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提言・意見 所管課等 対応状況 

1. 道路を歩いていて、いつ
も思うのは、長時間歩いて来

た人や、お年寄りがいったん

荷物を置く所や、休憩をする

ベンチがないことです。お年

寄りが腰をおろしたり、重い

荷物をいったん置いたりする

ベンチを通路の所々に置いて

頂けたら大変ありがたいと思

います。 

建設課 幅員が十分に確保できない歩道で

は、安全性の問題からベンチの設置は

できませんが、鍬ノ町土地区画整理事

業地内の街路や、昨年完成した愛宕沼

天童原線など幅の広い歩道の一角には

ベンチを設置し、憩いの空間を整備す

る取組みを行っています。 

2. 幼い子供のいる働く親は
様々な負担も大きいです。と

りわけ保育園の充実をお願い

します。私の孫が通っている

舞鶴保育園の先生方はとても

よく子供達をみてくれていま

す。 

至急、市にお願いしたいの

は、送り迎えの簡素化と駐車

場を今より更に使いやすくし

て、広くしてほしいことです。

今は一方通行で狭いのでとて

も大変です。 

子育て支援課  園児の送迎は、保護者と保育士が限

られた時間内で、子供の体調などにつ

いて情報交換できるよう配慮している

ところですが、より円滑に行えるよう

努めていきます。 

 駐車場については、保護者の方々の

要望を受け、園庭東側の駐車場を改修

し、利用台数を増やすとともに、利便

性の向上を図った経過がありますが、

現在はこれ以上の拡幅は困難ですの

で、交通事故等には十分注意のうえ利

用してくださるようお願いします。 

3. 庭木の伸びた小枝を剪定
し、指定のゴミ袋に入れて出

しますが、剪定した枝は思う

ようにゴミ袋に入らず、入っ

てもわずかです。庭木の剪定

した枝は、指定のゴミ袋に入

れて出さなくともよい方向に

改正してください。 

生活環境課 庭木の剪定枝は、袋に入らない規定

以上の長さ、重量になると収集効率に

影響があり、また剪定枝をそのまま回

収すると、他の袋を破り中身が散乱す

る恐れがありますので、袋に入る大き

さに裁断して出していただくようお願

いしています。 

なお、規定以上のものは、クリーン

ピア共立へ直接搬入をお願いします。 

4. 天童市は、モンテディオ
山形のホームタウンの地であ

りながら、他市に遅れを取っ

ていると思います。逆に他市

文化スポー

ツ課 

本市及びホームタウンＴＥＮＤＯ推

進協議会としては、モンテディオ山形

に対して、ファンクラブ加入促進運動

や支援募金を行ってきました。 
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のリーダー的な存在であって

