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天童北部地域 令和２年８月２７日開催 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応方針 

① 山口西工業団地には、最終的

に何社が立地し、そこで働く従業

員数はどのくらいになると想定し

ていますか。 

また、工業団地が完成すれば、

大型トラックや従業員の車など、

交通量が大幅に増加するものと思

われます。交通安全についても、

十分な対策を取っていただきたい

と思います。 

工業団地の北に押切川に架かる

「明神橋」という橋がありますが、

大変狭い橋です。改修の計画など

はありますか。 

 

産業立地室 

生活環境課 

教育総務課 

建設課 

立地企業数については、約１．

４ヘクタールから約５ヘクター

ルの大区画で分譲する方針であ

り、現段階で７社の立地を想定し

ています。また、従業者数は、同

規模の荒谷西工業団地の令和元

年度の従業者数が８５５人です

ので、進出企業にもよりますが、

同程度の従業者数は確保したい

と考えているところです。 

工業団地が完成すれば、御提言

のとおり交通量の増加が懸念さ

れます。通学時の交通安全につい

ては、児童生徒に対して、学校な

どを通して呼びかけてまいりた

いと思います。 

また、工業団地整備に伴う交通

量増加への対応として、ＪＡフル

ーツセンター西側の道路を延伸

し、新たな幹線道路として市道天

童東根線を整備している状況で

すので、現段階で「明神橋」の架

け替えの計画はありません。 

② 敬老会については、出席率の

低下や迎える側の高齢化の問題な

どから、これまでのように体育館

のような広い会場に一堂に会する

形での開催は止めてもいいのでは

ないかと思っています。 

今年は新型コロナウイルスの影

響で敬老会は中止となりました

が、これを機に「新しい生活様式」

の考え方に基づき、開催のあり方

を見直してはいかがでしょうか。 

 

社会福祉課 ここ数年、敬老会については、

迎える側の負担が大きく継続が

難しくなっているとの御提言を

いただいており、市では実施団体

の皆様と敬老会後に意見交換を

行い、開催方法などについて話し

合ってまいりました。 

今年は新型コロナウイルス感

染拡大防止と皆様の健康と安全

の確保を第一に考え、一堂に会し

てのお祝いは中止し、祝品の贈呈

としたところですが、今後の敬老

会のあり方については、様々な御
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意見をお聞きしながら、新たに検

討していく必要があると思いま

す。 

③ 北久野本一丁目のいきいきサ

ロン「さわやか」では、先日、約

半年ぶりの活動を行い、福祉バス

を利用しました。現在、福祉バス

は、新型コロナウイルスの影響で、

乗車人数は定員の半分以下などと

いった利用制限が設けられおり、

はな駒荘へ移動するのに、２１人

の参加者は２回に分かれての移動

となりました。 

そこで、臨時的な措置として、

当面の間、少人数でも大型の借上

げバスを利用してはいかがでしょ

うか。当いきいきサロンの参加者

は２０人前後ですので、大型バス

であれば、３密にならず着席する

ことができます。バスの借上げに

より、不況にあえぐバス事業者の

支援にもつながるかと思います。 

また、利用に当たっては、感染

予防に十分気を付けますので、利

用制限の緩和をお願いします。 

社会福祉課 新型コロナウイルスの影響に

よる利用制限がある中で、はな駒

荘への送迎については、大型バス

では進入が難しいような狭い道

の運行や、複数箇所への停車を希

望される団体が多いことから、福

祉バスでの往復送迎としていま

した。また、はな駒荘以外への移

動などで、利用人数が福祉バスの

定員の半数以上となる場合など

は、福祉バスの複数台利用や、状

況により大型バスを借り上げる

などの対応を行いました。 

なお、１０月からは、座席の消

毒や利用者のマスク着用等を徹

底しながら、定員通りの人数での

福祉バスの利用が可能となって

おります。 

④ 県道天童河北線の国道１３号

の下をくぐるアンダーは、今年、

冠水により、７月２日と７月２８

日の２回、通行止めになりました。

浸水ラインや排水設備の整備など

の安全措置をお願いします。 

特に、ここは通学路でもありま

すので、子どもたちの安全のため

にも、対応いただければと思いま

す。 

 

建設課 道路管理者である県からは、当

面の措置として、アンダー前後に

注意喚起の看板を設置したと報

告を受けています。 

また、浸水ラインについては、

アンダー施設本体を管理する国

土交通省や、警察等の関係機関と

も協議しながら、設置に向けた検

討を進めていきたいと伺ってお

ります。 
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⑤ 乱川駅前交差点改良工事に伴

う片側通行による渋滞回避のた

め、稲荷神社前の通学路を通る車

両が増加しています。同箇所は自

主規制区間になっていますが、児

童の安全確保のため、登下校時間

帯の巡回強化をお願いします。 

 

