
 

天童中部地域                実施日 平成２１年６月１７日 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① 「天地人」や「おくりびと」

などで、山形県は注目を集めて

います。 

佐藤千夜子杯歌謡祭を毎年開

催しており、今年１１月１５日

の大会で９回目となります。全

国に向けてＰＲしたいので支援

してほしいと思います。 

観光物産課 佐藤千夜子杯歌謡祭実行委員会が主催

し、開催しております歌謡祭に対しまして

は、これまで同様できるかぎり支援したい

と考えています。 
 

 

 

 

② 老野森グラウンドは現在サ

ッカー、野球、グラウンドゴル

フなどで利用されており、土日

などは集中して大変混み合いま

す。 
天童中央第三学童保育所の建

設場所について、老野森グラウ

ンドを削ることにより、スポー

ツの振興、選手の育成が妨げら

れ、美しい景観が損なわれます。

旧保健センターを利用するな

ど、もう一度場所の検討を行い、

市民が理解できるような説明を

お願いします。 

子育て支援

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天童中央第三学童保育所については、旧

保健センターを改修し利用することにし

ました。平成２２年４月に開所します。 
 

 

 

 

③ 旧給食センター跡地につい

て、柔道整復専門学校が開校予

定であるとのうわさがあり、市

に住民説明会をお願いしたとこ

ろ、民間が建設するので、市か

らの説明会はないとのことでし

た。 
来春の開校は延期になったよ

うですが、今後は土地利用計画

の決定前に地域への説明をお願

いします。 

市長公室 

 

当事者との面談の結果、今回の学校給食

センター跡地への建設計画は白紙撤回と

なりました。専門学校建設については、今

後とも検討していくとのことであり、市と

しても出来ることは協力していきたいと

考えています。 

学校給食センター跡地は大事な財産で

すので、今後の土地利用については、慎重

に検討していきます。 
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④ 公園の除草剤については、

各自治会が年２回以上それぞれ

の方法で散布を実施していま

す。市として統一された安全対

策の指導及び立看板などを考え

ていただき、子どもたちが安全

に遊ぶため、薬剤の安全性につ

いても知らせてください。 
 ２～３年前から温暖化のため

なのか、シマ蚊が異常発生して

おり、どこの住民も大変困って

います。市としてどのように把

握して対応を考えているのか、

また、対策があれば是非対処し

てください。 
 糠塚山東側の道路は、暗くて

危険ですが、天童高校の生徒は

夜１０時くらいでも一人で下校

することがあるため、高校に対

して通学路の変更をお願いして

ください。 
 

都市計画課 

生活環境課 

教育総務課 

４月２４日の公園維持管理協力員会議

において、安全のためには除草は本来、手

作業で行うのが理想的ですが、やむを得ず

除草剤を使用する場合は、薬害の恐れの少

ないラウンドアップ系の除草剤を散布す

るようお願いしています。 
除草剤は散布して乾くまでの間、注意が

必要ですが、散布後、天候が良ければすぐ

乾くので注意喚起の看板までは必要ない

と考えています。 
ヒトスジシマカは発生源の多くが、墓地

の花立て、竹の切り株、水槽、放置された

空き缶、古タイヤなどの野外の雨水がたま

る人工容器等のため、これらを放置しない

ことや水を溜めないことが蚊を発生させ

ないことになります。また、木の茂みや雑

草地は成虫の生息場所になるため、庭木の

手入れや草刈り等も大切ですので、各家庭

での御協力をお願いします。 

また、天童高校に、地域から心配する旨

の声があったことを申し入れ、防犯上通学

に適さない当該道路を通らず、学校で指導

しているとおり、新しく開通した久野本若

松線、愛宕沼天童原線を通るように、再度、

全校生徒に周知していただきました。 

⑤ 児童福祉について、これま

で「健康と福祉（冊子）」のなか

で「天童市福祉の里整備構想」

が記されていました。障がい児

を持つ保護者としては大変あり

がたいことで、情報交換の出来

る場が欲しいと願っています。

また、学校を卒業した子どもた

ちが就労できる場所の確保や、

健康課 

 

「市福祉の里構想」については、天童ひ

まわり園、特別養護老人ホーム明幸園と共

に、のぞみ学園及びのぞみ光の家、通所機

能回復訓練施設、知的障がい者入所更生施

設を建設する計画です。 
平成１４年に、のぞみ学園とのぞみ光の

家「のぞみハウス」が完成し、施設の建設

に向けて、福祉賛助会からの寄付を含む市

費により、用地を確保しております。 
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子どもを交えて親が交流できる

場が欲しいとの声があります。 

以前に、天童市心身障がい者

福祉賛助会から建設費用として

多額の寄付があったとも聞きま

したが、「天童市福祉の里構想」

は、現在どのような状況なので

しょうか。 

 

