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24. 山形県は全国でも共働
き夫婦の多い地域です。蔵増

いなほっ子クラブができて、

平成２１年度より児童が多く

なり、現在借用しているスー

パーあと屋が狭くなり、困難

をしている現状です。学校門

の裏地を開放していただき、

建ててくださると大変児童及

びあずける家庭でも安心便利

ではないかと感じておりま

す。増設及び設置をお願いし

ます。 

子育て支援課 いなほっ子児童クラブについて

は、運営主体の蔵増いなほっ子児童

クラブ協会と協議を行い、平成２１

年７月に現施設を増築しました。 

25. この百年に一度の不況
下において、市職員の人件費

を抑制すべきだと思います。

山形県は個人所得が全国でも

下から数えたほうが早いです

が、昨年度の市報を見ますと

ラスパイレス指数が１００を

上回っているようです。全地

方公共団体の２００７年４月

の平均が９８．５、全市の平

均が９７．９となっておりま

す。市議会議員を含む市の人

件費の抑制ができると信じ、

期待しております。 

総務課 
議会事務局 

本市では、集中改革プランに基づ

き、事務・事業の見直しや民間委託

等の推進を図り、職員数の削減に取

り組み、平成２１年４月現在で平成

１７年度と比較し３５人削減してい

ます。また、人事院勧告等を踏まえ、

給与水準の引き下げや給与の平準化

など適正な運用を図っています。 
なお、本市における平成２０年度

のラスパイレス指数については、

９６．９となっており、県内３５市

町村の中で１１番目となっていま

す。 

26. 平成鍋合戦は、駐車場の
問題もあり近年は県総合運動

公園で開催しているようです

が、温泉街のメインストリー

トで開催し、温泉街と商店街

の活性化を図ったほうが、少

しでも売上と温泉のＰＲがで

きるのではないでしょうか。

駐車場で開催していたとき

観光物産課 平成鍋合戦は、出店団体と鍋の種

類が年々多くなり、観客の受入数の

増加、駐車場不足、交通規制、イベ

ントの安全な運営などの理由によ

り、わくわくランドに会場を変更し

ましたが、それでも手狭になり、県

総合運動公園に会場を変更し現在に

至っています。 
温泉街と商店街の活性化は大きな
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は、食べてまっすぐ帰るお客

様が多々見られましたが、

色々なところで見て回った限

り、袋詰めの２００円から 

３００円のお土産が多く売れ

ていました。駐車場からシャ

トルバスで送迎した方がいい

と思います。実行委員とのご

検討をお願いします。 

課題ですが、スペースその他の諸問

題もあるため、主管団体に検討を要

請していきます。 
なお、天童駅（温泉街経由）と山

寺駅から会場地までシャトルバスに

よるピストン輸送を行っています。 

27. 百年に一度の不況と言
われる昨今、ここにきて希望

の光の見える産業もありま

す。天童市としても雇用対策

の大きな要因にもなります。 
荒谷西工業団地の整備の早

期実現に向けて引き続き取り

組んでいただき、早く結果が

出るようにお願いします。 

工業団地整

備室 
 荒谷西工業団地については、これ

まで関係機関と協議を進めており、

今年度で関係法の許可を得て、平成

２３年度には分譲を開始できるよう

取り組んでいきます。 

28. 若松寺へ行くまでの道
で、数年前の大雨で土砂崩れ

があり、寺周辺の山林がすご

く倒れています。森の作り方

などを見ると、ある程度木の

間隔を置いて日光を地面に当

てるようにするとあります。

寺周辺の木々は間隔も狭く細

い木が並んでいるようです。

個人の山かわかりませんが、

土砂崩れ防止やきれいな水を

作るためにももっと整備して

ほしいです。また、そういう

所を把握し改善して、倒した

木は有効活用してほしいで

す。 

農林課 若松寺周辺には、市が管理する森

林、津山財産区が管理する森林、山

形県林業公社が管理する森林、そし

て個人の森林が混在しています。市、

財産区、林業公社は長期的な保育計

画のもと、下刈、間伐、枝打ちを実

施しています。 
個人の森林については、森林整備

の必要性について天童市森林組合と

協議し、引き続き啓発していきます。 

29. 山口地区は、東部地域活
性化対策として地区内に湧出

都市計画課 
下水道課 

 民間開発に伴い要望されている

上・下水道については、原則として
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した温泉を利用した日帰り温