欲しいです。非現実的かもし

れませんが、モンテディオ山

形が常にＪ１に定着し、上位

チームへ変わる時が来るかも

しれません。そして、ドーム

型サッカー場建設も出てくる

かも知れません。そこで、絶

対他市へ流れるようなことが

ないよう、日々これから考え

ていってください。 

また、ホームタウンＴＥＮＤＯ推進

協議会の草の根活動が徐々に実を結

び、モンテディオ山形を利用した商店

街の活動や天童青年会議所のパブリッ

クビューイングなど、協議会構成団体

の活動も盛んになってきています。 

今後も、皆様方の御協力をいただき

ながら、プロ・実業団スポーツチーム

のホームタウンとしてＰＲしていきた

いと考えています。 

5. 市営バスの路線を拡充し
て欲しいです。希望箇所は老

野森ヨークタウン前です。新

しく道路も切れ、店舗も増え

ていますが、公営のバス路線

がないため、交通の便が悪い

です。どうか、ご検討ください。 

生活環境課 御提言のありました老野森ヨークタ

ウン前は、若松・田麦野線を月曜日、

水曜日、金曜日の週３回運行しており、

「天童警察署北」として停留所を新設

いたしましたので、どうぞ御利用くだ

さい。 

6. ダンボール紙のリサイク
ル回収時間が８時から１０時

までになっていますが、この

時間では、出勤などで出すこ

とができません。月の回数も

増やしていただきたいと思い

ます。 

生活環境課 毎月第一土曜日の資源物拠点回収

は、各地域における集団資源回収事業

を補完する目的で行っている点や経費

の面からも回収時間の延長や回数を増

やすことは困難です。 

なお、クリーンピア共立では、平日

はもちろん、第一及び第三の土曜日と

日曜日の午前９時から午前１１時３０

分まで、施設内において新聞紙、雑誌、

ダンボールの無料回収を行っています

ので、どうぞ御利用ください。 

7. 市営バスの運行の時間表
をいただきましたが、上貫津

は路線に入っていませんでし

た。上貫津の三叉路まで来て

小学校へ回ってもらえば、１

回だけでも病院に行くのに助

かります。夫が健在のときは

生活環境課 市営バスについては、これまでも利

用者の利便性の向上を図るために、運

行経路や運行時刻、バス停留所の増設

などの見直しを行いながら運行してき

ました。 

貫津周辺に関しては、従来から民間

バス事業者の路線も存在するため、路
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不自由に感じませんでした

が、同じ年代の人だったらそ

れを望んでいると思います。

行きか帰りの片道だけでもバ

スを利用できたらと思いま

す。出来ることならお願いし

たいです。 

線そのものの見直しを含めて現在検討

中です。 

今後も市民が利用しやすい運行等に

ついて、利用者や地域の方々の御要望

をお聞きしながら、効率的な運行に努

めていきます。 

8. 中里地区に住んでいます
が、これまでわくわくランド

やららパーク方面に行こうと

すると、行きか帰りのどちら

かはタクシーでないと大変で

したが、４月からの路線の変

更で乗り継いでも用を済ます

ことができるようになりまし

た。大変ありがたく思い早速

利用させていただきました。

しかし、上北目公民館とわく

わくランドの間は距離が長い

ので、もう１か所停留所を設

定していただけたらいいなと

思いました。考慮してくださ

い。フリーバス区間にしては

どうでしょうか。 

生活環境課 市営バスについては、これまでも利

用者の利便性の向上を図るために、運

行経路や運行時刻、バス停留所の増設

などの見直しを行いながら運行してき

ました。 

上北目公民館とわくわくランド間の

停留所新設の要否につきましては、ま

ず利用者の動向を十分調査したうえで

判断したいと考えています。 

今後も市民が利用しやすい運行等に

ついて、利用者や地域の方々の御要望

をお聞きしながら、効率的な運行に努

めていきます。 

9. 退職者会の班長となり総
会や研修を計画している途中

ですが、どこも利用場所がな

く、公民館を利用せざるを得

ません。外部団体ということ

で借用料を支払うことになる

のですが、予算のない中での

借用料は痛いところです。借

用料をもう少し値下げして頂

けないでしょうか。生涯学習

を目的とした利用になるの

で、延長料も半額にして頂け

生涯学習課 市立公民館は社会教育や生涯学習の

活動をはじめ多種にわたる活動の場と

して、様々な団体から広く利用してい

ただいています。 

 事業活動が地域の社会教育や社会福

祉に寄与する社会教育団体等として認

定された場合は、使用料を減免するこ

とができます。 

また、利用の取消しは、使用料の納

付前と納付後では取扱いが異なります

が、条例により使用料納付後であって

も使用期日の５日前であれば使用料を
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ればと思います。また、手続

