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① ごみの減量化対策として、

ごみを各地区単位で回収し、そ

の結果を情報公開してくださ

い。 

 ごみが減量した地区に、効果

額の半分の金額を奨励金として

支給すれば、天童市のクリーン

ピア共立への負担金額を減らす

ことができるのではないでしょ

うか。 

 毎年クリーンピア共立の収集

量の実績が出る頃に、生活環境

課主催で各地区のごみ減量担当

者を集めての会議、座談会を開

催してはどうでしょうか。 

生活環境課 ごみの収集状況については、クリーンピ

ア共立で処理を行う三市一町を収集範囲

としています。収集効率を考慮したうえ

で、ブロック毎に収集を行っています。 
効率性・経済性の観点から、地区毎のごみ

収集を行うのは難しいと考えています。 
地区毎のごみの搬出量を算出するのは

困難であり、ごみ減量に対する奨励金を出

すのは難しい状況です。 
ごみ減量化部会のワークショップが行

われる機会や、地域いきいき講座の活用を

通じ、皆さんの意見を取り入れていきたい

と思います。 

② これまでも要望している高

擶駅周辺の整備をお願いしま

す。 
 モンテディオ山形の試合観戦

や陸上競技でＮＤソフトスタジ

アムを利用する方や、県総合交

通安全センターへ向かう方のた

めに、高擶駅に道案内の看板等

を設置してください。また、高

擶駅からタクシーを利用する方

のために、乗り場や連絡先等の

看板の設置もお願いします。 
 
 
 
 

市長公室 

文化スポー

ツ課 

生活環境課 

高擶駅周辺につきましては、地元からの

整備要望等を踏まえ、今後の整備内容を検

討していきたいと思います。 

この度、長岡モンテディオサポーターズ

クラブが作成しました「長岡マップ」を高

擶駅構内に設置しており、駅から県総合運

動公園への道路や周辺のコンビニ、飲食店

などを紹介しています。 
県総合交通安全センターへの道案内の

看板等の設置については、要望があること

を、天童警察署交通課と安全協会を通じて

総合交通安全センターに伝えていただき

ました。 
また、タクシー利用者のための案内表示

については、商工会議所に依頼したいと考

えています。 

③ 荒谷地区で新工業団地の整

備が進められていますが、こう

した立谷川上流地域での工業化

市長公室 天童市内は、地下水利用に関する規制が

ないことから、荒谷西工業団地に建設する

事業所が地下水を利用することは可能で
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における工業用水は、井戸水を

使用するのでしょうか。下流に

住む私たちにとっては、水の汚

染や水不足などが懸念されま

す。 
 

す。使用した排水については、全量下水道

に流さなければならないので、地下水等の

汚染に関する心配はありません。 
 また、市内には、地下水を利用している

事業所等で組織する天童地区地下水利用

対策協議会があり、地下水の適正かつ合理

的な利用と、既存の人工かん養施設（逆さ

井戸）の適正な管理を行い、水資源の保全

に努めています。今後、荒谷西工業団地に

地下水を利用する事業所が建設された場

合は、対策協議会に加入していただき、地

下水の適正利用の協力を呼び掛けていき

ます。 
さらに、市内には高擶と成生に地下水位

観測井戸がありますので、注意深く地下水

位を見守っていきたいと考えています。 
④ 高擶地区内には名家や旧家

が多く、貴重な歴史資料が潜在

しています。これらの資料の流

出を防ぐためにも、展示資料館

の建設を希望します。 
 また、築３８年になる高擶公

民館の新築と同時に、未来型生

涯学習館の早期建設を要望しま

す。 

生涯学習課 展示資料館については、現在、天童市の

歴史的資料の保管展示を行っている郡役

所資料館がその役割を担っている状況に

ありますので、御活用いただきたいと思い

ます。 

現在、平成２４年度を目途に学校の耐震

化を行っています。さらに、天童一中の改

築の問題もあります。老朽化している公民

館については大きな課題でありますが、今

後検討していきたいと思います。生涯学習

館についても検討させていただきます。 

⑤ 県総合交通安全センター交

差点周辺の草刈をお願いしま

す。 

建設課 市内には数多くの草刈りをしなければ

ならない路線があるため、すべての箇所を

常にきれいにしておくことは難しい状況

ですが、できる範囲内で除草を行っていま

す。 
「心和む、美しい歩道づくりマイロード

事業」で市道の歩道の美化や維持管理をし
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ていただける団体に、補助する制度もあり