教育総務課 

生活環境課 

 交差点改良工事に伴う片側交

互通行は午前８時３０分から午

後４時３０分までとなっており、

この時間帯において、稲荷神社前

の道路を迂回路として通行する

車両が見受けられるようです。 

 登校時については、通行制限前

であることから、工事による影響

はないと思われますが、通行制限

時間帯となる下校時は、広がらな

いで１列に並んで通行するよう、

学校を通して、より一層の注意喚

起に努めてまいります。 

地域の皆様からも児童の安全

確保について見守りをお願いで

きればと思います。 

⑥ 昨年、北久野本の中道公園に

不審者が出没したことから、防犯

カメラの設置を要望したところ、

先日設置していただきました。対

応に感謝申し上げます。 

他の地域からも公園などへの防

犯カメラ設置の要望があった場合

には、設置の検討をよろしくお願

いします。 

 

生活環境課 

都市計画課 

 中道公園の防犯カメラについ

ては、昨年度のまちづくり懇談会

において、設置の要望をいただき

ました。その後、天童警察署と協

議し、今年７月３日に、防犯カメ

ラ２台を設置したところです。 

 防犯カメラは、犯罪の抑止力と

いう観点から、非常に効果的な防

犯対策です。今後とも、天童警察

署と連携しながら、優先度の高い

箇所から計画的に設置していき

たいと考えています。 

⑦ 新型コロナウイルスの影響か

ら、市や地域、学校などの多くの

行事が中止になっています。すべ

て中止ではなく、「この内容であれ

ば開催してもいい」といった、開

催に当たっての市としての方針は

ありますか。 

 地域の夏祭り、レクリエーショ

危機管理室 

健康課 

市では、政府の基本的対処方針

を踏まえた山形県の「イベント等

の開催に関する基本方針」を参考

に、市主催のイベントを開催して

います。自治会主催の行事につい

ては、参加者一人ひとりが身体的

距離の確保、マスクの着用、手洗

いの基本的感染対策を行いなが
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ン大会、公民館フェスティバルが

中止となり、子どもたちは地域と

の交流がほとんどないような状況

です。 

 

ら、主催者側として発熱や感冒症

状のある方の参加自粛の呼びか

けや３密の回避、手指の消毒等の

感染防止策を講じることでイベ

ント開催は可能と考えられます。 

事業内容を検討する際の資料

として、厚生労働省の「新しい生

活様式の実践例」や「通いの場を

開催するための留意点」などを活

用いただければと思います。 

⑧ 災害発生時の避難所運営につ

いて、現状では市職員や防災士の

方が中心となって運営されること

になると思いますが、人員が不足

していないか疑問に感じます。市

民から避難所運営に協力いただけ

る方を登録してもらい、その方々

に辞令を交付して人員を補うとい

ったことは考えられないでしょう

か。１年に１回は登録された方を

対象に、仮想避難所でシミュレー

ションするような訓練も必要だと

思います。 

危機管理室 ７月２８日の豪雨の際の避難

所運営について、皆様から問題点

や改善点など、様々な御提案をい

ただいており、皆様が安全を素早

く確保できるような運営方法を

構築していく必要があると認識

しています。 

また、各地域における自治会、

自主防災組織等の訓練は、年に１

度は実施すべきと考えます。 

⑨ 先日開催された「新型コロナ

ウイルス感染症を踏まえた避難所

訓練」のときの資料に、避難所開

設までの流れが記された資料があ

りました。その中に「避難所運営

委員の参集」との記載があり、避

難所運営委員とは何を指すのか確

認したところ、各地域の自主防災

会を想定しているとのことでし

た。自主防災会の役員が毎年変わ

る中で、このようなやり方での避

難所運営は果たしてうまくいくの

でしょうか。 

危機管理室 避難所を開設して２日目以降

も引き続き避難所を開設してお

く必要がある場合、自治会役員、

地区の自主防災組織役員、市職

員、施設管理者等の関係者で、避

難所の実質的な運営を担う避難

所運営委員会を組織していただ

くことになります。その際、運営

委員会の会長を決めていただき

ますが、前もって役員を決めてお

くこともひとつの方法です。地域

で様々な工夫をしながら、災害時

に避難者ができるだけ早く安全
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 様々なケースを想定し、繰り返

し意見交換しながら、災害に備え

ていくことが大事だと思いますの

で、市が主導して実効性のある方

法を構築できればと思います。 

 

な態勢を取れる形を検討いただ

きたいと思います。 

地域での支え合いが基本にな

ければ、避難所運営もうまくいか

ないと思いますので、引き続き御

協力をお願いします。 

なお、自治会、自主防災組織で

避難所関連の話合い、訓練等をさ

れる場合は、危機管理室に御連絡

いただければ対応いたします。 

 