きをした後で取消しをお願い

したところ、市役所に通知し

たので変更が出来ないとのこ

とでした。それは事務が面倒

だからではないでしょうか。 

還付することができます。また、取消

しの手続きに関し、公民館窓口で不適

切な応対があったとすればお詫びを申

し上げます。今後はていねいな応対を

心がけていきます。 

10. 臨時ではなく正規雇用
の職員採用の受験年齢の引き

上げをお願いしたいです。こ

の時期だからこそ本気に真面

目に仕事に取り組もうという

意欲のある人がたくさんいる

と思うのです。県職員も４０

歳まで引き上げています。人

材流出を阻止する意味でも是

非ご検討をお願いします。 

総務課 本市では、職員の採用にあたっては、

広く人材を確保する意味で、新卒者ば

かりでなく経験者の採用も行ってきた

ところです。 

なお、平成２０年度に実施した上級

行政の採用試験については、これまで

の年齢要件を２歳引き上げ２９歳とし

たところです。 

今後も、応募の状況等を見据えなが

ら、年齢要件の引き上げについて、検

討していきたいと考えています。 

11. ５月７日から市役所と
市健康センターとで業務分離

になるとのことですが、私共

の家庭のように障がい児と老

人介護の両方をやっていかね

ばならない者にとって、１カ

所で手続きを終わすことが出

来ないというのは、大変な負

担になって来ます。分離につ

いては様々な理由があるかも

しれませんが、どう考えても

市民の立場に立ったやり方と

は思えません。本来障がい児

から老人介護は一連性がある

はずです。どちらか１カ所（市

健康センター１本）でまとめ

るのが本筋なのではないので

しょうか。隣接する市民病院

の３階には療養型の入院施設

健康課 要介護者と障がい者との関連につい

ては、介護担当と障がい支援担当とが

相互に連携をとり、相談者、対象者へ

の相談サービスに途切れを生じさせな

いよう、定期的なケース検討会、連絡

会等の機会を設け、情報の共有化を図

り、どちらの窓口に相談されてもそれ

ぞれ柔軟に対応できるようにするとと

もに、市民のみなさんに負担がかから

ないよう進めていきたいと考えていま

す。 
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がありますが、尚のこと一貫

性が必要なのではないのでし

ょうか。 

12. モンテディオ山形がＪ
１に昇格して一番盛り上がっ

ていないのは天童市ではない

でしょうか。ＪＲ高擶駅はス

タジアムまで歩いて２０分の

所に位置し、ホームタウンの

玄関です。中央の駅からスタ

ジアムまでの距離と変わらな

いと聞きます。駅からスタジ

アムまでの道路にホームチー

ムの旗がなびけば、道案内も

兼ねることができます。あま

りにもさみしい高擶駅をなん

とかしなければならないと思

います。 

文化スポー

ツ課 

モンテディオ山形を運営する山形県

スポーツ振興２１世紀協会では、モン

テディオ山形の試合を観戦するために

訪れる県外からの来童者の輸送基点を

天童駅に設定しており、本市としても

天童駅からスタジアムまでの輸送に関

する協力体制を取っています。 

高擶駅については、長岡モンテディ

オサポーターズクラブを中心に、地域

の皆さんでモンテディオ山形を応援す

るプランターやフラッグの掲出等によ

る地域内の雰囲気作りを行っています

ので、御協力をよろしくお願いします。 

13. 天童市は子育て支援日
本一の目標があり、子どもが

多いことは市の発展に繋がる

ことをよく理解しています。

しかし最近特に周辺部の男女

の独身者が多く、これでは子

どもはできません。そこで行

政でも男女のめぐり合いのチ

ャンスを企画して欲しいで

す。市で直接実施できなけれ

ば業者への委託などで対応し

ていただきたいです。 

市長公室  結婚相談に関しては、個人情報保護

法の問題等があり、平成１７年に天童

市結婚促進協議会を解散して以来、市

として相談所は設置していません。 

また、農業委員会で行っていた「さ

くらんぼふれあいパーティー」も平成

１６年度で終了し、現在は具体的な結

婚促進事業は行っていない状況です。 

今後、必要に応じ県等が支援する事

業やＮＰＯで行っている事業の紹介等

を行っていきたいと考えています。 

14. 毎月１回市長がマスコ
ミ及び市報に対して記者会見

を実施して、市長のマニフェ

ストの進捗状況、また、当面

の市政状況報告等、市長が市

民に対する思いを話していた

市長公室  天童市では、市長の定例記者会見を

行っていませんが、常にマスコミ各社

へ情報提供を積極的に行うとともに、

市報を通して市政の運営状況をお知ら

せしています。また、市のホームペー

ジについても、平成２１年１１月にリ
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だき、その内容を市報で市民

