
 

寺津地域                   実施日 平成２１年８月１０日 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① 子育て支援のために、保護

者が安心して働けるように、寺

津児童館に０歳から２歳児の保

育施設を併設してください。 

また児童クラブは寺津公民館

の旧管理人室を利用しています

が、大変手狭になっています。

寺津小学校を有効活用できない

か検討をお願いします。 

子育て支援

課 

来年度から、寺津児童館の入館児童は寺

津地域に限定せず、他の地域からの入館も

受け入れます。 

３歳未満児の保育については、保育室数

や給食の加工、保育士数などの課題があり

ます。児童館については、保育時間や保育

日数、使用料などの見直しを行い、今後の

保育需要や他施設の状況を考慮しながら、

市全体の保育サービスの中で検討してい

きます。 

寺津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

も含めて寺津児童クラブ協会と相談して

いきます。 

② 天童最上川温泉ゆぴあに、

自炊できる宿泊施設を整備し、

直売所などを設けてはどうでし

ょうか。 
ゆぴあの北側に、豚舎の跡地

の市有地が一反歩ありますが、

利活用計画はあるのでしょう

か。ゆぴあ周辺の田んぼを買い

取り、温泉を利用したプールや

いちご畑等の整備はできないで

しょうか。 

生活環境課 ゆぴあは、天童温泉との競合を避けるた

め宿泊施設を設けず、日帰り入浴の保養施

設として建設した施設です。 
今後とも、皆さまから気軽にご利用いた

だける日帰り入浴の保養施設として運営

していきます。 
ゆぴあ北側の豚舎跡地については、現

在、ゆぴあの第３駐車場として使用してお

り、今後とも駐車場として使用していきた

いと考えています。 

③ 寺津から市内の市街地へ出

かけるには、高擶か蔵増を通っ

て行かなければならないので、

寺津からまっすぐ市街地までの

道路を整備してください。 

建設課 

 

 

道路整備については予算の問題や優先

順位などもありますので、すぐ実現するこ

とは難しい状況です。 

④ 市内には明幸園、清幸園な

どの老人施設があります。以前

に入所を希望した際には２～３

社会福祉課 市内には、明幸園などの特別養護老人ホ

ームが３施設あり、２４０人が入所してい

ますが入所待ちの方も多い状況です。 
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年待ちであると言われました。

そのため入所が決まるまで、山

形市内や天童市内の病院を３ヶ

月毎に転院しました。寺津地域

に新たに施設を整備することは

できないでしょうか。寺津地域

に老人施設など公の施設の整備

をお願いします。 

特別養護老人ホームの整備に当たって

は、国で定めている施設整備の基準による

制限と、県の許認可の手続きが必要となり

ます。しかし、福祉のまちづくりのための

大きな課題ですので、今後、平成２４年度

を初年度とする第５期介護保険事業計画

策定に向けて、施設の増設等について検討

を進めます。 

⑤ 天童市民病院は土曜日が休

診のため勤めている人は通院で

きません。民間の病院もありま

すが混み合っていますので、市

民病院の土曜診療をお願いしま

す。 

 市民病院は医師不足とのこと

ですが、天童市内には１００人

の開業医がいると聞いていま

す。ローテーションを組むなど

して、市民病院のために協力を

求めることはできないのでしょ

うか。 

市民病院 市民病院の役割、利便性が問われていま

す。市民病院の現状は、医師不足という問

題もあり土曜の診療は困難ですが、救急告

示病院であるため土、日、祝祭日及び平日

の夜間は、医師が日直、宿直をしています。

急に具合が悪くなった患者さんについて

は救急外来で診察をしております。 

医師会に対しては休日救急当番などで

ご協力をお願いしています。また、診療科

によっては、医師会の先生方に天童市民病

院で直接診療するなどの協力もお願いし

ています。 

 

