
 

長岡地域                   実施日 平成２１年７月１０日 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① パナソニック（株）山形工

場南側の市有地は、雑草が茂っ

てゴミを捨てられるので、舗装

してほしい。 

 協友アグリ側の市道のＶ字型

雨水溝は雑草が生えてゴミも捨

てられるので、蓋
ふた

をするか舗装

をお願いします。 

  

建設課  先にご要望いただいたパナソニック㈱

側の市有地については、現場確認のうえ、

ゴミの回収と除草を行っています。今後も

除草等の維持管理については、現場を確認

しながら対応していきます。 
また、パナソニック㈱と協友アグリ側の

V 字型雨水溝に対する歩道整備などの改
善提案については、市内各地から市道整備

について多くの要望が出されており、危険

な箇所など優先順位を考慮しながら進め

ていますのでご理解をお願いします。 
② 東芳賀一丁目の貸駐車場前

の道路は大雨の際、側溝から雨

水が溢
あふ

れ出できます。東芳賀の

雨水対策はいつ頃始まるのでし

ょうか。 
 
 
 

建設課 

下水道課 

東芳賀の雨水対策については、土地区画

整理事業により、下水道の幹線排水路の整

備は完了しています。 
ご提言のありました局所的に雨水が溢

あふ

れ出る箇所について、現地を調査したとこ

ろ、集水枡
ます

がゴミ等で詰まった場合に、

雨水が溢
あふ

れ出てしまう状況ですので、適

正に維持管理を行います。 
③ 天童市はかつて人口が増加

し活気のあるまちでしたが、平

成１６年度からは年々人口も減

少しているようです。その原因

と今後の対策を教えてくださ

い。 

市長公室  人口減少の原因は、転入する方より転出

する方が多くなったことによる社会減が

主なものとなっています。 
 こうした人口減少に歯止めをかけるた

めには、「子育て支援」、「就労の場の創出」、

「教育環境及び住宅環境の充実」などの施

策を総合的に進めていくことが重要であ

ると考えます。 
④ 長岡児童遊園、辻の前公園、

東長岡公園などの地域内数ヶ所

の公園は、整備されて２０年ほ

ど経過しており、樹木の電線接

触による火災や防犯上の問題な

ど安全管理のためにも、剪定
せんてい

を

お願いします。 

都市計画課 民地や極端に道路に伸びる公園等の樹

木は必要に応じ逐次剪定
せんてい

を行っていま

す。 
また電力の供給や保安上の支障となる

恐れのある枝については、東北電力が巡回

し剪定
せんてい

や被覆等の保全作業をしていま

す。不安な場所についてご連絡をいただけ
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 中里緑地帯（グリーンベルト）

の柳の木を根本から伐採してく

ださい。また、緑地帯の道路沿

いを花壇にしたいと考えていま

すがいかがでしょうか。 

れば東北電力と共に対応します。 
緑地帯の柳の木の伐採については、緑の

保全という考え方もありますので、環境美

化のための貴重な提案である花壇の整備

とともに、町内会の皆さんと協議しながら

進めます。 
⑤ おーばん天童南店の交差点

で、ボランティアで交通指導を

行なっている方がいます。長岡

地区の交通指導員の増員をお願

いします。 

生活環境課  交通指導員は、天童市交通指導員設置条

例で定数２１名以内と定め立哨場所も市

長が公示して決めています。 
交通指導員は、非常勤特別職として生活

環境課に所属し、勤務時間は、学校の登校

日に１回２時間以内の立哨、及び市の交通

安全関連事業に従事しています。 
現在長岡地区では、２箇所の交差点で指

導員が立哨しています。増員については、

定数等の問題もありますので、しばらくは

このままでお願いします。 
⑥ 地域内の道路の側溝の蓋

ふた

の 

整備をお願いします。 

 街路樹下の植栽枡
ます

にマツバギ

クの植栽を継続しており、当初

事業は３年をめどにとのことで

したが、植栽の補充が必要なた

め事業の継続をお願いします。 

高擶駅からの長岡踏切までの

側道は、防犯灯が４基設置され

ていますが暗いので改善してく

ださい。また、踏切から北側は

設置されていないので、ソーラ

ーパネルを使った街路灯を設置

し、速度規制するなど、長岡エ

コロードとして環境に優しい道

路にしてはいかがでしょうか。 

建設課 

生活環境課 
側溝の蓋

ふた

の整備は児童生徒の通学路を 

優先させています。その他については、道

路幅を有効に活用するため、電柱を民地に

建柱しているところから優先的に整備し

ていきたいと考えています。 

マツバギクの植栽は、平成２２年度以降

も継続していきますのでご協力をお願い

します。 

防犯灯の新設の場合は、市で補助金を交

付し、町内会で設置していただいていま

す。 

エコロードについては良いご提案です

が、財政的な問題も含めて検討します。 
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⑦ 長岡小学校の子どもたちの