に知らせていただきたいと思

います。市民は市長の強いメ

ッセージが欲しいです。 

ニューアルし、より一層市政のピーア

ールに努めています。さらに、平成２１

年６月からは「まちづくり懇談会」を

各地区で開催し、市長が市民と直接対

話をして市政の活動状況について報告

しています。 

15. 温泉があり、果物も豊富
なのになぜ活気がない街なの

だろうと思います。天童をも

っとアピールすることができ

るのではないでしょうか。今

波に乗っている山形県なの

で、ネットや旅行会社等に積

極的に売り込んでほしいで

す。 

観光物産課  温泉や果樹の観光資源に加え、今年

はモンテディオ山形のＪ１昇格、ＮＨ

Ｋ大河ドラマ「天地人」、映画「おくり

びと」の効果もあり、全国からの誘客

が期待されています。 

本市では、紅花まつり、夏まつり、

秋祭り、鍋合戦など季節ごとにさまざ

まなイベントが予定されており、マス

メディアやインターネットによるＰＲ

をより活用してアピールし、活気ある

天童市になるよう努力したいと考えて

います。 

16. 立谷川の堰提工事で漁
道をつくっていだだきたいと

思います。以前は山寺等まで

鮎などが来ていました。 

建設課 立谷川の管理は、山形県で行ってい

ます。魚道の整備については、県でも

検討しているとのことですが、市とし

ても更に県へ要望していきます。 

17. 燃やせるごみ袋は大・
中・小とありますが、小の袋

でもとても大きくて困ってい

ます。１週間に１度は収集車

に出したいのです。夏は特に

虫がきて困ります。もう少し

小さい袋を用意していただけ

ないでしょうか。 

生活環境課 ごみ袋の大きさは、３市１町の全世

帯における需要量を勘案して決定され

ており、さらに種類を増やした場合は、

コスト高となりますので、現状の２種

類が適当であると考えています。 

18. 天童市上貫津の名主だ
った結城六右衛門が本沢竹雲

を招請し塾を開き、その後、

門弟の父親の奉仕で現在の格

知学舎が完成しました。村山

一円の子弟を教育した貴重な

生涯学習課 格知学舎については、昭和２７年に

県の史跡に指定され、本市でも建物及

び庭園等の維持管理について支援を行

っています。 

また、古文書等についても、昭和   

５０年に県の有形文化財に指定された
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建物として格知学舎と故結城