⑥ 都川の浚渫
しゅんせつ

整備について

これまで市へ要望してきました

が、３か年実施計画の中で調整

するとのことでした。現在はど

のような状況なのでしょうか。 

 須川改修事業の関連で、地元

では堤内地に多目的広場整備の

要望を出しています。最上川の

河川敷のようなゴミ捨て場にな

らないように、須川の環境整備

をお願いします。 

 また、寒河江市や中山町、河

北町を流れる最上川の河川敷に

建設課 都川の浚渫
しゅんせつ

整備につきましては、３か

年実施計画の中で調整を図っております

が、財政的な課題もあり早急に整備を実施

するには至っていない状況です。 
河川の周辺整備の要望の窓口は、河川管

理をしている国土交通省になります。地元

の協議会の皆さんから、具体的な整備計画

の要望を出していただいたうえで、市とし

ても支援していきます。 
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はグラウンドゴルフ場や親水公

園が整備されています。天童市

でも最上川周辺の開発の検討を

お願いします。 

⑦ 小学校の英語教育につい

て、地域内の海外から来ている

お嫁さんの中には英語が話せる

人もいるので、子どもたちの英

語教育に活用できないでしょう

か。これからの小学校の英語教

育についての考え方を教えてく

ださい。 

学校教育課 今年度から小学校５・６年生で、人と人

とのコミュニケーションの土台づくりの

ための外国語活動が始まっています。地域

の皆さんからもボランティアでご協力い

ただければありがたいですし、生きた英語

をとおしてコミュニケーションの素地が

養われるのではないかと思います。 

今現在、天童市には外国人英語指導助手

が２名いますが、中学校を中心に中学校区

の小学校も指導しています。それだけでは

全ての小学校に十分に行き届かないと思

いますので、中学校の英語教師などの活用

を図りながら生きた英語を伝えることが

できればと考えています。 

⑧ 第三中学校の体育館につい

ては、学校の教育活動でしか使

用することができないとのこと

で、吹奏楽部やバレー部の生徒

たちが、公民館や寺津小学校で

練習することもあったようで

す。中学校では体育館を貸すと

管理できないので使用させない

とのことですが、現在の状況を

教えてください。 

寺津小学校は体育館と校舎の

仕切りがあるので学校教育以外

でも使用できるようです。なぜ

三中では仕切ることができない

のでしょうか。この件について

は以前にも質問しており、仕切

教育総務課 中学校の体育館における授業以外の部

活動については、各部割り当ての時間で練

習をしています。体育館は一つしかありま

せんので、場合によってはスポーツセンタ

ーなど他の施設を利用していただくこと

になると思います。 

体育館と校舎の仕切りについては、平成

１６年度に管理区分を仕切る設備を設置

しています。学校教育に支障のない範囲内

で、生徒達の生活リズムを保ち、過度の負

担がかからないよう教育的な配慮をしな

がら、体育館を開放しています。 
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りをする予算の問題もあると思

いますが、現在はどうなってい

るのでしょうか。 

⑨ 市内でも寺津地域は小学校

の地域連携の点では先進地であ

ると思います。小学校の地域連

携について、教育長の具体的な

イメージを教えてください。 

学校教育課 学校教育においても地域に根ざした教

育が大いに推奨されるべきであり、それに

よって、子どもたちは地域の良さを感じ、

地域の方々や文化を大切にしようとする

心が育まれると思います。 
寺津地区では、地域ぐるみで子どもたち

を育てようとさまざまな企画運営がなさ

れ、地域の多くの方々の温かい手の中で子

どもたちが、伸び伸びと育まれています。

市内でも寺津は地域連携では進んだ地域

であると思います。寺津手人形やさくらん

ぼ作り、ふれあい牧場などを通して、地域

に誇りと愛着を持ち、率先してあいさつを

行ったり、やさしさも育まれているようで

す。 

地域の方々には、できることをできる時

にできるだけお力添えいただきたいと思

います。 

⑩ 寺津小学校の児童数は減少

しています。寺津には新たに住

宅を建設することが難しいの

で、地域外の人が土地を購入し

て住宅を建設できるように農地

法などの規制を緩和してくださ

い。 

また、市の西部地域のまちづ

くりの構想を教えてください。 

市長公室 

農林課 

都市計画課 

寺津周辺の農地については、土地改良事

業を実施した受益地で、集団的な広がりの

ある良好な農用地であることから、農用地

として有効利用を図る地域として天童農

業振興地域整備計画で定められており、農

業以外の土地利用をしない土地に指定し

ています。  
農地法などの規制を市独自に緩和する

ことはできませんが、活気のある地域づく

りのために、優良田園住宅認定制度などを

活用した民間の住宅建設については、農林

業との調整が図られる範囲内において積

極的に支援します。 
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西部地域のまちづくりの考え方につい

ては、天童最上川温泉「ゆぴあ」などの観

光施設を活用しながら、これまで育んでき

た文化や風土・自然景観を大切にし、地域

の特性や特色を活かしたまちづくりを進

めていきます。 

⑪ 市民人間ドックの婦人科検

診で、子宮がん検診は年齢に関

係なく受診項目にありますが、

乳がん検診は偶数年齢の人が対

象になっています。このため奇

数年齢の人は全額自己負担のオ

プションで検査を受けていま

す。より多くの人に検査を受け

てほしいので、偶数年齢だけで

はなく対象を広げることができ

ないのでしょうか。また、視力

検査がなくなりましたが再度項

目に加えてください。 

健康課 乳がん検診は、マンモグラフィー（Ｘ線）

と触診による検診を行っていますが、Ｘ線

被爆による体への影響が考慮され、国の指

針、県の実施要綱において２年に１回実施

するものとされているため、市では偶数年

齢の方を対象に行っています。毎年検診に

ついては、国の動向を見ながら対応してい

きます。 
視力検査については、平成２０年度から

導入された特定健診の項目には含まれて

いないことから、検診項目として実施して

いませんが、眼科検診としては眼底検査を

実施していますので、ご理解をお願いしま

す。 

⑫ 寺津に２つある信号機の周

辺にＴ字路があります。夜間は

暗くて危険ですので信号機か回

転灯の設置をお願いします。 

生活環境課 ３０ｍ以内の範囲に２つの信号機が設

置されており、新たな信号機の設置は難し

いと思います。また、Ｔ字路まで電線が引

かれていないため、回転灯設置もできない

状況です。 
今後は、道路管理者の三郷堰土地改良区

と、交通安全協会寺津支部と連携して、Ｔ

字路にポール等を整備し安全対策を実施

します。 

 