通学時間帯は、長岡団地を通っ

て立谷川工業団地や王将工業団

地へ向かう通勤の車で渋滞して

います。今後は東長岡工業団地

や荒谷西工業団地もできますの

で、国道１３号のネオ国際と茂

利田屋前を交差点として整備し

て交通安全対策をお願いしま

す。 

 東長岡工業団地と荒谷西工業

団地の完成時期はいつになるの

か教えてください。 

建設課 

工業団地整

備室 

国道１３号の車の流れが悪くなること

も考えられ、国道の交差点の新設は大変難

しい問題です。ご不便をおかけしますが、

天童寒河江線の交差点や、三本松街道をご

利用いただくようお願いします。 

東長岡工業団地については、平成２１年

１０月に造成工事が完成し、その後企業５

社に対して用地分譲を行い、平成２１年度

末で事業を完了しました。 

また、荒谷西工業団地については、平成

２１年度に開発に向けた許認可と用地の

取得を行い、平成２２年度において工業団

地の造成工事を行う予定です。平成２３年

度から立地企業への分譲を予定していま

す。 

⑧ 中学校の学区について、長

岡地域はほとんど全員が自転車

で三中へ通学しています。芳賀

の土地区画整理事業に伴い今後

の学区の見直しはどうなるので

しょうか。 

また、子どもたちは、通学路

として東芳賀地域の薄暗い中を

通っており、防犯上の問題もあ

ります。住宅などが多く明るい

道は他学区であるとの理由で認

められていないようですが、距

離的に近ければ認めてほしいと

思います。 

教育総務課 学区については、今までも距離的な問題

から見直しは検討されてきましたが、不合

理なほど遠くはなく、学区が設定されてか

ら４０年の歴史があり、今のところ見直し

は考えていません。 

東芳賀から南町を通るルートについて

は、市街地の部分を多く通るため、人の目

もあり、比較的明るいということもありま

すが、自転車通学による交差点横断や交通

量の問題、集団での登下校などの必要性も

あり、どちらがより安全かということだと

思います。学校に要望内容を伝えますが、

学校長がＰＴＡ等のご意見など全体を考

慮して判断することになりますので、学校

と良く話し合っていただきたいと思いま

す。 

⑨ 公立小中学校の耐震化はど

の程度進んでいますか。 

教育総務課 昭和５６年以前の建物は現在の耐震基

準を満たしていませんが、長岡小学校は基

準を満たしています。その他市内の耐震補
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強が必要な施設は、今年度から平成２４年

