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寺津地域 令和元年８月５日開催 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① 寺津地域内の住宅団地開発の

件ですが、以前の御説明ですと、

今年６月ごろに住宅供給公社から

回答があるとのお話でした。現在

の進捗状況等についてお伺いしま

す。 

 また、芳賀タウンから寺津まで

通る「スポーツロード」（仮称芳賀

寺津線）整備の件と併せてお知ら

せください。 

都市計画課 

建設課 

 昨年度、寺津地区振興会議の皆

さんから、寺津小学校南側に住宅

団地を開発してほしい旨の要望

をいただきました。これを受け、

市が山形県住宅供給公社に宅地

開発基本調査を委託したところ、

軟弱地盤対策による事業費の増

加を要するとの課題が報告され

ました。 

 また、今年３月に実施した埋蔵

文化財の試掘調査では、遺構や土

器片が発見されたため、宅地造成

前に埋蔵文化財の発掘調査が必

要となる可能性が高く、事業費が

さらに増加すると想定されます。 

 しかしながら、寺津地域におけ

る人口減少などの現状を鑑みれ

ば、何らかの定住促進対策を講じ

る必要があると考えており、現在

は、住宅団地の整備について、場

所の変更や事業の見直しも含め

て、その可能性について改めて検

討しているところです。 

 先般、寺津地区振興会議の役員

の皆さんに、新たな住宅団地開発

の手法として、社会的な課題とな

っている空き家の敷地を活用し

た開発について提案したところ、

御了解をいただくとともに、引き

続き、住宅団地開発について検討

してほしいとのことでした。 

 寺津地域の皆さんからは、住宅

供給公社での事業を要望いただ

いており、空き家の敷地を活用し

た開発も、住宅供給公社に依頼し

ている状況です。今回の取組みに

ついては、地域の皆さんから一定
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の評価をいただいたと思ってお

