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24. 天童市民病院が新しくな
り知り合いの人にも病院を紹

介したいのですが、ホームペー

ジが開設されていないので、紹

介しにくいです。ぜひ早い開設

をお願いします。 

天童市民病院 市のホームページにある天童市民病

院のコーナーを６月６日に修正しまし

たので、ご覧いただきたいと思います。

今後とも、掲載内容やお知らせすべき情

報を適切な時期に搭載するなどの工夫

や検討を行いたいと考えています。 
 

25. 市制施行５０周年記念事
業として、天童市民ラジオ体操

祭・天童夏祭りスペシャル版・

市民文化会館で開催するテレ

ビ番組の公開録画・公開生放

送・天童桜まつりスペシャル

版・演劇に関するイベント・天

童マラソン・将棋の祭典・仮面

ライダー等を関係者と連携し

て実施してください。 
 

総務課 市制施行５０周年記念事業について

は、案を市民から公募し、市民懇話会か

ら意見を伺い、予算を２０年 3月議会に
提案し決定しているところです。 
御提言のテレビ番組公開録画では、Ｎ

ＨＫの「ＢＳ日本のうた」及びテレビ東

京の「なんでも鑑定団」を誘致していま

す。また、将棋の祭典では、２１か国参

加の「国際将棋トーナメント」及びテレ

ビ放映もある「将棋の日イベント」を実

施します。なお、ラジオ体操については、

誘致を行いましたが、今年度は残念なが

ら来ていただけませんでした。 
 

26. 北久野本に住む者ですが、
朝５時前に散歩していますが、

寒河江街道や市役所付近には

街灯が少ないので、街灯の設置

を要望します。 
 

生活環境課 公衆街路灯の整備につきましては、各

町内会・自治会等で設置及び管理をして

いただいています。街路灯を新設される

場合は、補助金を交付していますので、

設置場所を地域の皆さんで話し合って

いただき、町内会・自治会等の代表者の

方から申請してくださるようお願いし

ます。 
なお、電気料については９年度から市

で全額負担し、各町内会等の負担の軽減

を図っているところです。 
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27. ごみ袋が値段の割に小さ
いと思います。なぜ、ごみ袋が

４００円であの大きさなので

しょうか。値段を下げて、大き

くできないのでしょうか。 
 

生活環境課 指定のごみ袋については、もやせるご

み用、もやせないごみ用、資源物用の３

種類があります。それぞれ、大袋（もや

せるごみ用 35 リットル、その他 45 リ
ットル）と小袋（もやせるごみ用 25リ
ットル、その他 30リットル）があり、
１枚４０円と３０円となっていますが、

これは、ごみ処理経費の約半分をごみを

出した人から負担していただくという

ことで決めたものです。 
また、各家庭からごみ集積所までの持

ち運びを考えると、現在の大袋より大き

いごみ袋を作ることは今のところ予定

していません。 
 

28. 赤ちゃんごよみ・ごみ回収
日程表等が市役所に行かない

と入手できないのはとても不

便です。新聞各社と連携して配

布すればいいのではないでし

ょうか。 
 

生活環境課 
児童家庭課 

天童市内の世帯では、赤ちゃんが生ま

れると、全戸訪問をし、赤ちゃんごよみ

を配布しています。 
また、４ヵ月児健診等の各種母子保健

事業の時にも必要な方に対して配布し

ています。その他、市役所の児童家庭課

や保健センターの窓口にも備えてあり、

乳幼児医療証の手続き等に来庁した方

や転入者等に配布するとともに、市のホ

ームページや市報でも、各月の乳幼児保

健事業について毎号お知らせしていま

す。都合で市役所等に来られない方につ

いては、郵送等の個別対応もしていま

す。 
次年度のゴミ収集日程表は、２月中旬

に環境衛生委員を通じて全戸配布して

います。また、新たに転入された皆さん

には、市民課での転入手続きの際に差し

上げています。現在の配布方法に加え

て、市のホームページにも、日程表を掲
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載しています。 
赤ちゃんごよみやごみ回収日程表に

ついては、新聞に折り込むことは、不必

要な世帯に配布されたり、二重の配布に

なりますので、現在の配布方法で行いた

いと考えています。 
  

29. 後期高齢者医療制度を市
はどのように考えていて、どの

ように今現在対応をしていて、

今後の対応をどう考えていま

すか。 
 水道料金・介護保険料など何

を理由に、他の市町村と料金に

差が出るのか教えてください。 
 税収が少ないから直接・間接

税など他の税を上げるのはお

かしいと思いませんか。市民の

ことを思っているなら、無駄使

いをせずに、収入に合った計

画・予算を立ててください。 
 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の

方を対象とする独立した医療制度で、現

役世代や高齢者など世代間で負担能力

に応じて公平に負担し合い、国民みんな

で支える仕組みを構築した制度です。 
また、国会で議決された新たな医療制

度ですので、市としては、制度が円滑に

進められるよう、市報や会合等での説明

会など、機会を捉えて制度内容の周知に

努めているところです。 
本市の水道水は、村山広域水道から購

入し供給していることから、水道料金の

設定にあたっては、その購入費が基本と

なっています。また、安全で安定した水

道水を提供するための施設整備に要す

る建設費や自己水源の有無などによっ

て、市町村間の経営状況に応じて、水道

料金は各自治体で違いが生じるためで

す。 
介護保険料は、市町村ごとに、介護施

設等における介護保険サービスや介護

予防サービスなどの利用実績と金額に

応じて必要な保険料の額が決定されま

すので違いが生じます。なお、本市の介

護保険料は、基準月額が３，１００円で、

所得に応じて６段階に設定しています。

今年度は、第４期天童市介護保険事業計

画を策定し、その中で新たな介護保険料
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について検討・見直しなどを行う予定で