哲夫氏宅を保存すべきではな

いでしょうか。格知学舎の古

文書と建物は山形県でも貴重

なものです。 

ことから、敷地内に収蔵庫を設けて貴

重な書籍類の保存に努めています。 

市内には、文化財指定されたもの以

外にも文化的、歴史的に価値のあるも

のや故結城哲夫氏宅のような旧家も数

多く残っており、分野別に専門的な立

場から調査、研究が行われていますが、

現在のところ文化財指定・保存という

考えはありません。 

今後とも、市内の文化財産等の現況

調査や関係文献による研究を進めなが

ら、保存、活用に努めていきます。 

19. 一昨年来、再三に渡って
市民の安眠を妨害する行為で

ある早朝の花火の爆音を止め

るように提言しましたが一向

に改善されていません。今後

再度朝８時前に花火の爆音が

聞こえることのないよう提言

します。 

消防本部 平成２０年１０月１７日付山形新聞

朝刊で「安眠が保てる街づくりを望む」

についてのご提言をいただき、同紙で

回答した経過があります。 

煙火の打上げは、市火災予防条例に

より事前に届出を必要とします。火薬

類取締法施行規則では、打上げ場所の

保安距離等の規制はありますが打上げ

時間帯の規制はなく、条件を満たして

いれば届出を受理せざるを得ない状況

です。 

届出の際に、早朝の午前７時前の打

上げについては自粛していただくよ

う、届出者の打上げ従事者を通じて要

請しているところですが、主催者側の

強い要望により協力いただけない場合

もあるようです。 

しかしながら、市民生活に迷惑を及

ぼすことのないよう、今後とも自粛を

要請していきたいと思います。 

20. 資源ごみと燃やせない
ごみ袋は大きいのに、燃やせ

るごみ袋は入れる口が小さい

です。大家族には小さすぎま

生活環境課  本市のごみ処理については、３市１

町の共同処理で行っており、ごみ袋の

種類や大きさも統一されています。燃

やせるごみの袋は、３５ℓと２５ℓの２
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す。資源ごみのような大きな

袋にしてもらえると助かりま

す。 

種類となっています。それぞれの家庭

の世帯人数によって、ごみ袋の大きさ

の需要は異なると思います。 

また、生ごみを入れた場合の重量・

破袋、またステーションへの持ち出し

時の耐久性等を考えた場合、袋の大き

さは最大３５ℓが適当と考えています。 

21. 線路の西側には常備消
防自動車は１台も配置されて

いないと思います。踏切や跨

線橋などは大地震が起きた時

などは潰れないとも限りませ

ん。天童駅西に１台でも常備

消防車の配置をお願いしま

す。 

消防本部 常備の消防自動車を配置するには、

職員、施設、車両、各種資機材等を配

備する必要があり、大きな予算が伴い

ます。 

大震災時の踏切は、構造物の跨線橋

と違い崩壊による交通寸断の恐れはな

く、アンダーパスについては、震度７ま

で耐えられる構造に設計されています。 

また、奥羽本線の西側地域には、消

防団の消防ポンプ自動車等が１１台配

備されており、災害発生時には有効に

対応できるものと考えています。 

万一、大災害が発生した場合には、

山形県広域消防応援隊や、国の緊急消

防援助隊への応援要請を行い対処する

ことになっており、現在の体制で十分

対応できるものと考えています。 

22. 市内には個人病院がた
くさんあるのに市民病院をつ

くる必要があったのでしょう

か。建物はきれいですが、ス

タッフの質の向上を希望しま

す。患者もあまりいないよう

ですし、明幸園、清幸園のよ

うな施設になればいいと思い

ます。 

健康課 

天童市民病院 

天童市民病院は、公的医療機関とし

て診療のほかに、高度医療機器を利用

した疾病の早期発見及び早期治療並び

に予防医学である健診業務に力を注

ぎ、いつでも誰でも標準医療を受けら

れ、市民の健康を守る砦としての医療

機関として存立することが使命である

と考えています。 

今後も、職員の資質向上と病院全体

のサービス向上を図り、信頼され期待

に応える病院を目指し、医師をはじめ

職員一同なお一層努力していきます。 
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23. 観光名所として、倉津川
に鮭の稚魚を放流し、秋に上

ってくる鮭の風情を観光客や

市民に見せてはいかがです

か。現在の市役所付近倉津川

の水深で十分成長した鮭が上

ってこられるそうです。 

農林課 御提言のありました倉津川について

は、蔵増地区、津山地区、干布地区の

３か所の地点で毎年各１万尾の稚魚の

放流を行っています。 

市役所付近の上流である津山地区、

干布地区で放流を行っており、放流か

ら４年ほどで遡上することから、平成

２４年秋には、市役所付近でも鮭の遡

上が見られることを期待しています。 

 