しかし、平成１８年４月に施行された障

害者自立支援法により、新たな入所施設は

建設できないことから、これまでの「市福

祉の里構想」は実現不可能となっていま

す。 
市手をつなぐ育成会、天童福祉厚生会及

び市社会福祉協議会等、関係する団体との

検討の場を設け、第六次天童市総合計画に

反映させております。 
平成２２年度において、障害者自立支援

協議会を設置し、幅広い御意見を伺いなが

ら、具体的でより良い「福祉の里構想」を

再構築してまいります。 
⑥ 天童市嘱託員等規則のなか

に、職務として嘱託区民の納税

思想の普及とありますが、時代

にそぐわないものは、削除して

いく必要があるのではないでし

ょうか。 

また、嘱託員や補助員などの

職務を見直し、費用対効果を考

えて欲しいです。 

 国民保護計画は抽象的であ

り、現状を踏まえて見直すとの

ことでしたが、３年が経過した

今でも、変わっていないようで

す。自衛隊の計画と同じもので

はなく、もっと市民が行動でき

る具体的な計画が必要なのでは

ないでしょうか。 

 防災計画についても、災害派

遣はヘリコプターが主体となっ

てきているので、救助をヘリコ

プター主体に変更するなど、よ

総務課 

市長公室 

天童市嘱託員等規則については、平成 
２１年７月に、職務の内容や字句等を現状

に合わせて改正しています。 
また、嘱託員、嘱託員補助員には、市か

らの配布物の配達だけでなく、市行政に対

する意向の伝達、地域福祉の普及等の役割

もありますので、今のところ業務の見直し

をする予定はありません。 
平成１８年２月に策定した「天童市国民

保護計画」は、主に本市が実施する国民保

護措置の全体像を示したもので、具体的な

活動内容については、今後、運用マニュア

ルや避難マニュアル等を作成し計画の実

効性を確保したいと考えています。 
ヘリコプターによる救助活動及び物資

輸送については、孤立集落に対応するため

県に救助要請を行う事項などを含め、平成

２０年度に市地域防災計画を一部修正し

ています。また、ヘリポートについては、

県の担当者及び消防本部と市内小中学校

のグラウンドなどを確認したところ、周辺
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り効果的なものにしていただき

たい。 

の障害物や着陸地の状況によりヘリポー

トの設置にはいたりませんでしたが、「緊

急の際は、着陸することが可能」とのこと

であり、救助及び物資輸送は可能であると

考えています。 
⑦ 天童市立中部公民館は２階

に集会室と調理室があり、高齢

者や障がい者に対応したエレベ

ーターの設置をお願いしたい。 

また、折りたたみテーブルは使

用の際に手を挟んだり、倒した

りと大変危険なので、総合福祉

センターのテーブルのように、

横に開くものに変えていただき

たい。 

生涯学習課 市立天童中部公民館のエレベーター設

置については、まず耐震診断を行い、耐震

補強工事を実施することが前提となりま

す。耐震診断は、現在、学校施設を優先し

て行っており、市立天童中部公民館につい

ては、その後の計画としています。 
その進捗状況を踏まえ、エレベーター設

置が必要な市立公民館三館（天童中部、高

擶、長岡）について検討します。 
また、折りたたみテーブルの危険性につ

いては、横に開くテーブルについても手を

挟んだという事例も発生しており、現在注

意書きのシールを作成中であり、これを各

テーブルに貼って注意を促していきます。 
なお、新規購入の際は、安全で使いやすい

製品を選んで購入したいと考えています。 
⑧ 現在、市報は隣組長から配

布しています。年度末には嘱託

員が報酬をいただきますが、そ

の算出方法は均等割と住民登録

のある世帯数割となっていま

す。世帯の半分がアパートであ

るような町内会は出入りが多

く、住民登録をしているかは、

嘱託員は把握できないため、嘱

託員が隣組長へ自費で件数分の

お金を渡しているということも

あるようです。住民登録のある

分だけの市報の数にするか、郵

市長公室 嘱託員と補助員の報酬については、均等

割と世帯割で算出することになっており、

世帯数については、１月１日現在の住民基

本台帳に登録されているものとしていま

す。 
 嘱託員の業務の一つである市報等の配

布については、市では住民登録のない世帯

についても、市からの情報提供のため配布

してくださるよう依頼しています。また、

町内会でも、町内会への協力をお願いする

ため、自主的に市報等を配布しているとこ

ろもあります。 
しかしながら、市報等の配布だけが嘱託
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送するなどの方法を考えてくだ

さい。 

 

 

