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① 冬場は、一人暮らしの高齢

者などが、一人で除雪をするの

が大変です。特に除雪車が通っ

た後に家の入口に置いて行かれ

る雪の塊の除雪に困っているよ

うなので、市の支援をお願いし

ます。 

建設課 

社会福祉課 

除雪の技術の問題もあることから、業者

への指導を徹底しますが、地域の皆さんの

ご協力をお願いします。 
また、一人暮らしの高齢者や老夫婦世帯

等で、除雪等の支援が必要な方について

は、高齢者の軽度生活援助事業という在宅

での生活を支援するための事業がありま

すので、ぜひ社会福祉課にご相談くださ

い。 

② 山形神町線の通学路となっ

ている歩道のアスファルトが、

成長した街路樹の根によって破

壊されているので、補修をお願

いします。 

建設課 通学路の歩道の街路樹の根上がりによ

る修繕は、市内各地に数多くあり、危険な

箇所から順次整備していますので、緊急を

要する所はご連絡ください。 

③ 北久野本四丁目のお稲荷様

の境内の立木が大きくなり、道

路にかぶさって危険であり、落

葉が多く火災も心配なので、持

ち主へ注意してください。 

建設課 平成２１年８月３日に所有者宅を訪問

し、８月３１日までに交通の支障にならな

いよう枝切りをしていただきました。 

④ あけぼの保育園近くのＡＲ

Ｃガーデンの消火栓は南西角に

あり危険であるため、移設をお

願いします。 

消防本部 平成２１年８月６日付けで要望があり

ました、消火栓の移設につきましては、平

成２１年１１月に移設を完了しておりま

す。 

⑤ 北久野本一丁目と二丁目に

は公園がないので、農協所有の

元のテニスコートを公園として

整備してください。 

都市計画課 当面はひかり交流ひろばの整備を進め

ます。その後については、地域の皆さんと

話し合いながら進めます。 

⑥ 天童二中のグラウンド北側

のバックネットから校門の間

は、浸透枡
ます

はありますが、雨が

降ると水が溜
た

まってしまう状態

ですので、側溝の整備をお願い

します。 

下水道課 天童二中グラウンド北側の地域につい

ては、雨水倉津川第２号幹線の排水区とし

て、倉津川からグラウンド西側の国道１３

号まで幹線排水路を整備する計画になっ

ています。 
現在、全体設計について、関係機関と協
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議を進めており、協議が整えば倉津川から

