
 

 

高擶地域                   実施日 平成２１年７月１４日 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① 地域づくり委員会が中心と

なり、高擶城築城６００年祭を

実施します。今年はプレ事業で、

来年に本事業を計画しています

のでご理解とご協力をお願いし

ます。 

生涯学習課 地域の誇りであるとともに豊かな学び

の場でありますので、イベントの内容を見

ながら、できるだけ支援したいと思いま

す。 

② 山形県総合交通安全センタ

ーが整備され、特に子どもたち

の登校時間には交通量が非常に

多く大変危険なため、市道三中

成生１号線の南進への道路延長

の整備をお願いします。 
 

建設課 三中成生１号線については、三中成生２

号線とともに、ＪＲ線西側地域の主要幹線

道路である都市計画道路天童山形空港線

（通称２５メートル道路）を補完する道路

として整備した路線です。 

要望された路線については、高擶地内を

通過する交通量が近年増加し、交通安全の

観点から安全性が危惧されていますので、

第六次天童市総合計画の中で補助幹線道

路として位置付けを行いました。 

なお、整備については、田園集落の土地

利用形態を考慮しながら、３か年実施計画

や財政計画の中で検討していきます。 

③ 高擶西浦地区の市道新設に

ついては、これまでも要望して

おりますが、現在はどのような

状況になっているのでしょう

か。 

 

建設課 主要地方道天童寒河江線（県総合交通安

全センター北側道路）に接続する市道灰塚

街道線については、県総合交通安全センタ

ーの移転に合わせ新設や一部改良を行い

ました。 
要望された路線については、現在のとこ

ろ市道新設の予定はありませんが、事業化

については、現在整備を進めている路線の

進捗状況や交通状況を踏まえ、３か年実施

計画や財政計画の中で調整を図っていき

ます。 

④ 清池の石鳥居は最上の三鳥

居のひとつとして、山形県の指

定有形文化財になっています。

近年、桜の季節には見学に来る

生涯学習課 清池の石鳥居については、山形県有形文

化財に指定されてから、敷地や景観の整備

が進められてきており、現在のところ史跡

公園としての整備までは予定されており
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観光客も増えています。また、

周辺には高擶堰、逆さ井戸など

もあることから、史跡公園とし

て整備することを要望します。 

ません。 

高擶有財産区や周辺の企業からのご協

力を得ながら草刈りやゴミ拾い等の環境

整備に努めていきます。 

⑤ 高擶地域は高齢化が進み、

一人暮らし老人や老夫婦世帯が

増加しています。高齢者は病気

や経済の悪化で不安や悩み、ス

トレスを抱えており、日常の見

守りのネットワークや福祉コミ

ュニティづくりが大切だと思い

ますが、今後の天童市の福祉政

策について教えてください。 

市長公室 

社会福祉課 

 

市では、７５歳以上の高齢者の一人暮ら

し世帯等に対して、生活習慣病、閉じこも

り予防、ねたきり予防等について、健康相

談員が訪問指導する「すこやか訪問事業」

を実施しています。また、家に閉じこもり

がちな高齢者に対して、生きがい等自立支

援を目的に各地区の公民館・分館等を活用

した「いきいきサロン２１」事業を行って

います。 
安否確認には、配食サービスや乳酸飲料

支給事業を実施しています。更に単身世帯

等で緊急時の迅速かつ適切な対応を図る

ために、電話回線を利用した緊急通報装置

を設置しています。 
また、地震、水害等の災害が発生したと

きに支援できるように、今年度新たに自主

防災会や民生児童委員の御協力をいただ

きながら、避難支援が必要な方の個別計画

を作成しています。 
⑥ 老人クラブで福祉バスを利

用できるのは、かまた荘に行く

場合のみとなっています。いき

いきサロンで利用すると日帰り

で県内どこへでも行くことがで

きるようですので、老人クラブ

も同様に福祉バスを利用できる

よう見直しをお願いします。 

社会福祉課 福祉バスについては、老人クラブだけで

なく他の利用団体からも要望があるため、

利用目的が明らかに福祉事業に関する大

会、会議、研修会及びボランティア活動で

あれば利用できるよう直ちに基準を改正

し、運用しています。 

⑦ 天童の南玄関である高擶駅

は、朝夕の混雑が激しく、山形

県総合交通安全センターが整備

建設課 

 