りますが、振興会議の皆さんから

は、特に、子育て世帯への優遇措

置の要望がありましたので、今

後、皆さんと知恵を出し合いなが

ら取組みを進めていきたいと考

えています。 

 また、スポーツロード（（仮称）

市道芳賀寺津線）については、路

線の整備により芳賀タウンの商

業施設が間近に感じられるなど、

誘因の効果が期待されます。現在

のところ整備時期は決まってい

ませんが、今後も整備に向け検討

してまいります。御理解をお願い

します。 

② 寺津地域は農業振興地域とい

うことで、市街化調整区域となっ

ています。住宅を建てるにも様々

な条件があり、住宅建築の許可が

下りるまでも時間を要します。そ

のため、県道沿いの土地について

は一定幅を白抜き化してほしいで

す。 

農林課 

農業委員会 

都市計画課 

 現在の法律の中では、一定幅を

一律に農振農用地区域から除外

（白抜き化）することができない

状況です。そのため、農振農用地

区域外の土地に連担する土地で

あれば、場所によっては農振農用

地区域から除外（白抜き化）の可

能性があります。場所を見極めな

がら検討してまいりますので、御

相談いただきたいと思います。 

③ 住宅団地の整備は、寺津地域

の存続に関わる待ったなしの課題

であります。もともと寺津地域と

しての考えは、第一期分譲で２５

戸、第二期分譲でも２５戸、合計

５０戸の住宅団地開発を考えてい

ましたが、空き家の敷地を活用し

ても、そのような戸数を確保でき

るのでしょうか。また、その計画

は、どのようなスケジュールで進

められるのかお聞きします。 

都市計画課  現在、寺津地域にある約１，５

００平方メートルの空き家の敷

地を６～７戸に分譲したいと考

えています。分譲に当たっては、

子育て世代が買い求めやすい分

譲価格帯となるようモデルケー

スとして検討を行っています。今

回のケースが順調に進めば、寺津

地域内の他の空き家の土地でも

事業化の展開を考えているとこ

ろです。 
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 今後のスケジュールについて

は、地権者との調整を進めなが

ら、県住宅供給公社と事業化を協

議しているところです。 

④ 私も後期高齢者になり、あと

数年もすれば自動車運転免許証を

自主返納しなければならない年に

なると思っています。しかし、免

許証を自主返納してしまうと、寺

津地域には店や医療機関がないた

め、生活が大変になります。これ

は寺津地域に限らず、周辺集落で

も同じだと思います。今すぐ効果

的な対応は難しいと思いますが、

数年先を見据えて、行政には、今

のうちから高齢者の足の確保につ

いて準備を進めてほしいと思いま

す。 

 近年、高齢者の痛ましい交通事

故が多発しています。高齢者が運

転免許証を返納しても、移動手段

がないと返納する方も多くならな

いと思いますから、自主返納した

高齢者には、毎年、タクシー券を

プレゼントするなどもアイデアの

１つになるのではないでしょう

か。御検討お願いします。 

生活環境課  高齢者など交通弱者の移動手

段の確保は重要な課題でありま

す。市が実施している予約制乗合

タクシー「ドモス」については、

２年ごとに見直しを行い、利便性

の確保に努めています。 

 寺津地域においては、区域乗合

い型で、普通のタクシーと同様

に、自宅に迎えに行き、医療機関

や店舗などの指定目的地まで送

り届けるサービスになっていま

すので、ぜひご利用いただきたい

と思います。 

 公共交通の現状としては、バス

やタクシーの運転手不足や高齢

化、労働環境の改善などの様々な

課題もあり、大幅な見直しを行う

のは困難ですが、皆さんと一緒に

使いやすいサービスになるよう

努めていかなければならないと

考えていますので、御理解をお願

いします。 

 御提案をいただきました高齢

者へのタクシー券配布について

は、財政負担の増大や福祉タクシ

ー券など他の支援制度との整合

を図るなど、様々な課題がありま

す。基本的には、現在のドモスを

使いやすいサービスにしていく

ことが大事だと考えています。 

⑤ 寺津地域の魅力がなくなって

いるため、地域の人口も子どもの

数が減ってきています。また、結

市長公室  現在、市単独では婚活イベント

を実施していませんが、他団体等

と連携しながら様々な婚活活動
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婚年齢が高齢化しているようで