ますので、建設課に問い合わせてくださ

い。 
⑥ 清池地区内に天童寒河江線

横断のための地下道がありま

す。地下道出入口に通じる側道

には横断安全対策が施されてい

ません。 

子どもの通学路になっていま

すが、通勤通学の時間帯に側道

を抜け道として利用する車があ

り、横断時に危険な状況ですの

で対策をお願いします。 

生活環境課 どのような安全対策が有効で実施可能

なのか、高擶公民館長、高擶駐在所、町内

会、安全協会高擶支部役員と検討会を開催

した結果、看板を設置して推移を見ていく

ことになりました。 

⑦ 天童寒河江線が開通してか

ら、高擶地区内の学童通学時の

道路の横断がなかなか出来ない

状況が慢性的に続いています。

調査したところ午前７時から８

時までの間に８００台を超す車

両の通過がありました。車両交

通量増加に伴う安全対策をお願

いします。 

生活環境課 どのような安全対策が有効で実施可能

なのか、高擶公民館長、高擶駐在所、町内

会、安全協会高擶支部役員と検討会を開催

した結果、看板を設置して推移を見ていく

ことになりました。 

⑧ 以前から要望している高擶

西浦地区市道新設の今後の見通

しについて教えてください。 

建設課 高擶西浦地区市道につきましては、早急

に整備することは難しい状況です。市内で

現在進められている幹線市道の整備事業

がある程度完成した段階で、新たな幹線市

道の整備に着手したいと考えています。 
⑨ 高擶駅南側の線路沿いの道

路に、現在防犯灯を設置してい

ますが、どうしても暗いため中

間に水銀灯を設置してくださる

ようお願いします。 

生活環境課 水銀灯を設置するには、町内会や防犯協

会が市の補助を受けて設置する方法と、寄

贈防犯灯を設置する方法があります。 
 御要望の箇所には、現在街路灯を６灯設

置しています。新たに水銀灯を設置するに

は、柱もしくはポールが必要になります。 
 東北電力天童営業所（配電計画課）に問
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い合わせたところ、柱もしくはポールが必

要な場合は設置者負担とのことです。 
現状では、柱もしくはポールが必要な場

合は地元に負担をお願いすることとなり

ます。 
⑩ 市長の公約に、行財政改革

の一環として職員の意識改革が

掲げられていますが、どのよう

に進められているか教えてくだ

さい。 

 

総務課 

 

本格的な少子高齢化社会の到来や地方

分権の進展など社会経済環境が大きく変

化する中、市民の行政に対するニーズはま

すます複雑多様化しており、より良い行政

サービスを提供し続けていくためには、行

政のプロとして時代の変化に的確に対応

できる人材の育成や組織マネジメントの

改革が重要な課題となっています。このた

め、平成２１年１１月に策定した第六次行

財政改革大綱において、能力・実績を重視

した人事管理や人材育成の視点に立った

人事評価制度を導入し、平成２２年度から

その試行を行うことを定めました。 
この人事評価制度の導入により、職員の

意識改革、能力開発、勤務意欲の向上、職

員の育成、組織の活性化などを一層推進

し、その結果として公務能率の増進と市民

サービスの向上につなげていきたいと考

えています。 

⑪ 高齢者の福祉を充実する具

体的な施策と、今後の見通しに

ついて教えてください。 

社会福祉課 高齢化が急速に進展する中にあって、高

齢者が培ってきた豊かな知識や経験、技能

などを活かせるような社会参加をより一

層促進したいと考えています。 
 一方、一人暮らしの高齢者や高齢者世

帯、認知症高齢者等の増加など、高齢者を

取り巻く様々な課題への対応と合わせ、介

護に対する需要もこれまで以上に高まっ

てきています。高齢者の閉じこもり・寝た

きり予防の推進と安否確認などの生活支
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援をさらに推進していきます。 
また、地域の総合的なケア体制の充実に