泉施設の建設について、平成 

２０年度に地域民１，６００

余名の署名で陳情をしまし

た。この施設は民間資本で建

設するものですが、山口地区

及び東部地域における地域の

活性化、住民福祉には最良の

施設と思っております。 
また、当該施設には上下水

道は欠かせないもので、どう

しても市の特段のご配慮とご

協力を頂く必要があると考え

ています。民間活力を引き出

し、官民共業の地域発展につ

なげ、住民の福祉、健康の向

上に欠かせないものと思って

います。早期の完成にご協力

をお願いします。 

水道事業所 開発者の負担となります。 
 なお、地域の皆様の要望もありま

すので、今後の東部地域の活性化対

策及び土地利用計画を踏まえた上

で、具体的な開発計画の提案があり

ましたら、適正な開発を図る観点か

ら相談に応じていきたいと考えてい

ます。 

30. これからの気候変動で
今まで採れていた野菜や果物

が採れなくなるといいます。

それに加え、農家の後継ぎが

いないので農地が宅地に変わ

りどんどん減っているように

思います。 
このまま農地が減り作物も

採れない状況が来るのではと

個人的に思っています。農地

を減らさないためにはどのよ

うな対策があるでしょうか。 
また、市民農園などがあれ

ばと思っていますが既にある

のでしょうか。 

農林課 
農業委員会 

農地を減らさない対策としては、

高齢化等により耕作不能となった農

地に対し、利用権の設定等により担

い手農家への集積を促進し、優良農

地の活用を図っています。 
市民農園としての活用について

は、農家の方々が一定の手続を行え

ば比較的容易に開設できますので、

今後市民農園の開設を希望する農家

の方々に対して、開設の支援や市民

農園の情報を発信していきたいと考

えています。 

31. 鍬ノ町土地区画整理事
業は、平成２２年に終了予定

都市計画課 平成２２年度までの事業について

は、区域内の道路整備と移転補償を
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となっていますが、それまで

どのような事業が予定されて

いるのかお尋ねします。 
２年前に市道原町線パチン

コ店前の直角の角地の街灯の

設置場所について、市で検討

することになっていましたが

どうなったのでしょうか。 
道の駅北側の出入口のトイ

レの近くにバスの暫定停車の

スペースを作りましたが、そ

の場所に冷凍車等の大型トラ

ックが一晩中アイドリング状

態で騒音を出しています。夏

の特に激しい時は警察に巡回

してもらっており、過去に市

に対策を要望しましたが未解

決のままです。市民の安全安

心を最優先に解決していただ

きたいと思います。 
また、県内外のドライバー

が何ヶ月もわくわくランド西

側の駐車場を独占して生活し

ていますが、市では何ら対策

もなく放置しているように見

えます。管理するために条例

を作り適正に利用してもらう

必要はないのでしょうか。 

完了し、再配分された宅地面積を確

定する測量等を予定していますが、

換地処分や登記についての業務が必

要となるため、事業完了までには２

年間程度の期間延長が必要と考えて

います。 
また、交差点照明灯の設置は、地

元や関係機関と協議し設置しまし

た。 
わくわくランドは、道の駅になっ

ており、大型車２５台、普通車   

２３３台、身障者用５台分の駐車が

可能で、観光客や長距離ドライバー

などに広く利用されています。 
 道の駅の指定を受けていることか

ら、駐車を規制することはできませ

んが、駐車場内の長時間駐車など、

他の利用者への迷惑行為は、看板等

の設置により適切な利用をお願いし

ており、警察とともに巡回を強化し

ています。 

32. 私が小さい頃は天童の
川もきれいでしたが、今はど

うしてこんなに汚い川になっ

てしまったのですか。 
若松などとってもきれい

で、谷地中などには沢蟹もい

ました。川底をコンクリート

にしたら小魚は棲めません。

建設課 これまでの河川の整備は、自然災

害に対する安全性の確保のため、治

水と利水を最優先にし、護岸の全面

をコンクリートで覆う工法で整備を

行ってきました。この結果、洪水の

危険性は減少しましたが、昔に比べ

水遊びができなくなり、動植物も住

みにくくなった河川があることも事
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そんな川になってしまったら