順次上流に整備を進めていく予定です。 
なお、雨水処理については、平成２６年

度以降になる見込みです。 

⑦ 県道１１０号（通称：道満

街道）の隧
ずい

道
どう

は狭く、車２台が

すれ違うのも大変です。もみじ

団地、乱川の子どもたちの通学

路にもなっていますし、冬は除

雪の雪が脇を埋め尽くして大変

危険です。安全のため現道を拡

幅するか、歩道用の隧道の整備

をお願いします。 

 また、大雨の時に隧道に水が

溜
た

まり、車が通れなくなったた

めに、市へ連絡したところ、国

道１３号の春日神社の信号を横

断するのが現実的であるとの回

答でしたが、通学路も変更とな

るのでしょうか。もみじ団地か

ら北部小学校まで、農道を通り

国道１３号に抜けるのは、道が

狭く車も通るので危険だと思い

ます。 

建設課 

教育総務課 

隧道
ずいどう

の拡幅には大変な費用がかかりま

すが、地元の要望として県へ要望を続けて

いきます。 

もみじ団地から国道１３号東側の農道

を通り、春日神社交差点を横断するルート

について教育委員会と学校長が現地を調

査しましたが、道幅が狭く、国道１３号に

出れば交通量も極端に激しいため、通学路

として適切ではないと判断しました。現在

の道満街道を通る方がより安全なため、現

在の通学路を見直す必要はないと考えて

います。 

なお、予想を上回る集中豪雨の際などに

は、通学路の安全を確認して登下校の指導

を行います。 

⑧ 天童北部小学校北側の市道

と旧１３号との交差点は、朝夕

の子どもたちの通学時間帯に

は、１５分で１９５台の車が通

り、道幅が広く車のスピードも

あり、横断するのが困難な状況

です。押しボタン式の信号機の

設置をお願いします。 

生活環境課 信号機は地元から天童警察署へ要望書

を提出し、県の公安委員会が設置の決定を

しています。この交差点については、要望

はまだ出ておりませんので、地元の皆さん

から要望してください。信号機設置の優先

順位はありますが、市としても要望してい

きます。 
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⑨ 旧国道１３号は朝夕の交通

渋滞が激しく、なかなか道路を

横断できない状況です。また、

乱川駅付近の信号機周辺は、高

校生の送迎の車で大変混み合

い、駅前周辺では車の列ができ

るほどです。このことで転居し

た住民もいます。渋滞緩和のた

め、主要地方道山形天童線の延

伸をお願いします。以前は平成

１９年度までには道路が繋がる

とのことでしたが、現在の状況

はどうなっているのでしょう

か。 

建設課 主要地方道山形天童線の延伸について

は、県へ要望していますが、計画は進んで

いないようです。今後とも渋滞緩和のため

に要望を続けていきます。 

乱川駅前はスペースが限られているた

め、車の混雑については、地域の課題とし

て、地域づくり委員会や地域の皆さんでル

ール化するなど、混雑解消のための知恵を

出し合い対策をお願いします。 

⑩ 総合型地域スポーツクラブ

「あかねエンジョイクラブ」が

三中学区に設立されました。農

業者トレーニングセンターを拠

点に活動しているようです。他

の学区では、小中学校などの施

設の利用は部活等もあるので難

しいと思います。これからハー

ド面やソフト面でどのように計

画を進めていくのでしょうか。 

文化スポー

ツ課 

「あかねエンジョイクラブ」は、設立し

て間もないクラブですので、会員も少なく

活動も小規模ですが、多くの地域の皆さん

の参加で支えていただきたいと思ってい

ます。 
他の３学区についても、順次総合型地域

スポーツクラブを立ち上げたいと考えて

いますが、拠点となる新たな施設整備は困

難ですので、小中学校や公民館など既存の

施設を活用したいと考えています。 
また、立ち上げの際には、補助金の交付、

研修会や先進地の視察など地域の実情に

応じた支援を行っていきます。 

⑪ 昼休み時間の窓口業務は当

番制だと思いますが、市からの

通知の中には受付の時間が昼休

み時間を除いてあるものもあり

ます。平日は昼休みしか行けな

い人もいますので、たとえば土

曜日の午前中だけでも市の窓口

総務課 昼休み時間は手薄となりますが、いつで

も対応しています。 

年度末の繁忙期には土日も窓口を開設

しています。 
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で受付できる対応がとれないで

しょうか。 

⑫ 天童北部学童保育所は第一

と第二で、現在１３０名弱の児

童が入所しており、今後も増加

傾向にあると思います。国の補

助基準の７０名の枠もあります

ので、第三学童の整備をお願い

します。 

 また、家計の都合で学童保育

所に入れない子どもたちもいま

すので、低所得者への補助をお

願いします。 

子育て支援

課 

天童北部学童保育所の分離を行うため、

天童北部小学校体育館ギャラリーの改修

工事を行いました。平成２２年４月に分離

を行います。 
低所得世帯への保育料の補助について

は、平成２１年１０月から新たな制度を開

始しました。 

⑬ 天童市スポーツセンター内

の野球場の隣にある、パークゴ

ルフ場が道路の拡幅の関係で、

４コースほど短くなりました。

テニスコートの端の野球場の周

りに芝生のスペースがあります

ので、パークゴルフのコースと

して整備をお願いします。 

文化スポー

ツ課 

主要地方道天童大江線道路改良事業に

伴い、パークゴルフのコースが一部取れな

くなりました。その代替施設として、野球

場の西に広場を造成しましたが、安全面を

考慮し、野球の試合がないとき等、パーク

ゴルフのコースとして使っていただくよ

う、パークゴルフ協会と協議したところで

す。 

⑭ 押切川の河川敷にパークゴ

ルフ場を整備するなど、活用す

ることはできないでしょうか。 

建設課 河川敷については、整備後は地域の皆さ

んに維持管理をお願いすることになりま

すので、地域の皆さんで河川敷の利用計画

について話し合い担当課へご相談くださ

い。 

⑮ 道満街道の北側に整地され

た土地がありますが、どのよう

な整備予定があるのか教えてく

ださい。 

都市計画課 宅地開発についての相談は受けていま

すが、具体的な協議には至っていません。 

⑯ 二人の孫が、あけぼの保育

園とあけぼの幼稚園に別れて入

園しています。同じ保育園に入

園させたいと相談したところ、

子育て支援

課 

保育園への入園は、保護者の就労など家

庭の状況を調査し、保育を必要とする度合

いの高い児童から入園を決定しています。 

可能な限り兄弟が同じ保育園に入園で
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所得のある農家で共働きでない

ので入園できないとの説明を受

けました。 

保護者の中にも、働きたいが

保育園に入園できないので働け

ないと話している方がいますの

で、希望者が保育園に入園でき

るようにお願いします。 

きるようにしていますが、０歳児の入園が

私立保育園に限られることや、追加募集で

第一希望でない保育園に入園する場合な

ど、兄弟が別々の保育園になってしまうこ

とがあります。希望する保育園に欠員が出

た場合、保護者の意向を確認しながら転園

の対応をしています。 

⑰ 地域づくり委員会では、花

の押切川作りで、これまで９千

個の球根を地域から集めて植え

てきましたが、枯れ気味ですの

で、今後は市全体に呼びかけて

いきたいと思っています。 

また、エコキャップ運動を進

めていますが、市としての取り

組みはあるのでしょうか。 

生活環境課 エコキャップ運動の取り組みについて

は、二酸化炭素削減と世界の子どもにワク

チンを届けようとの目的で、現在、天童北

部地域づくり委員会や天童商工会議所女

性会など市内の７つの団体で活動を展開

しています。 
市としてエコキャップ運動の取り組み

は行なっていませんが、このような活動に

は支援していきたいと考えています。 

 