向けた各種相談、虐待や認知症や成年後見

制度等への対応など、専門職で構成する地

域包括支援センターの機能強化を図ると

ともに、高齢者を地域全体で支える体制づ

くりを進めたいと考えています。 
今後は、介護施設の整備や介護サービス

に対する需要見込み等を把握するための

各種調査を実施し、「天童市高齢者福祉計

画・第５期天童市介護保険事業計画」（平

成２４年度～平成２６年度）を策定する予

定です。 
⑫ 高１０町内の鈴木酒店向い

の山寺堰と道路との境に柵等が

なく危険な状況にあります。子

どもの事故等も考えられますの

で、柵の設置をお願いします。

冬期間はその堰が雪捨て場にも

なりますので、併用できる高擶

の街並みにあった柵等の設置を

お願いします。 

建設課 平成２３年３月に設置を完了しました。 

⑬ 自主防災会の格納庫にある

チェーンソーなどの資機材の管

轄・保管は、市もしくは自主防

災会のどちらになるのでしょう

か。 

チェーンソー及び発電機の耐

用年数と、それらを修理または

廃棄する方法について教えてく

ださい。また、照明資機材の電

球や、燃料代、乾電池などにつ

いて、市からの援助はあるので

しょうか。 

消防本部 防災資機材については、自主防災会の所

有になります。具体的な機材の耐用年数

や、修理及び廃棄の方法については、直接

消防本部にお問い合わせください。 
自分たちの地域は自分たちで守るとい

う防災意識をより一層高めるために、地域

のものは地域で維持管理をお願いします。 
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⑭ 古い郵便局の周りに自転車

が放置されます。置き捨てなの

か、盗難にあったものか分から

ず、中にはタイヤがパンクした

ものもあり対応に苦慮していま

す。 

生活環境課 放置自転車は、所有者の財産ですので勝

手に処分することはできません。また、盗

難自転車の場合もありますので、放置自転

車を確認した場合、警察署か交番に届けて

ください。 

⑮ 灰塚口から安楽寺までの道

路際の竹を、２年前に安協など

で伐採し見通しを良くしまし

た。現在、竹はまた２ｍほどに

伸びており、あと３年もすると

見通しが悪くなり、道路に竹が

被さることも考えられる状態で

す。道路は鍵型で幅が４ｍしか

ないため、大型車とすれ違うこ

とができません。危険ですので、

根本的な解決をお願いします。 

建設課 市内には数多くの市道の拡幅整備の要

望があることから、すぐに整備することは

難しい状況です。西浦地区の市道新設の要

望もありますので、高擶地区で優先度を決

めていただいた順序で整備を図っていき

たいと考えています。 
尚、民地にある竹は地権者で対応してい

ただきますようお願いします。 

⑯  高擶小学校の児童数は 

２００名を切っています。あと

１０年くらいは同じかと思いま

すが、児童数が減少すれば小学

校の統廃合も考えられるかと思

います。少子化対策についての

考え方を教えてください。 

市長公室 

教育総務課 

本市では、平成１５年頃から社会減、自

然減も含めて人口減少が続いています。 
市としましては、子育て世代への負担軽

減や、土地区画整理事業による宅地供給、

工業団地の整備など総合的な施策を実施

しています。 
学校の統廃合については平成２８年度

までは心配ないかと思われますが、将来は

避けて通れない問題であると思います。こ

れまでの地域文化、歴史も含めて慎重に検

討していく必要があると思います。 
 