度までに事業を進める予定です。 

⑩ 長岡よつば児童クラブの分

離について、今後の状況を教え

てください。 

子育て支援

課 

長岡よつば児童クラブの分離を行うた

め、新たな施設を建設しました。平成２２

年４月に分離を行います。 

⑪ 東根にあるタントクルセン

ターのような、子どもが自由に

遊べる屋内施設をつくってくだ

さい。 

子育て支援

課 

わらべ館は、自由来館型の遊び場として

開設し、幼児を中心に市内外から年間４万

１千人の利用があります。少し大きい子ど

もも遊べる屋内施設については、第六次天

童市総合計画重点プロジェクトに位置づ

けをして、今後整備を進めます。それまで

は、県の総合運動公園の施設などの既存施

設を御利用くださるようお願いします。 

⑫ 高齢者は年齢を重ねるにし

たがい、通院するにも交通手段

が大変になっています。市営バ

スは安いのですが不便で、タク

シーは何度も使うと負担が重く

なります。他市町村で導入され始

めているデマンドタクシーなど

を将来的に検討してください。 

生活環境課 市営バスについては、見直しをしていき

たいと考えています。全ての方に満足して

いただくのは難しいことですが、これまで

利用していた人が不便にならないように、

費用対効果も考えて検討します。 

⑬ 高擶駅のホームまでは、階

段が７段あり、前もって天童駅

に連絡して駅員に補助してもら

わないと利用することができな

いので、スロープの設置をお願

いします。また、車イスの幅で

は駅の待合室に入ることができ

ないため、改築をお願いします。 

生活環境課 高擶駅のバリアフリー化について、管轄

である天童駅に要望内容を伝えたところ、

以前にも要望があり、ＪＲ東日本仙台支社

に内容は伝わっているとのことでした。 
整備の時期等については今のところ未

定であるとのことですが、再度確認してい

ただくようお願いしています。 

⑭ 高齢者の中には長岡公民館

１階の和室の利用が困難な人も

増えてきています。２階を利用

できるようにエレベーターの設

置をお願いします。 

生涯学習課 ２階建ての公民館は、長岡、高擶、中部

地域にありますが、耐震診断後、財政計画

を踏まえて検討しますので、当分の間は現

状のままでお願いします。 
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⑮ 地域づくり委員会の活動が

活発になるのに伴い、予算も必

要になってきます。地域づくり

委員会の今後についての考え方

をお示しください。 

生涯学習課 地域づくり委員会の活動については、限

られた予算でありますが、必要な予算であ

れば生涯学習課に相談していただき、これ

からも活発な活動をお願いします。 

⑯ モンテディオ山形は、資金、

規模、設備が他のチームに劣っ

ていますので、天童市の手作り

感をアピールしてバックアップ

してください。 

文化スポー

ツ課 

ホームタウン天童推進協議会では、本市

を本拠地としているモンテディオ山形、東

北楽天イーグルス、パイオニアレッドウィ

ングスを支援するため、様々な活動をして

います。 
 現在、３チームを１枚にまとめた天童市

独自の応援用ステッカーの製作を進めて

います。ロゴマーク等の使用について、フ

ロントと協議をしながら、企業等に配布し

ていきたいと考えています。 

⑰ 「あかねエンジョイクラブ」

は宣伝が足りないのか会員数が

少なく、今後どのように進めて

いけばよいのでしょうか。 

文化スポー

ツ課 

「あかねエンジョイクラブ」では、天童

市農業者トレーニングセンターを中心に

３教室を開催し、会員８０人が参加してい

ます。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参加で支えていた

だきたいと思っております。 
また指導者の方々には息の長い指導を

お願いします。 

⑱ 生涯スポーツの振興によ

り、高齢者の健康づくりと医療

費の削減を進めてください。 

天童市には県の総合運動公園

がありますが、プロスポーツや

競技施設が主体です。運動公園

内でのグランドゴルフは利用が

制限されており、旧免許センタ

ー跡地も大きな大会を開催でき

る規模ではないので、パークゴ

ルフ場の整備をお願いします。 

文化スポー

ツ課 

パークゴルフの公認コースは、１８ホー

ルで１２，０００㎡程度の面積が必要で、

県内では、寒河江市をはじめ 4箇所が認定
されていますが、本市においては、これら

の土地を確保し、芝を張って管理すること

は、難しいと考えています。 
既存の施設として、川原子小原のパーク

ゴルフ場を利用していただくようお願い

します。 
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⑲ 天童の特産品販売店は、駅

ビルパルテ２階の観光物産セン

ターがありますが、車利用の観

光客には利用しにくい状況で

す。より多くの人に天童の名産、

特産品を知って購入してもらう

ために、「天童まるごと館」のよ

うなものを設置してはどうでし

ょうか。 

観光物産課 わくわくランド内、道の駅天童温泉の隣

にジェイエイフーズが「サン・ピュア」を

営業し、天童の名産品、農産物等を販売し

ているので、同じような施設の「まるごと

館」を市で設置することは考えていませ

ん。 
また、現在、産直施設の要望等も出てお

りますが、もりーな天童で、市内で産直活

動を行っている１１団体で組織するグリ

ーンツーリズムネットワークの中の１団

体が土・日に産直販売に取組んでいますの

で、今後は、グリーンツーリズムネットワ

ークの組織の拡大を図り、産直販売や特産

品の販売事業の充実を行うため、「サン・

ピュア」を営業するジェイエイフーズ、農

協と相談しながら検討していきます。 

 
 


