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① 県道天童河北線の押切川橋に

は、南側だけに歩道があり数年前

から北側に歩行者専用歩道橋など

の増設工事についてお願いしてい

ます。県や市の担当者と現場確認

などを行いましたが、現在の状況

はどのようになっていますか。 

また、押切川橋の北西には新た

な住宅があり、小学校まで県道の

北側を通学しますが、こちらにも

歩道がない状態で大変危険ですの

で、合わせて歩道の整備をお願い

できないでしょうか。 

建設課 

生活環境課 

教育総務課 

押切川橋北側などの歩道整備

については、本市の重要事業とし

て県道管理者である山形県に対

し事業の早期着手を要望してい

ます。県からは「緊急性や必要性

等を考慮しながら、事業化を検討

していく。」との回答をいただい

ていますので、今後も引き続き、

山形県に要望してまいります。 

また、本年７月２日に教育委員

会、成生小学校、道路管理者及び

警察署等が合同で通学路の安全

点検を実施し、横断歩道やグリー

ンベルトの再塗装、路側帯の適切

な除排雪について各管理者に要

望を行いました。 

 児童生徒には、登下校時は十分

に注意して通行するよう学校を

通して指導してまいります。 

② 新型コロナウイルス感染症の

感染拡大により、人々の生活スタ

イルは一変しました。「禍転じて福

となす」のことわざを実現すべく、

今後の市のあり方について、次の

３点をお聞かせいただきたいと思

います。 

(1) 行政のあり方はどのように変

わるのか、変えようとしているの

でしょうか。 

(2) 小中学校の教育のあり方はど

のように変わるのか、変えようと

しているのでしょうか。また、今

後再び休校となった場合のオンラ

イン授業などの対応はどうなるの

でしょうか。 

(3) 本市の経済活性化に向けての

市長公室 

学校教育課 

農林課 

(1) 行政のあり方、まちづくりの

あり方は、根本的な所では変わら

ないと考えており、第７次総合計

画で掲げる５つの目標を目指し

てまちづくりを進めます。しか

し、交流事業などについては、新

しい生活様式を取り入れるなど

大きく見直す必要があります。デ

ジタル環境への対応など、時代の

変化に積極的に対応しながら、知

恵を出し合って、コロナ禍を乗り

越え、「健康都市てんどう」を目

指して各施策に取り組んでいき

たいと考えます。 

(2) 急な学校の休校などにより

全国で注目を集めたのが、ＩＣＴ

機器を活用した授業や家庭学習
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考え方について、特に農産物の販

路拡大・商品開発の取組みについ

ては、どう考えているでしょうか。 

です。現在、国のＧＩＧＡスクー

ル構想による教育のＩＣＴ化事

業の前倒しに伴い、本市でも児童

生徒一人一人にタブレット端末

の整備を進めています。この端末

を活用し、日々の授業はもちろん

家庭学習でも日常的に活用する

ことで、児童生徒の基礎学力を高

めるとともに、仲間と協力しなが

ら課題を解決する力、さらには自

分の力で未来を切り拓いていく

力の育成を目指していきます。 

なお、再び急な臨時休校の事態

となっても学習を途切れさせる

ことのないよう、タブレット端末

を活用した学習を促進するとと

もに、オンライン授業の環境整備

についても検討を進めます。 

(3) コロナ禍の影響による、本市

農畜産物の販売等の支援につい

ては、ふるさと納税を活用し、観

光農園のさくらんぼや天童牛の

お得な返礼品などを新たに用意

して、全国から多くの寄付をいた

だいております。また、ふるさと

納税申込サイトを１０月から１

つ追加し、広く本市の農畜産物の

販売促進につなげていきたいと

考えています。 

今後も、市内企業や関係団体と

連携しながら、本市農畜産物の販

路拡大等について検討してまい

ります。 

③ ７月に山形県は５３年ぶりの

集中豪雨にみまわれました。自然

災害が多発する中、再び発生する

危機管理室 

建設課 

現在、河川管理者である国や県

からは、河床整正や支障木伐採等

による適正な河川断面の確保や



成生まちづくり懇談会の提言に対する対応状況 

- 3 - 

 

