
  

 

長岡地域                      平成２２年７月９日実施 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① 高齢者の低栄養化を防ぐた

めに、大仙市で行っている「あ

なたの食生活チェック」を天童

市でも実施してはどうでしょう

か。 

市の配食サービスや、健康セ

ンターでの栄養指導などが行わ

れているようですが、このチェ

ックは高齢者にも分かりやすく

とても簡単です。低栄養による

脳血管疾患や動脈硬化、骨折を

予防し医療費も減らせるのでは

ないかと思います。 

社会福祉課 

健康課 

 平成１８年度の介護保険制度の改正を

踏まえ、本市でも６５歳以上を対象に各健

診と同時に行っている基本チェックリス

トにより、生活機能の低下が疑われる方へ

の生活機能評価を実施しています。その結

果、生活機能の低下者（特定高齢者）と判

定された方には、主治医と連携を取りなが

ら介護予防事業への参加をお勧めしてい

ます。 
 特に、食生活は毎日の生活リズムを保持

する上で大切であり、身体機能、生活機能

や免疫機能を維持することで、要介護状態

の予防にもつながると考えています。今後

とも、生活機能評価や介護予防事業につい

てのＰＲを積極的に行うとともに、他市の

取り組み状況なども参考にしながら、介護

予防事業の推進に努めていきます。 
また、大仙市と類似した｢毎日食べたい

１０の食品｣について、資料等を用いてわ

かりやすく説明し、広く活用を図りなが

ら、高齢者の健康や介護予防のための食事

のとり方について普及啓発を図ります。 
② 子宮頸がんワクチンの予防

接種が、日本でも昨年より認可

されました。１０代での接種が

効果的であるとのことですが、

３回のワクチン接種で５万円ほ

どの費用がかかります。 
全国で１３０の市区町村で何

らかの補助がなされており、県

内でも全額公費で助成するとこ

ろもあるようですので、天童市

でも補助してくださるよう検討

してください。 

子育て支援

課 

近年、２０～３０歳代の若年層の女性に

おいて、子宮頸がんが増加しており、その

予防対策が急務とされています。 
本市でも、子宮頸がん予防ワクチンの接

種について、接種者の負担軽減を図るた

め、県市長会等を通じて、「国による公費

助成の実施」や「予防接種法に基づく定期

接種化」などを国に要望してきたところで

す。 
こうした中で、国が市町村に対する助成

を決定したことに伴い、本市においても、

平成２３年４月１日から、接種費用につい
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て全額公費負担を実施することにしまし

た。 
③ 荒谷西工業団地の誘致企業

の状況と、企業誘致による地域

の雇用拡大の見込みについて教

えてください。 

工業団地整

備室 

荒谷西工業団地は、平成２３年度から分

譲開始します。 
現在の荒谷西工業団地の誘致企業の見

通しは、数社から分譲面積全体の約６割の

用地取得要望を受けておりますが、残りの

用地分譲についても、今後一層の企業誘致

活動を展開していきます。 
雇用の見通しについては、工場の市内移

転のほか工場の新設を予定している企業

もあり、雇用拡大につながるものと考えて

います。しかし、企業においては、景気低

迷が続く中、設備投資や従業員の新規採用

等には慎重な姿勢であり、雇用計画は流動

的な状況です。 

④ 芳賀土地区画整理事業地内

に、イオン系列のショッピング

センターができるのは確実なの

でしょうか。 
 また、学区についてはどのよ

うになるのか教えてください。 

都市計画課 

教育総務課 

芳賀土地区画整理組合は出店希望者の

公募を行い、審査会を経て、区域中央にイ

オングループによる出店が決定していま

す。 

現在は、敷地となる近隣商業区域内に換

地を希望する地権者の取りまとめや、保留

地の設定を含めた仮換地指定の準備作業

を進めています。 

学区については、教育振興協議会を設置

し検討していただき、都市計画道路松城芳

賀線で区分けすることで答申をいただい

ています。これを踏まえて、教育委員会で

平成２２年８月に審議し、決定しました。 

⑤ 昨年の懇談会で地域内の公

園の樹木の剪定について要望し

ました。その後、辻の前公園の

樹木の剪定が今年１月に行われ

ました。都市計画課に問い合せ

都市計画課 公園は、地域の方々の憩いの場として整

備をしてきましたが、樹木の生長と共に害

鳥の巣や薄暗い公園が多くなっています。

このため、今年度から地域と協議しながら

伐採や剪定等の樹木の管理を計画的に行
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たところ害鳥を防止するための

処理だったようです。剪定によ

り公園は明るく落葉が少なくな

りました。 

しかし、木は２～３年で成長

し元に戻ると思います。防犯や

火災、交通事故防止のため樹木

は低く細くするか、間伐するよ

うにお願いします。 

う予定です。 
今後とも、地域に親しまれる公園管理を

推進してまいりますので御協力をお願い

いします。 

⑥ 高擶駅付近の除雪は朝一番

に行われていましたが、１～２

年前から朝の通学の見送りで車

が混雑する時間帯と重なり大変

危険です。除雪業者への発注、

指導はどのようになっているの

でしょうか。 

 また、町内のＴ字路の一部に

除雪で集めた雪を山積みにされ

ました。車の運転者が安全確認

をするのも困難で、交通事故の

危険もありました。このような

雪の排雪処分はどのようにする

のでしょうか。 

建設課 除雪の発注時に、業者へ個別具体的に徹

底した指導を行います。 
交差点の雪については、連絡いただけれ

ば現場を確認後、必要に応じて排雪しま

す。 

⑦ 高擶駅の東口では自転車の

盗難が多発しており、警親会の

皆さんと天童警察署、安協長岡

支部などで、自転車の施錠の呼

びかけなどを行いました。 

駐輪場は本来公園であるとの

ことですが、自転車の盗難防止

のため、整理整頓を促す区画ラ

インの塗工をお願いします。 

生活環境課 

 

