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① 新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のために一定期間休校に

なりましたが、その期間の学習は

どのような対応をされたのでしょ

うか。 

学校教育課  市では、児童生徒の健康・安全

を第一に考え、国からの要請によ

り令和元年度は３月に１２日間、

令和２年度は４月から５月にか

けて２８日間の臨時休校の措置

を取りました。 

急な対応を余儀なくされた中

で、市では独自に３月２日を登校

日とすることで、休校中の生活や

課題について事前の指導をした

ところです。 

４月に入っても休校期間が延

長されたため、各学校では、ホー

ムページやメール、郵送等で学習

課題の連絡や送付等を行ってき

ました。また、特に心配なお子さ

んには個別に家庭訪問や電話す

る等の対応も行っています。 

４月２０日以降は、週１～２回

の臨時登校日を設けて、児童生徒

の学習状況を把握するとともに、

新たな課題を課すようにして、学

習の遅れを最小限に留めるべく

対応してきたところです。 

② ウィズ・コロナの時代に向け、

今後はオンライン授業などの検討

も必要であると考えます。 

 その際、ＩＣＴ環境が整ってい

る家庭と、環境がない家庭とで教

育格差が生じないような対策を市

も考えていく必要があるのではな

いでしょうか。 

 

学校教育課  休校措置により、全国的にオン

ライン授業が注目されるように

なりました。本市でも一部の学校

でオンライン授業を試行してき

ましたが、そこで見えてきたの

は、学校に登校して教師の指導や

励ましのもと友人と学び合える

授業は、何物にも替え難いという

ことです。コロナウイルスの感染

状況によりますが、今後も学校で

の授業が継続できるように努力

を図っていくことが基本である
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と考えます。 

 また、タブレット端末は、オン

ライン授業で使用するだけでな

く、普段から学校で教材として活

用していく予定であります。普段

は、学校でオンラインを活用した

学習などを取り入れ、家庭では、

オフラインによる学習に役立て

る予定です。 

しかしながら、今後、休校措置

となった場合には、各家庭の通信

環境に応じて、不平等にならない

ように無線ルーターの貸出など

についても慎重に調査研究を進

めてまいります。 

③ 地域では、ごみに関するトラ

ブルが多い状況です。特に、ごみ

の分別については、なかなか徹底

されることが難しい状況です。 

 プラスチックごみの多くは、国

内でのリサイクルされることが少

なく、中国やアジア諸国へ輸出さ

れていたと聞いていますが、近年

では、日本などからのごみの受け

入れを制限し始めていると聞いて

います。 

 プラスチックごみの 100％リサ

イクルは難しく、焼却されている

とも聞いています。燃えるごみと

プラスチックごみの分別をやめ、

プラスチックごみも焼却すること

にしてはどうでしょうか。 

生活環境課 プラスチック系ごみについて

は、クリーンピア共立では、プラ

マークが目印になっている外装

フィルムや容器類などの「プラス

チック製容器包装類」のほか、汚

れのついたプラスチックは「もや

せるごみ」、ざるやハンガーなど

は「もやせないごみ」の３種類に

分別をお願いしています。 

国は、プラスチック容器包装の

資源循環２０３０宣言を策定し、

資源の有効利用を目指す取り組

みを始めました。 

本市においても、ごみ減量や排

出ガスなどの環境面に配慮する

とともに、リサイクルを推進する

観点から、プラごみの分別収集を

進めてまいりますので、皆様に

は、引き続き、ごみの分別収集に

御協力をお願いいたします。市と

しましては、ホームページや市報
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等を通じて、ごみの分別・収集の

周知徹底に力を入れてまいりま

すので、御理解をお願いします。 

 なお、家庭から収集されたプラ

マークの付いたプラスチック製

容器包装類については、クリーン

ピア共立を経由して、国内でリサ

イクルされております。 

④ 近頃、長岡地域でも外国人を

多く見かけるようになってきまし

た。その中で、外国人が分別の仕

方や指定日が分からずにごみを捨

ててしまっていると聞かれます。

外国人の多くは、企業への技能実

習生だと思われます。受け入れし

ている企業は、実習生が居住する

地域に対し外国人が住み始めたこ

とや、企業担当者の連絡先などを

きちんと周知すべきと考えます

が、市としても企業に対し、働き

かけをしてもらえないでしょう

か。 

商工観光課 

総務課 

生活環境課 

市民課 

外国人技能実習生は、異なる文

化の国から来日しており、ごみの

分別をはじめとした生活習慣の

違いが課題となります。 

本市では現在、実習生の転入手

続に同行した事業所担当者に対

し、英語版のごみの出し方・分け

方などの書類を配布しながら担

当（生活環境課）から説明を行っ

ています。また、今月（７月１日）

から事業所担当者に「嘱託員の方

への連絡票」をお渡しし、転入し

た区域の嘱託員に実習生が転入

した旨の連絡していただき、外国

人実習生が地域生活に馴染むこ

とができるよう新たに取り組ん

でいるところです。 

新型コロナウイルス感染症の

影響により、実習生の受け入れに

関しては先行きが不透明な状況

になっておりますが、市としまし

ては今後、天童商工会議所と連携

し、事業所と地域が更なる情報共

有を進められるよう対応してま

いります。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症の

拡大防止に応じた避難所について

は、既に市政への提言でも同様の

危機管理室  避難所においては、新型コロナ

ウイルス感染症の集団感染の発

生が懸念されるため、三密状態
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質問をしており、「自主防災会と至