す。寺津地域で婚活イベント等を

開催する予定はあるのでしょう

か。 

 以前、田麦野地域などで婚活イ

ベントが開催されたと耳にしまし

た。また、市内に住んでいる人で

も、「寺津には行ったことがない」

ということを聞きます。寺津地域

で住宅団地を整備する計画が進行

しているようですので、寺津地域

で婚活イベントを行う際に、住宅

団地整備の宣伝も合わせてできる

のではないでしょうか。 

の支援を行っています。 

 例えば、市が会員となっている

「むらやま広域婚活事業実行委

員会」では、村山管内の広域で婚

活イベントを実施しています。そ

の一つとして、天童高原でそば打

ちをしながら、婚活を行う体験型

の婚活イベントが行われていま

す。今後、「むらやま広域婚活事

業実行委員会」に、寺津地域での

婚活イベント開催についての要

望を伝えてまいります。 

 また、市では市内の団体が婚活

イベントを実施する際は、１０万

円を上限に支援していますので、

御利用いただきたいと思います。 

⑥ 寺津地区の収容避難場所は高

擶小学校や第三中学校などになっ

ています。一時避難場所は寺津小

学校や市立寺津公民館になってい

ますが、そこからの移動手段につ

いて、市はどのように考えていま

すか。バスなどが出るのでしょう

か。それとも自家用車で移動する

のでしょうか。 

危機管理室  災害時の一時避難場所と避難

所につきましては、地震、洪水、

土砂災害の災害区分に応じてそ

れぞれ指定しています。寺津地区

の洪水の一時避難場所及び避難

所については、高擶小学校と高擶

公民館、第三中学校になっていま

す。寺津小学校と寺津公民館は地

震の一時避難場所及び避難所に

なっていますので、基本的にそこ

からの移動はありません。 

 なお、災害発生時は自主防災会

等で計画する一時避難場所やよ

り安全な場所に避難することに

なります。避難する場合は地域で

声を掛け合っていただき、早め早

めの行動をお願いします。 

⑦ 天童市内には、天童高等学校

と創学館高等学校の２つの高等学

校があります。いずれの学校も、

天童市内の多くの中学生が進学し

学校教育課  市内の中学校と高等学校との

連携の一つとして、毎年、市子ど

も育成会連合会主催で「ジュニア

リーダー研修会」を行っていま
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ていて、人間将棋や天童夏まつり