各駅にある駐輪場については、駐輪場の

整理、駐輪指導をシルバー人材センターに

委託しており、高擶駅の駐輪場について

も、午前６時３０分から８時３０分の２時

間、月に１５日間お願いしています。 
現場を確認しましたが、整理、整頓がな

されており、区画線の塗工は必要ないと考

えています。 
 

⑧ やすらぎ公園入口付近の立

谷川に、数年前に雨水排水を流

生活環境課 

下水道課 

水質汚濁防止法では、事業所が特定施設

（食料品製造業等の原料処理施設や洗
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す排水口ができてから、水が汚

れるようになりました。昨年は

魚が死んでいた時もあり、県に

調査してもらいましたが、水質

基準は満たしており異常なしと

のことでした。排水が臭ったり、

泡だっていたり、川底にはどす

黒いコケがあります。夏は子ど

もの遊び場となり、鮭の稚魚も

放流していますので、きれいな

川になるよう調査、対応をお願

いします。 

浄・湯煮施設等）を有し、河川などに汚水

を排出する場合には、県に届出が義務付け

られています。 
このような事業所へは、必要に応じ県で

立ち入り検査を行い、排水状況について確

認しています。 
雨水排水路の管理は市が行っています

が、各家庭や事業所等の浄化槽から流れる

排水については、県知事の指導監督によ

り、毎年法定検査や点検汲取りが義務付け

られており、事業所等から流入する事業場

排水については、放流水質基準を満たして

いる場合に県知事が許可しています。な

お、雨水幹線に排水が流入する場合は、市

も県に同行し確認しています。 
また、県では、清池工業団地の代表者に

対し、団地内事業所の水質保全についてお

願いしており、現地確認を行い水質等につ

いても調査していますが、現段階で水質調

査を行ったとしても、原因の究明には至ら

ないと判断し、魚が死ぬなどの現象が出た

ときには、直ぐに情報提供をいただきたい

とのことです。市としても県に実態を伝

え、連絡を取り合っていきたいと思いま

す。 
さらに市では、立谷川の水質改善を図る

ために、汚水管渠の整備を進めています。

供用開始されたところから下水道に接続

していただいており、立谷川に直接放流さ

れる排水が少なくなり、確実に水質改善が

図られています。工業団地を除いた長岡地

域の平成２１年度末現在の水洗化率は 
９１．４％で、これが１００％に近付けば

さらに水質改善が図られるものと思いま
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す。 

⑨ ラ・フランスセンター北東

の、市道山形矢野目線と三中成

生一号線の交差点は、三中の通

学路になっており、長岡と高擶

の子どもたちが横断していま

す。登下校の時間帯は交通量が

多く危険です。今後も交通量が

増えることが考えられますの

で、子どもたちが安全に渡れる

ように信号機の設置をお願いし

ます。 

生活環境課 信号機の設置につきましては、県公安委

員会の決定事項となっています。 
要望については、市からも天童警察署に

意向を伝えますが、学校とＰＴＡ、地元安

協支部が連携して、連名で天童警察署に要

望書を提出していただきたいと思います。 
なお、信号機の設置要望は、全県的に数

多くの要望がありますので、交通量の調査

等を行って、交通量の多い危険な箇所から

設置している状況です。 

⑩ 天童市では新たに中学生ま

での医療費の無料化や、一人親

世帯への医療費給付制度などの

取り組みを行っています。市の

財源の確保と今後の財政状況に

ついて教えてください。 

財政課 本市の財政は、税収の減少等により厳し

い状況が続いており、決して豊かなもので

はありません。行財政改革を進め、既得権

益を見直して新たな財源を生み出し、次の

世代の負担とならないよう引き継いでい

きます。 
⑪ 高齢者の健康づくりのため

に、公認クラスのパークゴルフ

競技場の設置をお願いします。 

 ３６ホールの公認クラスの競

技場を新設するか、小原のパー

クゴルフ場を３６ホールに、若

しくは長岡パークゴルフ場を 

１８ホールに整備することを提

案します。 

文化スポー

ツ課 

建設課 

パークゴルフの公認コースは、 
１２，０００㎡程度の面積が必要で、市独

自に用地を確保し、芝を張って管理するこ

とは難しい状況です。 

なお、山形河川国道事務所へ、須川の周

辺環境整備に合わせてパークゴルフ場を

整備するよう要望書を提出しています。 

 

⑫ 長岡小学校のグラウンドは

水はけが悪く雨の翌日は使用で

きませんので、できるだけ早く

整備をお願いします。 

教育総務課 学校の建物の耐震調査と工事完了後に、

小学校のグラウンドも整備していきます。 

 