員と補助員の業務ではなく、市行政の情報

提供や、地域内住民の市行政に対する意向

の伝達等の重要な役割もあり、それらに対

する報酬ということで、ご理解いただきた

いと考えています。  
⑨ もみじ通りには、保健セン

ターへ導く案内板がいくつかあ

ります。５月で移転しておりま

すので、その案内板を図書館や

美術館などに変更してはどうで

しょうか。 

健康課 「市保健センター」の案内板について

は、平成２１年７月に「天童市役所」の案

内に変更いたしました。 

⑩ 老野森の跨
こ

線橋の工事の前

に、安全性などについて、説明

会を開催してください。 

 谷地踏切については、朝晩は

学生が通り交通量も多く危険で

あるため、歩行者・自転車用の

歩道の確保を図り、踏切の幅を

１メートルほど広げてくださ

い。 

 災害時の要援護者避難支援プ

ランについて、７月から各地区

を回り、秋から策定を始めたい

とのことですが、自主防災会や

民生委員などを集めて、時間を

かけて検討してください。 

建設課 

教育総務課 

市長公室 

老野森跨
こ

線橋については、改修した歩道

橋が平成２２年３月１９日から供用を開

始しています。必要でなくなった北側の古

い歩道橋を５月３１日までに撤去し完成

する予定です。 
 第一谷地踏切については、山形新幹線の

新庄延伸に際し、市内の踏切の統廃合が図

られた中、現状のままの存続をＪＲに要望

した経過があります。その後も県の事業の

中で踏切の拡幅について協議しましたが、

拡幅は難しいとの判断が示されています。 
災害時の要援護者避難支援プランの全

体計画と個別計画について、７月から説明

会を開催して周知を図り、御協力をいただ

きながら要援護者避難支援の個別計画を

策定しています。 
⑪ 福祉バスはこれからどうな

っていくのでしょうか。 

 ゴミの分別は、燃える・燃え

ない・資源ごみと３つに別れて

いますが、もっと細かくしてい

くのでしょうか。 

 

社会福祉課 

生活環境課 

生涯学習課 

福祉バスは現在２台あり、福祉事業の用

に供されています。市民バスの見直しと合

わせて、デマンドバスや費用対効果などに

ついて検討したいと考えています。 
本市のごみ処理については、現在７種類

の分別収集を行っています。さらに、平成

２２年４月１日から、プラスチック製容器
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 市役所周辺のカラス対策につ

いての考え方を教えてくださ

い。 

 子どもと地域住民が集まる機

会がないので、親も含めた交流

を広げるための方策はないでし

ょうか。 

 

包装類の分別収集を始めます。これまで焼

却処分としてきたプラスチック製容器包

装類は分別しリサイクル(再商品化や再資
源化)します。今後、広報等でお知らせし
ますので、適正処理にご理解とご協力をお

願いします。 
カラスの駆除等の対策は、鶴岡市等多く

の都市で行われていますが、具体的な効果

が出ていないのが現状です。 
東北電力による電線対策も行われてい

ますが、時間と費用の面から市内全域への

実施はなかなか進まないのが現状です。 
市では、農作物の被害も少なくなく猟友

会の協力で、平成２０年度に５００羽の駆

除や、各地域の衛生組合を通してカラスネ

ット購入補助を行い、カラスの餌となる生

ゴミの管理に力を入れています。 
糞害による道路の汚れは、市が道路清掃

を行っていますが、地域の皆様のご協力も

お願いします。 
 地域が疲弊すれば子どもは育たないの

で、子どもと地域の関わりは重要です。 

各地域の公民館事業（世代間交流や料理教

室）や放課後子ども教室事業などで、地域

の大人（親）と子どもが一緒に活動できる

機会をできるたけ多く作っています。 
 また、各町内会や分館単位でも子ども会

育成会などと連携しながら、行事を企画し

て交流を深めていますので、活動事例の紹

介など地域情報の提供に努めていきます。 
⑫ 中央公園の噴水の機械室は

雪害で屋根が潰れており、機械

室へのスロープが人目に付きに

くいことから、門扉の設置等が

都市計画課 中央公園についてはすぐに対応しまし

た。 
糠塚南公園は、町内会からの要望により

昨年度、ヒマラヤシーダを全て伐採しまし
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必要ではないかと思います。 

昨年伐採されたヒマラヤシー

ダですが、再び成長しカラスが

巣を作ったりしないよう、根本

からの伐採をお願いします。 

また、桜の樹は寿命なので植

え替えをお願いします。 

た。見通しの良い明るい公園になりました

ので、他の樹木を再び植栽することは考え

ておりません。 

 

⑬ 老野森のたからもち食堂の

前の十字路は、交通量が増加し、

子どもや高齢者が横断する際に

危険なので、信号機の設置をお

願いします。 

生活環境課 信号機の設置は、県公安委員会の決定事

項であり、全県的に数多くの要望がありま

すので、交通量や信号間の距離等の調査を

行って、全体の優先順位を考慮して交通量

の多い箇所から設置しているようです。 
現在、市からも天童警察署に６ヶ所の信

号設置の要望を行っていますが、御要望の

十字路についても天童警察署に意向を伝

えます。 

⑭ 天童一中の「まなび相談室」

のサポーターとして、生徒たち

に教えていますが、副次効果と

して子どもたちが大きな声であ

いさつをしてくれるようにな

り、自転車の二人乗りもしなく

なったようです。地域で子ども

を育てることが大事だと思いま

す。 

学校教育課 今後とも、地域の皆さんのご協力をお願

いします。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


