
 

 

蔵増地域                   実施日 平成２１年７月２２日 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① 市立公民館の駐車場は、特

に夏場は市民プールの利用者も

あり混み合います。蔵増駐在所

の跡地を駐車場として借りるこ

とはできないでしょうか。 

平成１８年にも提案していま

すが、当時は駐車台数３２台を

確保しており、駐在所跡地は県

の所有地であるため直ちに対応

するのは難しいとのことでし

た。現在この土地は手入れもさ

れず草が生えて周りの迷惑にな

っています。維持管理について

県にお願いしてください。 

生涯学習課 駐在所跡地については、現在県の普通財

産として管理されています。財政的に直ち

に対応することは難しいので、小学校の駐

車場を借りるなど、これまで同様の利活用

をお願いします。 
なお、土地の維持管理については、県に

連絡して草刈り等の対応をしていただい

ています。 

② 塚野目交差点は、ラ・フラ

ンスセンター前の新しい道路の

幅が旧道よりも広いため、市外

の方はほとんど一時停止をしま

せん。このため物損事故が増加

しています。信号機の設置につ

いて公安委員会や市にお願いし

ていますが、交通量の多いとこ

ろが優先のようです。一日も早

く信号機の設置をお願いしま

す。 

 信号機設置までに時間がかか

る場合には、地域で一時停止の

道路を変更するなどの方策を検

討してみたいと思いますので、

市の支援をお願いします。 

生活環境課 塚野目交差点の信号機設置については、

天童警察署より設置の決定者である県の

公安委員会へ強く要望しているとのこと

です。 
また、一時停止の道路変更についても、

公安委員会の決定事項ですので、地域の皆

さんで十分検討して、天童警察署に要望し

ていただきたいと思います。市としても機

会あるごとに要望していきます。 
なお、交差点で交通事故が多数発生して

いる現状ですので、今後とも天童警察署や

関係団体と連携を図り、事故防止策を検討

し実施していきます。 

③ 蔵増から高野辺の間の倉津

川に架かる上宿橋、防小路橋、

谷地田橋、倉津川橋の４本の橋

の欄干が壊れたり、錆ついたり

建設課 

農林課 

市道として管理している坊小路橋・倉津

川橋のうち、坊小路橋の高欄の破損箇所に

ついてはすぐに修理しました。 
また、土地改良区が管理している、上宿
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しています。冬場に橋が凍結し

て車がスリップすると大きな事

故になると考えられますので、

なるべく早く点検整備をお願い

します。 

橋と谷地田橋については、塗装の補修を実

施しました。 
平成２３年度までに市が管理している

橋の長寿命化計画の策定を予定していま

すので、高欄の錆についてはその計画に基

づいて塗り替えなどの修繕等を行ってい

きたいと考えています。 
④ 小矢野目から矢野目八坂神

社に向かう道路の工事が３０ｍ

ほど未整備のままです。以前は

平成１９年度までに完成とのこ

とでしたが、現在は工事が中止

されていますので、どのような

状況なのでしょうか。 

建設課 平成２１年１２月に全線完成しました。 

⑤ 寒河江街道の天童市スポー

ツセンター前は現在拡幅工事中

ですが、給食センターへ左折す

る際の道路標識が分かりにく

く、夜間は特に見えないので、

左折する場所の標示の改善をお

願いします。 

 また、給食センター方面から

寒河江街道を右折する際、工事

のバリケードが高すぎて見通し

が悪いので改善してください。 

建設課 主要地方道天童大江線は、山形県が事業

主体となり、平成１８年度から市スポーツ

センターから天童インターチェンジまで

の区間について４車線化工事を行ってい

ますが、平成２２年４月末で完成の予定で

す。 
御提言の箇所等については、県に連絡し

改善していただきました。 

⑥ 西沼田遺跡公園へ山形市方

面から寺津を経由して来訪する

方の誘導のために、市道新田矢

野目線と主要地方道山形羽入線

のＴ字路と、その東の信号機の

２箇所に案内看板の設置をお願

いします。 

生涯学習課 西沼田遺跡公園への誘導については、現

在設置している看板も含め、来訪者にわか

りやすい場所に設置していきたいと考え

ています。 

⑦ 押切川の成生から上流部は

川幅が広く整備が進んでいます

建設課 押切川上流の留山川ダム整備は平成２３

年度完成を目指して工事が順調に進捗し
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が、下流部は川幅が狭く危険な