もとにはもどりません。若松

などは水草が採れました。水

の中の小さな白い小さな花が

きれいでした。もとの川にも

どしてほしいです。私の家の

前も出水があり、水を汲みに

来る人が大勢いました。 

実です。 
現在は、これまでの工法を反省し、

植物や魚類などの水生生物にも配慮

した環境にやさしい河川整備に取り

組んでいます。 

33. 国道１３号東側の農振
地域の除外により、民間デベ

ロッパーによる宅地開発を進

めてはどうでしょうか。理由

としては、１千万円以内の宅

地ニーズが多いこと、人口の

増加、一中、二中の生徒数の

増加が見込め、減少の歯止め

となる、市内商業地に近く住

環境に優れており休耕地が多

い点、市街化区域の宅地供給

には限度があることなどで

す。 

都市計画課 
農林課 
農業委員会 
市長公室 

総人口減少傾向の社会情勢におけ

る住宅地の開発は、これまで以上に

計画的な取組みが必要であると考え

ていますので、現時点での周辺の公

共施設の整備状況や本市市街地の発

展方向、農地の保全等を勘案すると、

国道１３号の東側で民間デベロッパ

ーの宅地開発を積極的に進める必要

はないと考えています。 
しかしながら、人口減少に歯止め

をかけ、地域活力の増進を図る観点

から、既存集落で適切な規模の住宅

地開発が計画された場合は、農林業

との整合性に留意して、これまで同

様にその取組みを支援していきま

す。 
34. 天童に移住してくださ
る方を募集し、全国に発信し

てください。 
私は天童に移住する事に決

めました。ホームページでボ

ランティアへの参加ができな

いか、生涯学習への参加、高

齢者の体操教室等探しました

が見つかりません。現在住ん

でいる街にない、あるいは同

等の諸施策を考えてくださ

い。税収増は期待できないで

市長公室  少子化による人口減少の時代に、

人口を増加させることは大変厳しい

ことですが、本市では、子育て支援、

工業団地の整備、土地区画整理事業

を展開するなど、定住人口の増加を

目指して各種施策を推進していま

す。 
その他、都市間交流の促進による

交流人口の拡大や、地域での市民の

様々な公益活動を支援して活力ある

まちづくりを目指しています。 
 市のホームページは、平成２１年 



市政への提言          平成２１年４月１６日～５月１５日受付分 
提言・意見 所管課等 対応状況 

しょうが、若者が離れる天童

の今、人口減に歯止めをかけ

人口増になるような政策を立

案し実現するよう望みます。

東根のホームページが参考に

なると思います。 

１１月にリニューアルし、より一層

天童市のピーアールに努めるととも

に、生活に密着した情報の提供を行

っています。 

35. 最近、老野森地区にヨー
クタウンができて、人がたく

さん来るようになりました。 
天童にもっと人が集まり、

遊びに来てもらえるように、

ヨークタウン周辺にいろいろ

なお店やテーマパークができ

たらいいと思います。 

都市計画課 老野森に立地したヨークタウン

は、市民生活を支える新しい拠点と

して、市もその役割を期待していま

す。 
東側に新たな商業施設も立地され

て、周辺部は既に住宅地が形成され

ていますので、多数の商業施設が立

地する見込みはないと思われます。 
本市では、これからの市街地整備

にあたり、市全体に賑わいや交流を

生み出すことの出来る集客施設の誘

導や、観光振興の取組みなどを行っ

ていきたいと考えています。 
36. 天童はとても素晴らし
い街です。しかし、駅前など

にしか将棋の駒のマンホール

や飾りがなく、他にはあまり

見かけないので、もっといろ

いろな所に天童をアピールし

てほしいです。県外から来た

友人もそう言っていました。 

下水道課 本市の特色をＰＲするために、マ

ンホール蓋をデザイン化して、市外

から訪れる方々や、市民に親しみを

もってもえるよう、順次整備を進め

てきています。現在、市内のマンホ

ール約９，６００個のうち、デザイ

ン蓋に交換されていない箇所が約

１，６００個あります。 
お住まいの地域は、昭和５０年代

前半に下水道が整備されたため、古

いタイプの蓋が設置されている地域

になっています。 
今後とも、計画的にマンホールを

新しいデザイン蓋に交換を進めてい

きます。 
37. せっかくのわくわくラ
ンドと道の駅の利用の仕方に

都市計画課 わくわくランドは、オルゴール博

物館、ＴＥＮＤＯ八文字屋、サン・
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ついてですが、観光客も入れ

ないし、そうかといって市民

も利用しにくいです。まして

や若い人達のあこがれる所も

ありません。天童はいいとこ

ろが多くあると思うので、活

気ある街にしてほしいです。 

ピュアなどの施設と一体となった観

光交流の拠点として整備を行ってき

ました。 
今後、これらの民間施設と連携の

強化や、各種イベント会場としての

利用拡大を図るとともに、平成２２

年度には子どもたちを中心とした、

新たな賑わいを創出するため大型遊

具の設置を計画しています。 
38. ひかり保育園跡地につ
いては、現在計画測量等及び

地区に説明を行っております

が、図面もできてほとんどま

とまっているのではないでし

ょうか。近くの人は図面等も

わからないうえ、意見を言う

こともできず、区長と市役所

で話し合い、意見のある人は

市役所へ行くことになってい

ますが、近所の方の意見をし

っかり聞くべきではないでし

ょうか。まずは、公園の図面

を地区の方に示していただき

たいと思いますが、いつまで

できるのでしょうか。 

都市計画課 ひかり保育園跡地は、国のまちづ

くり交付金事業を活用し、現在のひ

かり公園と合わせて、防災機能を備

えた広場として、町内会の役員や子

ども会などの各種団体と一緒に基本

計画を策定しました。 
また、地域住民を対象とした説明

会を開催し、できるだけ地域の要望

を取り入れた計画として、平成２１

年度中に整備を完了しました。 

 