線路沿いの道路の拡幅については、道路

用地の協力が必要ですので、関係者の道路

整備に対する同意書を取りまとめていた
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されてからは、タクシーも停車

しています。線路沿いの道路は

狭く、車のすれ違いもできない

ので、清池までの道路の整備を

お願いします。 

 また、県道長岡中山線は三宅

竹材店からＴ字路までは、雪が

降ると歩けないくらいの道路幅

ですので、子どもたちが安全に

通学できるよう歩道の整備をお

願いします。 

だき、協力体制を整えてください。 

県道の歩道の整備については、平成１８

年度にも同様の提言がありましたので、す

でに県に要望しています。平成１８年度当

時も地元へお願いした経過がありますが、

歩道の整備にあたっては、用地の協力が必

要となりますので、地域で関係者の同意書

を取りまとめのうえ、協力体制を作ってい

ただくようお願いします。 

⑧ 高擶駅には駐車場、トイレ

がありません。駅の西側も市道

の一部の拡幅が行われましたが

狭いので、駅の西側と北側の道

路の整備をお願いします。 

また、日枝神社の付近は山寺

堰が流れており、それを利用し

た親水公園などにも適している

と思います。 

手入れの行き届かない田畑か

らの害虫の発生など、近隣住宅

への悪影響も出ておりますし、

防犯、安全面からも高擶駅周辺

の整備をお願いします。 

生活環境課 

建設課 

農林課 

高擶駅に駐車場を整備する計画はなく、

東側にあるトイレをご利用いただいてい

る状況です。高擶駅西側の道路の整備につ

いては、平成１５年度に駅の西側の畑等を

買収し、車が停車できるように整備しまし

た。その西側に伸びる道路を整備するに

は、用地や建物移転等の協力が必要ですの

で、関係者の同意書を取りまとめていただ

き、協力体制を整えてください。 
高擶駅北側の道路の整備については、道

路の法線を含めて示していただいた後に

検討します。 
新たな公園や用排水路整備を含む農村

環境整備については、今年度中に、市内全

域の農村集落の要望調査を行い、用地確保

や整備の手法、優先順位などについて検討

します。 
なお、高擶堰は天童土地改良区の管理す

る水路であるため、用水を利用するには管

理者の了解を得る必要があります。 
高擶駅周辺の整備については、第六次天童

市総合計画策定の中で整理していきます。 
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⑨ 高擶地区は数年前から婦人

会の会員が減少し、２年前に女

性会へ組織を変更しました。市

内各地区でも婦人会組織は弱体

化しているようです。 

婦人会は任意団体であります

が、なくてはならない組織でも

ありますので、リーダーシップ

研修会の開催や行政のバックア

ップをお願いします。 

生涯学習課 活動に魅力がない、高齢化してきている

ということで、組織離れが進んでいる実態

にありますが、行政としても誠意をもって

対応しますので、お互い目的意識を持って

息の長い活動をお願いします。 

この秋から明治大学との連携講座も始

まり、女性が輝くコミュニティ、まちづく

りに貢献できればと考えていますので、ぜ

ひ参加してください。 

  

