設につい

て、８月４日に訓練を行いまし

た。平常時から市では避難所運営

について検討し、災害発生時には

共同して対応していきたいと思

いますので、御協力をお願いしま

す。 

市立高原の里交流施設「ぽんぽ

こ」での避難所開設の際は、高齢

者が２階に上がれない場合もあ

りますので、１階に簡易畳を敷く

部屋等を用意し、また、冷房設置

については、必要な場所に設置の

検討をしていきます。 

洋式トイレの設置等について

は、今年１１月末日までに、給水

管工事等と併せて完了予定です。 

③ 田麦野地域には、昨年度まで

に１２名の方々が移住してきまし

た。公民館のイベントや地域での

活動がある際に、参加しやすいよ

う、移住者にも声をかけたりして

もらっています。さらに、市主催

の交流できるイベントがあれば嬉

市長公室 移住者の方々が交流できるイ

ベントは、移住者の方同士が、移

住した後の不安や悩みを共有し

たり、知り合いをつくったり、地

域の方々とのつながりを深める

ために有意義であると考えてい

ます。移住者交流イベント等は、
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しいです。例えば、少人数で天童

の名所で名産品を味わいながら、

天童の良いところ探しを行う交流

会などはいかがでしょうか。具体

的には、天童高原で天童牛と天童

ワインを味わったり、ラ・フラン

スを使ってフルーツパフェを作っ

たりしながら、天童の良いところ

を語り合う交流会などを行っては

いかがでしょうか。 

また、移住者がイベントなどを

主催する際の補助や、移住者向け

に冬場の灯油代など暖房費の補助

をいただければ助かります。 

現在行っていませんが、御提案を

参考にさせていただきながら、開

催を検討していきます。また、移

住定住推進担当の地域おこし協

力隊もおりますので、様々なアイ

ディアについて提供していただ

くなど御協力をお願いします。 

なお、移住者の方がイベントな

どを行う場合への補助について

は、検討していきますが、暖房費

等の補助については、公平性の観

点から難しいものと考えます。 

④ 舟着橋の東側の県道のカーブ

が、大雨時に旧道が水路状態にな

り、また法面からの大水が狭い側

溝に流れ、土砂などが詰まり道路

上に溢れ出す状況です。消防や業

者などでも土砂を片付けたり対応

はしていますが、車両の通行も大

変危険ですので、現地を見て頂き

対策をお願いします。 

併せて、チェーン脱着所の下の

方からも水があふれて道路に水が

流れ出る部分がありますので、対

応をお願いします。 

建設課 市道舟着２号線は、以前より、

大雨時に土砂や雨水などが県道

に流れ出ることから、既に横断側

溝や水路の整備などを実施して

います。この度、現地の調査を行

ったところ、山からの土砂などに

よる側溝の詰まりが確認された

ため、早急に土砂を取り除く工事

を行います。今後も、市でパトロ

ールを行い、早急に対応するよう

心掛けていきます。 

 チェーン着脱所付近の水あふ

れにつきましては、道路管理者で

ある山形県が、地域の方と一緒に

現地を確認し、山から流れてくる

水を受けるためのグレーチング

の設置や水路の清掃を実施して

います。 

⑤ 田麦野地域の除雪について、

令和元年度のまちづくり懇談会で

は、凍結防止のため、融雪剤散布

の実施をお願いしたところでした

建設課 本市では、路面温度が氷点下０

度以下になり、凍結が予想される

場合には、交通安全の対策のた

め、路面状況を勘案しながら融雪
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が、今冬は、例年になく積雪が少

なく、除雪回数も１・２回ぐらい

でした。雪のない場合や路面が乾

いている場合に融雪剤が散布され

ている状況が何日もあり、走るた

びに車両が傷んでしまうという声

があげられました。融雪剤を散布

する際は、降雪状況に応じて実施

して頂ければと思います。 

剤を使用している状況です。 

凍結による事故防止のための

交通安全対策として実施してい

るものですので、御理解をお願い

します。 

⑥ 今年４月から、田麦野公民館

に同報系行政無線を設置していた

だきました。聞こえる範囲は、５

００メートルと聞いていますが、

高低差があったりして、郵便局付

近でも、外では聞こえても家の中

では何か音がする程度で内容まで

は聞きとれない状況です。田麦野

地域全体に聞こえるようにするに

は、４か所に設置する必要がある

そうですので、追加して設置して

いただけたらと思います。 

危機管理室 平成３０年度から、緊急時の防

災情報伝達の多様化と多重化を

推進するため、登下校時の児童生

徒への緊急時の情報伝達を第一

目的として、各小中学校等へ同報

系防災行政無線の整備を進めて

います。田麦野では、地域の災害

対応拠点となる高原の里交流施

設ぽんぽこに設置し、放送の拡声

範囲は設置施設から概ね約５０

０メートルとなっています。現実

的には、雨や風などで相当変わっ

てきますが、放送が聞き取れなか

った場合には、防災情報テレホン

サービスで内容が確認できます

ので、御利用ください。 

また、同報系防災行政無線以外

にも、住民の方への緊急情報伝達

手段として、携帯電話の緊急速報

メール・登録制メール、市ホーム

ページ、市フェイスブック、テレ

ビ、ラジオ、防災ラジオ、広報車、

自主防災会連絡網等様々な手段

を使って対応していますので、御

利用いただければと思います。 

⑦ ６５歳以上の一人暮らし等高

齢者にヤクルトの配達を実施して

保険給付課 乳酸飲料サービス事業は、山形

ヤクルト販売に委託し、７０歳以
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いただいていますが、市内は週に

月・水・金の３回ですが、田麦野

地域は火・木の週２回となってい

ます。 

田麦野地域も週３回にしていた

だくことはできないでしょうか。 

上の単身世帯の高齢者に直接乳

酸飲料をお渡しし、安否確認をす

る見守りのための事業です。な

お、当該事業は親会社である株式

会社ヤクルトが、社会貢献事業と

して全国で実施しています。 

 田麦野地区では、毎週火曜日と

木曜日の週２回の訪問となって

いますが、先日、山形ヤクルト販

売と打ち合わせを行った際には、

深刻な人材不足などの理由によ

り、すぐに回数を増加することは

難しい状況にあるとのことです。 

御要望ありました週３回の配

達について、地元からの協力をい

ただけるかも含め、調整していき

ます。 

⑧ 上山口から田麦野に入る県道

の三叉路の部分が、道路脇の草が

伸びて見通しが悪くなっているの

で、草刈をしっかりしていただけ

るよう、県に働きかけてほしいで

す。 

建設課  県道と市道との交差点である

ことから、本市でパトロールを実

施し、草刈を行いました。 

今後も、道路パトロールを実施

し、早期に対応するよう心掛けて

行きたいと考えています。 

 