成生地域 令和２年９月２９日開催 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

恐れがあることを想定し、今後の

治水対策をどのように考えていま

すか。 

 さらに、災害時に備えた日ごろ

からの市民への訓練、啓蒙などを

どのように考えていますか。 

また、市民への情報伝達のため

同報系防災行政無線を各町内公民

館分館にも設置してもらえないで

しょうか。 

水害防止のための河川改修事業

等を実施していただいておりま

す。引き続き適正な河川の管理に

ついて要望を行ってまいります。 

近年は、自然災害が激甚化して

おり、今後も避難が必要となるよ

うな災害が生じることを想定し

なければなりません。これまで以

上に個人及び地区として災害時

にどのような行動するのか、「自

助」及び「共助」が重要となりま

す。市報や毎年の総合防災訓練、

各地区の避難訓練等を通じて、災

害への対応方法を周知し、行動が

可能となる取組みを進めるとと

もに、各家庭などでも避難につい

てしっかりと話し合い、備えてい

ただきたいと思います。 

なお、同報系防災行政無線は、

登下校時の児童生徒への緊急時

の情報伝達を目的としており、今

年度で市内各小中学校に配備が

完了する予定です。各分館への同

報系行政無線の配備については、

コストの面から難しいと考えて

おります。 

④ 二階堂遺跡の発掘調査は、成

生地区関係要望構想事項として、

毎年要望しています。成生庄を知

るための大事な遺跡だと思われま

すが、残念ながら全く進展が見ら

れない状況です。現状の進捗状況

をお聞かせいただけませんか。 

生涯学習課  二階堂遺跡は、鎌倉時代におけ

る成生庄の地頭であった二階堂

氏に関連する屋敷跡であると言

われており、成生庄の中心施設で

ある可能性が高いことから、中世

の天童を知る上で貴重な遺跡で

あります。 

 現在、市では県内において最大

規模を誇る「天童古城」の発掘調

査を実施しており、令和３年度に
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調査報告書を作成し完了する予

定です。二階堂遺跡については、

「天童古城」の調査後に、県や関

係機関等と調整しながら、発掘調

査の検討をしていきたいと考え

ています。 

⑤ コロナ禍の中、手探りでの避

難所の開設や運営を行う上で、保

健師などを配置して避難者の体調

管理や体調不良者への対応など、

感染防止対策を行うため、様々な

課題があると思います。 

 特に、体調不良者とは明確に避

難場所を分ける必要があるため、

発熱などの体調不良者に対応する

専門の避難所の設置を検討しては

いかがでしょうか。 

 

危機管理室 

健康課 

７月２８日豪雨時における避

難所開設の際は、体調不良者がい

た場合、各避難所から危機管理室

に情報を集約し、保健師につなぐ

対応を取りました。さらに、保健

師及び職員を６班に分け、各避難

所を数回にわたり巡回し対応に

当たったところです。 

今回、避難所を巡回した中で体

調不良者はいませんでしたが、発

熱者の分離避難については、避難

者家族が高齢又は乳幼児、子ども

と一緒などの場合も想定されま

す。家族と別れての避難となれ

ば、不安や健康状態の変化などが

生じてくるものと思いますので、

発熱者に対しては、医療機関への

誘導も含め検討する必要がある

と考えます。 

また、状況によっては体調不良

者専用避難所開設の必要性が生

じることも想定されますので、関

係機関と検討していきたいと思

います。さらに避難が長期化する

場合には、市医師会との災害協定

に基づき、避難所への医師の派遣

の要請等を行い、健康面・精神面

から避難者への対応を行います。 

⑥ 市民が参加する交流事業は、

大部分が市立公民館単位の地域活

生涯学習課 

文化スポー

市民の交流の場として、各地域

では、公民館を中心とした実行委
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動になっています。確かに市立公

民館単位の活動は、準備段階から

多くの地域住民が関わることから

地域住民の親睦融和が深まること

になりますが、反面、他の地域の

人と交わる機会が少なく、天童市

民としての親睦融和を深める機会

が失われていると感じます。 

例えば「（仮称）天童市民大運動

会」など、運動会や誰もが身近に

感じるスポーツイベントなどで、

天童市民の全体が親睦融和を深め

る事を目的とした、イベントの開

催を検討していただけないでしょ

うか。 

 

ツ課 員会により、「地区運動会」が開

催されます。子どもから高齢者ま

でが一堂に集まり、地域住民のコ

ミュニケーションを図ることを

目的とした大きな催し物ですが、

近年は、高齢化等により、町内会

等で出場選手の確保などに苦慮

しているとお聞きしています。 

御提言の「（仮称）天童市民大

運動会」を開催することで、選手

の確保等が容易になる一方、地域

内の親睦融和（絆）が薄れていく

ことが懸念されます。そのため、

「地区運動会」等は、高齢者など

が参加しやすい競技への変更や、

開催規模の見直しなどを行い、地

域の実情に合った開催が必要で

あると考えます。 

本市では、市民の皆様が広く参

加できるスポーツイベントとし

て「天童市民スポレクフェスタ」

を開催しています。ニュースポー

ツの体験コーナーをはじめ、スイ

ーツを食べ歩きする「天童もみじ

スイーツウオーキング」もフェス

タの人気企画となっております。

市内の皆様と親睦を深める機会

でありますので、ぜひ、参加して

いただきたいと思います。 

⑦ ユニットハウス型の成生第二

児童クラブは、温度、衛生面、防

犯面等で子どもたちが安心・安全

に生活できる十分な環境ではない

状況です。現在は、新型コロナウ

イルスの感染予防策として、手洗

い消毒を徹底しなければならない

子育て支援

課 

成生第二児童クラブについて

は、これまで要望書や地域の方々

の署名をいただいております。 

ユニットハウスのリース期間

が令和４年２月に満了しますの

で、成生小学校の児童数や成生児

童クラブへの入所児童数を見極
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中、児童クラブには台所の蛇口一

つしかなく、手洗いをする際には、

長い行列ができ、時間も１５分以

上かかってしまいます。 

 このような状況もあり、以前か

らリース期間終了後に、新たに建

物の整備をお願いしたい旨の要望

書を提出しましたが、その要望に

対する進捗状況や考え方はどのよ

うになっているのでしょうか。 

めながら、その後の対応について

検討を行っているところです。早

急に課題を整理し、改善していき

たいと考えています。 

 