など市をあげた一大イベントに参

加したり、高齢者の方へ手作りラ

イトをプレゼントしたりするな

ど、地域と様々な関わりがありま

す。 

 ところが、地域活動に取り組む

高校生と地元中学生との関わりは

薄いように感じます。そのため、

地域の高校生や中学生、小学生が

地域の特徴や魅力を紹介するマッ

プづくりなどの共同作業をとおし

て、高校、中学、小学校の連携を

図ってはいかがでしょうか。 

 市内または市外でこのような事

例がありましたら御紹介いただけ

ないでしょうか。また、教育長の

豊富な経験を活かして今後の新た

な取組みなどのお考えがありまし

たらお伺いしたいと思います。 

す。この研修会は、５０年以上継

続開催しており、市内４つの中学

校の生徒会メンバーと高校生ボ

ランティアのメンバーが、いじめ

問題を核にしながら、どのような

学校づくりを進めるか話し合い、

それぞれの学校の生徒会活動に

活かしていくことを目的として

います。また、中学生の各種部活

動の大会に高校生ボランティア

として参加して、交流も深めてい

ます。 

 さらに、長岡小学校では、電気

の学習をする際に、創学館高等学

校の生徒を、ダンスの授業の際

に、羽陽学園短期大学の学生をゲ

ストティーチャーとして招待し

ています。第三中学校吹奏楽部で

は、創学館高等学校に所属するО

Ｂとの交流が続いており、将来は

合同コンサートを開催する話も

出ているようです。 

 今後もこのような地域の取組

みを広げていければと思います。 

⑧ 昨今の少子高齢化の影響もあ

ると思いますが、市内でも人手不

足に悩んでいる会社があるようで

す。農業分野では、寺津地域内に

おいても、さくらんぼやラ・フラ

ンスの生産者が少なくなり、「特産

品」と言えるほどの生産量を確保

できなくなるのではないかと心配

しています。 

 今年のさくらんぼの収穫期に

は、果樹園から外国語を耳にする

ことがありました。また、先日の

ニュース番組では、天童温泉の旅

農林課 

商工観光課 

 現在、全国的に様々な業種にお

いて労働力確保に向けた取組み

が進められ、本市においても労働

力確保に取り組んでおります。 

 農業については、さくらんぼシ

ーズン中に市とＪＡが連携して、

仙台市からの学生ボランティア

に対する交通費の助成や県外か

らの労働者に対する宿泊費助成

などを行っています。 

 また、子育て中の母親等にチラ

シ等を配布して人手確保に取り

組んでいます。 
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館が、外国人の派遣労働者を活用

したいと話していました。 

 働き手の確保は、それぞれの会

社や事業主が自ら取り組むことが

第一だと思いますが、天童市とし

て取り組んでいることがあれば、

御紹介いただきたいと思います。 

 商工業については、平成２８年

２月１７日に、本市と山形労働局

が締結した「雇用対策協定」に基

づき、相互連携して、市内事業所

における安定した雇用の確保に

取り組んでいます。具体的には、

事業所の求人についての助言を

行う「雇用支援専門員」を配置し

て、雇用と求人のマッチングに取

り組んでいるほか、パルテにおけ

る「就職面接会」の開催、子育て

中の求職者を対象とした「げんキ

ッズ出張相談」などを行っていま

す。 

 市としましては、引き続き、各

機関等と連携しながら、労働力確

保に向けて取り組んでまいりま

す。 

⑨ 昨年のまちづくり懇談会で、

寺津と山寺の関係についてもお聞

きしたところ、「県からの回答は、

寺津と山寺のつながりは確認され

ません。」ということでした。 

 しかし、今年の春に「山寺ウル

トラマラソン」という大会が開催

され、そのルートに寺津が入って

いました。山寺に縁のあるコース

を走るマラソン大会だと思うの

で、私の持論「寺津は山寺の津

（港）」が証明されたと感じまし

た。 

 また、舟運で寺津まで運んでき

た仏像を、山形市中野目から高擶、

そして山寺へ行く予定にもかかわ

らず、中野目で降ろされたままに

なっている話が残っています。そ

のような歴史を調べていただけれ

生涯学習課  今年４月２１日に山寺を中心

に開催された「山寺ウルトラマラ

ソン」は、昨年５月に「山寺が支

えた紅花文化」が認定されたこと

に伴い、人口交流の拡大や地域活

性化に結びつけるために実施さ

れたようです。また、コースの選

定については、主催者側から、有

識者のアドバイスやランナーの

安全等を考慮し、本市の寺津、高

擶、荒谷地域にあるサイクリング

ロードを選定したとお聞きしま

した。寺津の地名の由来や、地域

内の数多くの貴重な資料等につ

いて、市としても協力してまいり

ますので、地域づくり委員会など

を中心に、歴史を辿り、話題を共

有しながら調査・研究し、その情

報を、市内外へ発信していただき
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ば、寺津と山寺の関係が明らかに

なり、地域の財産になると思いま

すので、よろしくお願いします。 

 また、寺津は舟運が盛んで大型

舟が両岸にあっても、真ん中を通

行できるほどの川幅があったよう

です。江戸幕府からは「河岸
か し

」の

認可をいただいた事実もありま

す。それなのに寺津地域内の舟町

には「河岸」ではなく「舟着場」

と表記された看板があります。「河

岸」と「舟着場」は全く違うもの

ですので、改める考えがあるのか

お伺いします。 

たいです。 

 なお、寺津地域内の船町にある

解説板「寺津船着場」については、

市民の方に解りやすい表記とし

ています。そのため、「寺津河岸」

については、解説の中で説明して

いますので、御理解をお願いしま

す。 

⑩ 高等学校との関わりについて

ですが、天童高等学校には、以前

と変わって、現在は総合学科が設

置されています。そのような情報

を中学３年生になってから知るの

ではなく、２年生の夏休みの前後

に教えていただければと思いま

す。総合学科と言われても、親は

説明できません。可能であれば、

天童高等学校の総合学科ではこん

なことをしているとか、創学館高

等学校ではこんなものづくりをし

ているという学校の様子を、中学

生が高校生から直接聞ければいい

と思いますがいかがでしょうか。 

学校教育課  御指摘いただいた件は、いわゆ

る「キャリア教育」に位置付けら

れるものであります。キャリア教

育とは、自分の進路をどう考え、

どうつくっていくのかという教

育の一環で、市内全ての中学生が

取組んでいます。 

 具体的には、中学１年生から高

等学校のパンフレット等を基に、

校風や学科、部活動などについて

の「高校調べ」をします。また、

２年生の５月には、「職場体験」

の取組みを通して、自分の将来の

夢を実現するために適した方向

性について、理解を深める学習を

取り入れているところです。な

お、各高等学校では、オープンス

クールや学校説明会が開催され

ていますので、興味のある生徒に

は積極的に参加を促しています。 

 こうした取組みを通して天童

高等学校や創学館高等学校につ
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いての理解は深まっていると考

えています。今後も、校長会等で

各中学校の状況を確認しながら、

卒業生との交流会についても検

討していきたいと思います。 

 