急協議する」と回答をいただいて

おります。また、東根市では、想

定した避難所の設営訓練を実施し

たと聞いています。 

「三密回避」に対応するために

は、これまで想定していた各避難

所の収容人数に対して、フィジカ

ルディスタンスの観点から約４倍

以上のスペースが必要と言われて

います。今後の避難所の運営につ

いて、どのように検討されている

のでしょうか。 

また、具体的に、長岡地域の避

難所に対しては、どのように対応

すればいいのでしょうか。 

（密閉・密集・密接）を避ける対

応しなければなりません。避難所

の居住スペースでは、１ｍの間隔

を空け、ソーシャルディスタンス

をとるためパーテーションを準

備しています。また、避難者の収

容時には、本人の体温測定等の事

前に調査を行い、体調不良者等と

の収容スペースを分ける等の対

応を行います。そのため避難所に

おける感染拡大防止の資機材（ア

ルコール消毒、体温計等）の準備

を進めているところです。 

 ７月３日（金）に各地区自主防

災会連絡会長と懇談会を実施し、

７月２８日（火）から各自主防災

会役員を対象に、順次新型コロナ

ウイルス感染症を踏まえた避難

所訓練を実施します。 

長岡地区は、洪水ハザードマッ

プ上では、浸水想定区域はありま

せんが、地震の場合、避難所の収

容可能人数も少なくなることか

ら、国の指針等にあるように、安

全な場所であれば自宅に留まる

ことや、親戚を頼るなども想定さ

れます。新型コロナウイルス感染

症の拡大防止に対応した新たな

対策が必要になることから、今後

とも様々な検討を重ね、皆さまに

お示しながら、迅速な対応に努め

てまいります。 

⑥ 東芳賀町内会では、９月に防

災等の訓練を予定しているため、

新型コロナウイルスの感染リスク

があるなかでの避難行動につい

危機管理室  近年、全国的に自然災害による

甚大な被害が生じております。自

然災害はいつ発生するか分かり

ませんので、事前に準備しておく
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て、注意点ややるべきこと（準備

物等）を御指導いただきたい。 

 

必要があります。特にこのコロナ

禍において、市では感染防止のた

め、マスクや消毒等の備蓄はして

いますが、各自、従来の非常時持

ち出し品に追加して、マスク、消

毒液、体温計の準備をお願いしま

す。 

 また避難所には、多数の方が避

難してきますので、密集、密接、

密閉が重なる３密の場となるこ

とから、集団感染が発生する可能

性が十分にあるため、体調不良の

方や感染リスクが高く重症化し

やすい高齢者等の専用スペース

の確保し、避難者ごとの距離を１

ｍ以上あけ、定期的な換気を行う

こと、ドアノブ等共用部の定期的

な消毒等、避難所の衛生管理の徹

底が必要となります。 

 今後各地区の自主防災会役員

の方を対象に新型コロナウイル

ス感染症を踏まえた避難所訓練

を実施しますが、町内会で避難訓

練等を実施される際は、危機管理

室に事前に御相談いただければ、

対応いたします。 

⑦ 住宅街の市道交差点等にある

停止線及び止まれの表示のペンキ

がかすれている箇所があるので、

白線の引き直しをお願いしたい。 

生活環境課 

建設課 

 交差点等にある停止線及び止

まれの表示の補修については、基

本的には県警察本部の管理とな

っております。予算の制約もある

ことから全ての箇所を一斉に補

修するのは難しいため、毎年天童

警察署で市内全ての表示箇所の

点検を行い、塗装が薄くなり、か

つ交通量が多い箇所から優先的

に塗り直しを行っているとのこ
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とです。 

 令和２年度は、６月に天童警察

署で天童市内の点検を行ってお

り、６０箇所の塗り直しを行う計

画で、そのうち長岡地域では２４

箇所について９月中に塗り直し

を行う予定と伺っています。 

⑧ 長岡小学校の各階の老朽化し

たトイレ室内の改修工事と個室ト

イレの洋式化工事を要望します。 

また、体育館のトイレに関して

も老朽化し、地域行事の際には多

数の方が利用しており個数が不足

しているため、併せて個室の増設

と改修工事をお願いします。 

教育総務課  本市の学校施設の多くは、建物

本体はもとより、設備関係も老朽

化が進んでいることから、改修等

を計画的に実施するため、令和元

年度に学校施設の長寿命化計画

を策定しました。 

現在、全ての小学校の校舎と体

育館のトイレの洋式化や給排水

設備及び内装等の改修のための

実施設計を年次計画で進めてお

ります。今後、老朽度の高い小学

校から、計画的にトイレの改修工

事を実施していきたいと考えて

います。 

なお、今年度は長岡小学校の体

育館床改修工事及び物置の更新

に着手しておりますので、御理解

をお願いします。 

⑨ 長岡南町町内会の事業とし

て、以前ですと例年春と秋の２回

側溝清掃を行ってきましたが、東

日本大震災以降は清掃ができず今

日まで来ました。 

最近は、側溝の汚れが目立ち、

汚泥の中に草も生え、見た目も悪

く夏の暑い時になると異臭を放つ

時もあります。また、大雨が降る

と町内の一部の側溝の水があふれ

道路に流れ出るところもありま

建設課  震災以前に地域で側溝清掃を

行っていただいていた路線につ

きましては、側溝汚泥の蓄積など

も考慮しながら、令和３年度まで

に市が順次清掃を行い、その後に

地域による側溝清掃の再開をお

願いする計画となっております。 

 また、堆積した土砂などで側溝

が詰まっている場合などについ

ては、その都度、清掃の対応を行

ってまいりますので、お気付きの
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す。早く側溝の清掃が出来る様に

お願いいたします。 

 

点がございましたら、御連絡いた

だきますようお願いいたします。 

 なお、この度お話のあった件に

つきましては、地域の方と一緒に

確認させていただきながら、清掃

が必要な箇所について対応して

まいります。 

 


