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天童北部地域 令和元年８月２７日開催 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① 防災士の資格を取得しよう

と、防災士養成研修講座について

調べたところ、受講費用が約６万

円と高額で、受講対象者が自主防

災組織のリーダーなどと制限され

ていたため、受講を断念したこと

があります。今年度は、市から１

０人の受講者に対し助成を行い１

１，５００円で県防災士養成講座

を受講できるようになり、受講対

象者も「自主防災会長が推薦する

方」と受講者の幅が広がりました。 

 市ではこれまでにどのくらいの

方が防災士の資格を取得していま

すか。また、今後の受講希望者へ

の講習会費用の助成の予定や受講

対象者の範囲について教えてくだ

さい。他県では、自主防災会、市

町村関係者以外にも、消防団員や

学校、福祉施設、事業所の防災担

当者、さらには地域の防災活動に

関心のある方など幅広く受講者を

募集しているところもあります。 

危機管理室 平成２７年度から県防災士養

成講座により昨年度まで３５人

の方が防災士の資格を取得して

います。今年度は各地区自主防災

会から６人の推薦がありました。

市では、今年度から地域防災の中

核となる防災士養成のため、県防

災士養成講座受講に関する費用

の助成を行っており、今後も継続

して行っていく予定です。 

 なお、受講対象者は、地域の防

災力向上に携わることが可能な

方で、地区自主防災会会長の推薦

としていますので、来年度に受講

を希望される場合は、自主防災会

に御相談ください。 

 

② 主要地方道山形天童線の乱川

－山形空港間の整備について、市

は以前から県に対して早期完成の

要望をしているようで、今年も６

月に２０２０年度市重要事業２９

項目の１つとして県に要望したと

の報道がされました。整備状況や

今後の見通しなどはどうなってい

ますか。 

 また、山形空港の滑走路を５０

０メートル延長する話があり、延

長するとなれば、南側に延長され

ることが考えられます。主要地方

建設課 

市長公室 

当該路線は、乱川地区以北から

山形空港の西側に通じる約２キ

ロメートルの路線で、乱川には約

２３０メートルの橋が整備され

る予定です。事業者である県から

は、平成２９年度から事業化に向

けた測量調査に着手し、平成３０

年度から令和元年度の２か年で

橋梁の予備設計などを行い、引き

続き次年度以降も調査設計を進

め、事業の進捗を図る計画と伺っ

ています。市では、事業の早期完

成に向け、今後とも県に対して要
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道山形天童線の整備にも関係して

くると思いますので、滑走路延長

の方針や計画がわかれば教えてく

ださい。 

 

望していきたいと考えています。 

山形空港の滑走路延長につい

ては、県において、国際線就航を

スムーズに誘致するためのもの

です。県では、平成３０年度から

国に対して滑走路延長に係る支

援を要望しているところですが、

国からの明確な対応はなく、ま

た、整備計画についても、現在の

ところ、南北どちらに延長するの

か、整備時期がいつになるのかな

ど、具体的な方針は示されていま

せん。今後、県から方針等が示さ

れた場合には、お知らせいたしま

す。 

③ 主要地方道山形天童線の維持

管理はどこが行っていますか。道

路や歩道には雑草が繁茂し、２メ

ートルほどの高さになっているも

のもあります。防犯上、交通安全

上非常に危険で、沿線の畑への車

両の出入りなどにも支障になって

います。乱川駅を利用する学生の

自転車に雑草が絡まって転倒した

といったこともあります。 

 また、道路西側の４車線整備に

向けて土盛りされた箇所は、雑草

の手入れがされたことがないよう

に感じます。対応できないのであ

れば、防草シートを張るなどの対

策もあると思います。地域住民か

らの声もありますので、県の管理

だとしても、市で何かしらの対策

を講じていく必要があると考えま

すがいかがでしょうか。 

特に、現在の最も北側の丁字路

建設課 主要地方道山形天童線は、県道

のため、基本的には県が管理する

ことになります。当該路線の拡幅

用地の雑草については、御提案い

ただいた防草シートによる対策

なども含めて県に様々なお願い

をしているところであり、今後も

引き続き、適正な維持管理につい

て要望していきます。 

また、市道乱川矢野目線との交

差点部については、見通しが悪

く、早急に対応する必要性があっ

たことから、県と協議し、市で草

刈りを行いました。 
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は、雑草で左右の安全確認が非常

にしづらく、いつ事故が発生して

もおかしくない状況です。県に要

望する前にこのような危険な箇所

については、市で対応すべきだと

思います。 

④ 中道公園に変質者が出没しま

した。交番にも巡回のお願いなど

をしていますが、防犯カメラがあ

ることで犯罪の抑止力になると思

います。市で防犯カメラを設置す

る考えはありませんか。また、助

成金により町内会などと協力しな

がら防犯カメラを設置する方法な

ども考えられると思います。 

 

生活環境課 

都市計画課 

防犯カメラの設置については、

他地域のまちづくり懇談会など

でも提言をいただいています。実

際に不審者が出たところなどに

は、抑止力という意味で、防犯カ

メラの設置は非常に効果的です

ので、検証を行い、公園への設置

を検討していきたいと思います。

ただし、数多く設置することは難

しい状況ですので、御理解いただ

きたいと思います。 

また、天童警察署では、犯罪の

未然防止には、地域の見守り活動

が重要であると考え、散歩などを

しながら行う「ながら見守り」を

推奨しています。皆様にそういっ

た意識を持っていただくことも

抑止力につながると思いますの

で、御協力をお願いします。 

⑤ いじめは減っていると思いま

すが、把握するのが難しい部分も

あるように感じます。いじめによ

る自殺が多く報道されていますの

で、このあたりについてお伺いし

ます。 

学校教育課 いじめの件数は、現在のところ

小学校、中学校合わせて４００件

ほどになっています。平成２８年

度は７００件を超えていました

ので、減ってきている状況ではあ

りますが、なくなったとは言えま

せん。内容を見ると、多いのは冷

やかしやからかいで、本人は軽い

気持ちで言ったつもりでも、相手

が傷ついたと感じれば、いじめと

認知しています。また、いじめら
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れた子どもが苦痛を感じない状