⑩ 総合型地域スポーツクラ

ブ、「あかねエンジョイクラブ」

で現在活動を行なっています

が、まだ浸透しておらず、これ

からの市の協力、今後の展望は

どうなるのでしょうか。 

担当窓口がこれまでの教育委

員会から市長部局へ移り、進展

がないように思います。 

文化スポー

ツ課 

市では、今年度、８０万円を予算化して、

補助金を交付する予定です。まだ、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

の協力と参加で支えてください。 
担当窓口は、今年４月１日の機構改革

で、市民部文化スポーツ課となりました。

体育課で業務をしていました、総合型地域

スポーツクラブの業務は、文化スポーツ課

スポーツ振興係で所掌しています。これか

らも教育委員会と連携をとりながら総合

型地域スポーツクラブを推進します。 

⑪ 保育園への入園は既に共働

きしている家庭が優先で、新た

に共働きしようとしている家庭

の待機児童はいつまでたっても

入園できません。 

また、兄弟が当初違う保育園

に入園しても、同じ保育園に入

園できるように制度を改善して

ください。 

 認可保育園と認可外保育施設

との保育料の格差が大きいの

で、認可保育園の増設や、認可

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。共働き

をしている家庭が入園の優先度は高くなり

ますが、新たに共働きをしようとしている家

庭でも保育園への入園は可能です。 
また、可能な限り兄弟が同じ保育園に入

園で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
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外保育施設に助成して、待機児

童の解消をお願いします。 

 

 

 

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。 
認可外保育施設の保育料の軽減策につ

いては、平成２２年度から対応していく考

えでいます。 
⑫ 高擶には古い公園しかない

ので、遊具やトイレ、水飲み場

もある公園に改修してくださ

い。 

 また、地域の公園は小さすぎ

るので、新しい大きなシンボル

となる公園を整備してくださ

い。 

農林課 

都市計画課 

 高擶地区には現在公園が４ヶ所ありま

すが、こうした小規模な公園は多目的な利

用を想定しているため、遊具はブランコや

滑り台程度の設置にとどめています。既存

の公園が、より楽しく安全な施設となるよ

うに、維持管理に努めています。 
新たな公園や用排水路整備を含む農村

環境整備につきましては、今年度中に、市

内全域の農村集落の要望調査を行い、用地

確保や整備の手法、優先順位などについて

検討します。 
⑬ 地域内では店舗の閉鎖など

があり、高齢者は地域で買い物

等ができません。 
山形県総合交通安全センター

周辺の農地をミニ商業団地とし

て開発できるように、土地利用

規制を緩和して、農業振興地域

の見直しを行うよう、第六次天

童市総合計画で検討してくださ

い。 

市長公室 

農林課 

山形県総合交通安全センター周辺の農

地については、県営かんがい事業を実施し

た受益地であり、かつ、集団的な広がりの

ある優良な農用地であります。 

農地法等の改正が平成２１年１２月か

ら施行されたことに伴い、農業担い手によ

り利用されている農地等は農用地区域か

らの除外を認めないなど、農地転用規制が

厳格化されました。 
このことにより、山形県総合交通安全セ

ンター周辺の農地については、今後とも、

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ていく

こととなります。 
第六次天童市総合計画の、土地利用計画

においても、農業交流エリアに区分してお

り、活力とうるおいのある農村の創造を目

指します。 
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⑭ 在宅介護をしていますが、

受給している年金から介護保険

料などを支払うと、手元に残る

のはわずかな金額です。これで

はショートステイもデイサービ

スも利用することができないの

で、高齢者への天童市独自の支

援をお願いします。 

社会福祉課  介護サービスを利用した場合に利用者

負担が高額になった時は、一定の上限額を

超えた分を払い戻す高額介護サービスが

あります。 
 また、社会福祉法人が生計困難者に介護

サービスを提供する場合に、通常１割負担

のうち２８％を軽減する制度もあります。 
さらに、天童市独自の支援制度として、

在宅での介護保険サービスを利用する低

所得者世帯に対し、平成２２年１月１日以

降のサービス利用分から居宅サービスに

係る利用者負担額の一部について助成金

を支給する制度がありますので、介護係窓

口へ御相談下さい。 

⑮ モンテディオ山形の試合終

了後、駐車場からの帰り道が混

み合うので、看板やチラシなど

を使い分かりやすく表示しては

どうでしょうか。 

文化スポー

ツ課 

 モンテディオ山形の試合終了後の、駐車

場や道路の混雑の緩和策として、駐車場の

出入り口を多くし、国道１３号に出る車を

分散させたりして工夫しています。 
今後とも、モンテディオ山形の試合の主

催者である社団法人山形県スポーツ振興

２１世紀協会に対し、渋滞緩和について更

なる対策を要望します。 

 