状況です。今町地区の下の河川

の堤防は低く川底が高いので、

大雨になって堤防から水が溢
あふ

れ

たり、最上川が逆流したり乱川

と合流すると大変危険ですので

整備をお願いします。 

 平成１９年９月に大雨で押切

川と乱川が増水し堤防付近まで

水が上がってきて、大清水で

土嚢
どのう

を積んだ例もあるため、当

時の状況を精査してください。 

 天童市の洪水ハザードマップ

でも浸水想定区域になっており

ますので、早急な対策をお願い

します。 

ています。 
ダムが完成しても危険な箇所について

は、平成２０年度までは押切川橋上流部を

整備し、平成２１年度は押切川橋から大清

水橋の堤防の嵩上
かさあ

げや、川底の浚渫
しゅんせつ

を行

いました。これをもって山形県による整備

は概ね完了したと聞き及んでいます。今後

は、危険な個所があれば個別に県に要望し

ていきます。 

⑧ 東北中央自動車道の天童イ

ンターチェンジ周辺の開発と、

下水道管理センター跡地の利用

についての考え方を教えてくだ

さい。 

 また、アクセス道路として、

山形県総合交通安全センター北

側道路から高擶西浦地区に２０

ｍほど整備されている道路が、

願正壇まで整備されれば蔵増地

区内の交通量の増加が考えられ

るので、道路の拡幅をお願いし

ます。 

市長公室 

建設課 

下水道課 

東北中央自動車道の天童インターチェ

ンジ周辺の開発については、現在のところ

具体的な計画はありません。 
 この地域は、優良な農用地でもあること

から、下水道管理センター跡地も含めた総

合的な土地利用について、費用対効果を勘

案しながら、今後も検討していきます。 

主要地方道天童寒河江線（県総合交通安

全センター北側道路）に接続する市道灰塚

街道線については、県総合交通安全センタ

ーの移転に合わせ新設や一部改良を行い

ました。 
ご要望の路線については、現在のところ

市道新設の予定はありませんが、事業化に

ついては、土地利用計画と、現在整備を進

めている路線の進捗状況や交通状況を踏

まえ、３か年実施計画や財政計画の中で調

整を図っていきます。 
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⑨ 東北中央自動車道に道路用

に穴抜きされた所が２、３箇所

ありますので、西部地域の発展

のために新道路を整備してくだ

さい。 

建設課 東北中央自動車道が開通してからの新

たな穴抜きや拡幅工事は、市にとって、多

大な費用負担になることが予想されたた

め、当時の日本道路公団及び県と協議し、

先行的に工事を行っていただきました。 
現在、計画的に穴抜きした路線として

は、塚野目から藤内新田までの市道山形矢

野目線と、蔵増地内の主要地方道天童大江

線（通称蔵増南廻りバイパス）を整備して

います。 

⑩ 市スポーツセンターと三中

の間の道路は、橋には照明があ

りますが、他は設置されていな

いので、部活を終えて帰る中学

生の安全のために、防犯灯の設

置をお願いします。 

また、天童インターチェンジ

からスポーツセンターの間も街

灯がなく、高校生が帰宅する頃

は暗くなりますので、防犯灯の

設置をお願いします。 

生活環境課 現地を確認したところ、スポーツセンタ

ーから瑞穂橋までは電柱がありません。公

衆街路灯（防犯灯）は電柱に設置している

ことから、今のところ設置できない状況で

す。 

⑪ 子どもの医療費が無料化さ

れましたが、幼稚園の負担額に

ついても軽減をお願いします。 

子育て支援

課 

幼稚園については、私立幼稚園就園奨励

費補助金により、保護者の所得等に応じ保

育料の軽減を行なっています。 

⑫ 蔵増地区では子どもの数が

減少していますので、市街地の

近郊だけではなく、西部地域の

宅地の開発などをお願いしま

す。 

市長公室 

都市計画課 

 西部地域の宅地開発については、これま

で育んできた文化や風土・自然景観を大切

にしたまちづくりを進めていく中で、優良

田園住宅認定制度などを利用した住宅地

の整備を促し、活気ある地域づくりを目指

します。 
⑬ 蔵増には倉津川、前田川、

樽川があり、河川清掃で堤防の

草刈りを行なっています。その

総務課 

建設課 

市では市民総合賠償補償保険に加入し

ており、障害に応じて後遺障害の場合３万

円から１００万円まで、入院した場合１万
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際に、若い慣れない方が草刈機

を使う場合もあります。他市で

は草刈機で大けがをして、多額

の保険金の請求があった例を聞

いています。蔵増地区でも保険

に加入していますが、市で加入

している保険の補償内容につい

て教えてください。 

円から１５万円まで、通院した場合５千円

から６万円までの保険金が支払われます。

河川清掃はボランティア活動ですが、作業

中は事故がないようにお願いします。 

⑭ 衛生委員の合同研修で視察

した釜石市では、防犯カメラを

現場に設置したところ、不法投

棄がなくなったそうです。 

小矢野目と駅西の境の天童病

院北側の道路など、不法投棄の

激しいところに防犯カメラを設

置してはどうでしょうか。 

生活環境課 恒常的な不法投棄箇所へは、看板及びの

ぼり旗を設置し、不法投棄の防止や啓発に

努めています。 
防犯カメラを設置することで、不法投棄

が減少すると思われますが、設置を必要と

する箇所数が多いこともあり、現時点で

は、看板及びのぼり旗の設置や、パトロー

ルのさらなる強化に努めていきたいと考

えています。 

⑮ 西沼田遺跡には川が流れて

いますので、ホタルを飛ばすこ

とはできないでしょうか。５周

年の記念事業などとして検討し

てください。 

生涯学習課 西沼田遺跡公園の中にある川は、農業用

水をポンプアップしたもので、現状ではホ

タルが生息する環境にはありません。 
他の地域での取り組み状況等も参考に

しながら、ホタルが生息できる環境づくり

について、地域や関係者の皆さんと一緒に

調査・研究していきます。 

 