す。 
 市の税金は、法律の制約があり、法外

に税を増やすことはできないことにな

っています。消費税など国の税金につい

て、現在、国の方で議論しているようで

すが、社会保障など国民生活の安定・向

上のため、より良い税政策を検討してい

るものと考えています。 
本市においては、「三位一体改革」に

より、個人市民税への税源委譲が実施さ

れたものの、個人給与所得の減少傾向や

急激な社会情勢の変動等により、全体的

な歳入の減収は避けられない状況にあ

ります。こうした状況の中で、職員数の

削減や各事業・予算全体を厳しく洗い直

し、徹底した経費削減を行いながら、第

五次天童市総合計画後期基本計画や財

政計画に基づき、選択と集中により収支

の均衡を図り、安全安心なまちづくりに

一層努力してまいります。 
  

30. 昨年、事件のあったベビー
ホームに子どもを預けていま

した。それに対して市の対応が

とても雑で、今でも怒りが抑え

られません。また、その一昨年、

市の保育園に応募したところ、

４月から働くといっても入園

できませんでした。市報を見る

と東根市の方が子育て環境が

良く見えます。でも、妊婦健診

５回の助成はとてもうれしく

思います。 
 

児童家庭課 
 
 
 
 

事故の再発防止のために、市内保育施

設の保育環境の整備と安心・安全な保育

を目指して、保育従事者の有資格者数の

割合など一定の基準を満たした認可外

保育施設を認証保育所とする制度を創

設しました。また、各施設の職員を対象

とした救急救命等各種研修を通して、更

なる事故防止を進めます。 
今後とも、わらべ館やファミリーサポ

ートセンター等による子育て支援体制

の充実を図るほか、妊婦健診の公費負担

の拡大など子育て環境の整備に努めて

いきたいと考えています。 
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31. 昨年７月に仙台市から引
越してきました。病院にかかっ

た時、子どもの医療費は１回支

払ってから戻ってきますが、初

めから無料にしてほしいと思

います。記入して、切手も自費

なのでめんどうくさい感じが

します。せめて切手代はかから

ないようにしてください。 
 

高齢社会課 乳児医療については、県の医療給付事

業(県・市 1/2補助)に基づいて事業を実 
施していますが、市では、１９年７月か

ら県内市町村に先駆けて０歳児から６

歳児までの方について、県事業に上乗せ

する形で完全無料化を行ったところで

す。県の事業では３歳児から６歳児まで

については、扶養者が所得税課税対象者

の場合、診療一回につき５３０円を上限

として一部負担が発生するため、市では

その一部負担について、市への請求手続

きをお願いしています。 
県内の医療機関窓口で無料の対応が

出来ることが望ましいわけですが、医療

機関では県の取り扱いに準じた形で事

務処理を行っているため、現段階におい

ては難しい状況です。 
利用者には不便をかけしていますが、市

としても、県事業の６歳児までの完全無

料化を強く要望しているところです。 
なお、還付の請求手続きについては、

毎月ごとの申請だけでなく、年度内であ

れば数ヶ月分まとめて申請いただくこ

とも可能です。 
 

32. 先日、新装した天童市民病
院に一週間ほど入院しました

が、建物も新しく、職員の皆さ

んには大変親切にしていただ

き、快適に過ごすことができま

した。入院時の家族外連帯保証

人ですが、今はプライバシーが

重視される時代ですので、家族

外連帯保証人に変えて、入院時

に一定額の供託を行い、退院時

天童市民病院 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家族外連帯保証人は、入院患者の身元

及び入院後発生する診療費の保証をし

ていただくことを目的とした制度です。

診療費は病院経営の根幹をなすことか

ら、確実な支払いを文書で約束していた

だくものが保証人の制度ですので、継続

していく考えです。なお、現行制度で外

来の患者さんが保険証を忘れた場合に、

１万円を預かるなどの対応を行ってい

ます。供託金制度はそれぞれ異なる入院
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に精算する制度の導入を要望

します。 
 

 
 
 

費になるため、一律の対応は困難を伴う

ことや、支払いは請求に基づく制度にな

っているため、供託金制度の導入は難し

いと考えています。 
 

33. 私は、朝、ジョギングを行
っていますが、コース上に奥羽

本線の下を潜る、仲町の地下道

があります。ここは、南部小学

校や第一中学校の通学路にも

なっていますが、この場所は大

衆の目に触れ難く、不審者から

狙われるような気がしてなり

ません。現に、冬等の暗い時期

は、そこを通過する時は不気味

な感じがします。 
 

建設課 市内には４箇所の地下歩道がありま

すが、現在、長岡地下歩道に防犯カメラ

が設置されています。南小畑地下歩道に

ついては、市街地の中に位置しているた

め、通勤や通学で多数の利用のある地下

歩道となっていますが、夜間には閑散と

した状況となります。 
 凶悪な犯罪が頻発している中で、未然

に防止をするために、残りの地下歩道に

ついても、防犯カメラの設置を検討した

いと考えています。 

 