態になってからも３か月間は継

続して見守り、安易に解消として

扱わないようにしています。 

自殺対策については、天童市自

殺対策計画の中に、学校における

自殺対策があり、例えばＱ－Ｕア

ンケートでは、学級で孤立してい

るなど、児童生徒の学校生活の状

況を把握し、教員の面談によりそ

の状態をつかむようにしていま

す。また、県警が行う「命の大切

さを学ぶ教室」を本市で開催して

いただくなど、いじめ対策と命を

大切にするという両面から取り

組んでいるところです。 

⑥ 自宅の周辺は野良猫のフンが

大変ひどく、畑には作物も植えら

れません。臭いで困っている方も

いると思います。野良猫への対策

を考えていただけませんか。 

 

生活環境課  近年は、猫に関する苦情が多く

寄せられています。行政として

は、飼い主のマナーや野良猫にエ

サを与えないことを啓発してい

くことが第一であると考えます。

また、効果的な対策については、

村山保健所に指導や協力を仰ぐ

など、関係機関と連携しながら対

応してまいります。 

⑦ 地域では河川清掃や道路の除

草など、様々な形で清掃活動や美

化運動に取り組んでいますが、手

の届かない所もあります。そうい

った部分については対応いただけ

ればと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

建設課 市では、道路パトロールを実施

しながら、道路施設の維持管理を

行っているところですが、対応路

線が多く、伸びた草が通行の支障

となるようなところの草刈等を

優先的に実施しています。市道で

道路通行に支障が出るような箇

所があれば、建設課に連絡をお願

いします。 

また、県が管理者となっている

道路や河川については、市から県
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に報告し、対応していただいてい

ます。 

⑧ 市による側溝清掃について

は、ちょうど乱川地域で実施され

ているようです。終了はいつごろ

を予定していますか。 

 

建設課 東日本大震災以降、放射能汚染

により、市から側溝清掃の自粛を

お願いしていました。昨年度から

は、放射線量の数値が下がったこ

となどから、震災以前に地域で側

溝清掃を実施していた箇所につ

いては、市で清掃を行った後に、

地域による側溝清掃の再開をお

願いしています。 

天童北部地域では、市による側

溝清掃を実施しているところで、

今年度完了する計画です。市の側

溝清掃が終了した段階で、御連絡

いたしますので、地域による側溝

清掃の御協力をお願いします。 

⑨ 毎年３月、天童北部小学校の

２年生が、サケの稚魚放流を実施

しています。押切川に放流してい

ますが、足場がとても悪く、毎回、

安全対策に悩んでいます。これま

で事故などもなく実施できていま

すが、現場を確認していただき、

子どもたちが放流する部分だけで

も構わないので整備をお願いでき

ればと思います。 

 

建設課 

生涯学習課 

押切川を管理する県からは、

「サケの放流活動のための河川

整備は難しい。」また、「当該区間

は河川愛護団体も活動している

ので、協力しながらの活動を検討

してみてはどうか。」との回答を

いただいています。 

県では、平成２９年度から、押

切川の堆積土砂の除去や、支障木

の伐採を計画的に実施しており、

サケの遡上に、直接的ではありま

せんが協力いただいています。ま

た、国道１３号から下流部分も、

草が生い茂っているとのことで

したので、早期の対応を県に要望

しました。 

⑩ 地域づくり委員会が中心とな

り、地域カフェ「喫茶いるばある」

を開催しています。今後高齢化が

保険給付課 

社会福祉課 

送迎に福祉バスを利用するこ

とは可能です。ただし、乗車人数

や配車場所などを事前に申請い
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進めば運転免許証の返納などによ

り、参加者が公民館までの移動手

段を確保できない状況が出てくる

かと思われます。現在、送迎は民

間業者にお願いしていますが、市

の福祉バスを送迎に利用すること

はできないでしょうか。各地域で

も居場所づくりの取組が進んでい

るようですが、開催日も異なるよ

うなので、検討いただけると大変

助かります。 

ただくなど、一定の要件がありま

すので、詳しくは社会福祉課に御

相談くださるようお願いします。 

他地域ではタクシー代の助成

などを行っているところもあり

ますので、参考にしていただけれ

ばと思います。 

 

⑪ 市では、市民の声を市政運営

に反映させるため、市政への提言

やまちづくり懇談会などの事業を

展開しています。市政への提言で

は、はがきや電子メールなどで意

見や提言を受付け、まちづくり懇

談会においては、地域における問

題点や課題について市長と直接話

をする形になっています。 

まちづくり懇談会は「懇談会」

と銘打っているので、要望事項な

どは市政への提言での対応とし

て、まちづくり懇談会では市にと

って重要なテーマや市民に関心の

あるテーマに絞って双方向での意

見交換の場にできればいいのでは

ないかと考えます。テーマは市立

公民館などから提案してもらうこ

とも考えられると思います。 

市長公室 まちづくり懇談会は、地域の課

題などについて皆様から直接お

話を聞くことができる貴重な機

会ととらえています。 

昨年度、天童南部地域などで

は、自分たちのまちづくりを見直

すため、地域が主導となり、従来

のまちづくり懇談会に引き続き、

自らが設定したテーマに沿って

意見交換を行いました。天童北部

地域でもこのような意見交換が

できるよう、地域の皆様で御検討

いただければと思います。 

 

 


