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① 予約制乗合タクシーを利用

する際には、電話での予約が必

要ですが、子どもは毎日利用し、

利用が週３回と決まっている人

もいます。そこで、ＦＡＸなど

で１週間分まとめて予約をする

ことはできないでしょうか。ま

た、電話予約だけでなくメール

でも予約できるようなシステム

にならないでしょうか。 

 これまでの市営バスの回数券

は使えなくなりますが、残った

分を買い上げてもらえるのでし

ょうか。 

 若松・田麦野線の１回目のバ

スを利用し通院すると、帰りの

バスが現在の時刻では早すぎる

ので、２回目の発車時刻を１１

時にできないでしょうか。 

教育総務課

生活環境課 

 

小・中学生の通学利用については、学校

が月毎にまとめて予約表を提出し利用す

ることにしています。 
また、乗合タクシーを利用できない時間

帯、あるいは土・日曜日等の学校行事の時

は、これまでどおり教育委員会の借上げタ

クシーを利用することにしています。 
予約制乗合タクシーの予約方法は、現在

のところ電話での申込みに限っています

が、新たな公共交通システムの開始当初と

いうこともあるため、運行事業者の現場管

理体制が整った段階で、ファックスやイン

ターネットメールでの申し込みにも対応

していきたいと考えています。 
回数券の払戻しについては、市で払い戻

しを行うことを９月１日号の市報に掲載

したところです。平成２３年３月３１日ま

での間に、お持ちの回数券、印鑑、身分証

明書、申請者の通帳を持参し、市生活環境

課の窓口でお手続きください。 
予約制乗合タクシーは、なるべく運行経

費を少なく抑え、効率よく運行できるよう

に各路線の運行時刻を設定しています。そ

のため、１路線でも運行時刻が変わると他

路線の運行時刻にも影響を及ぼすことに

なりますので、今後、全体的な見直しを行

う中で検討していきたいと考えています。 
② 天童高原山口線の道路のセ

ンターラインが消えかかってお

り、ガードレールが破損してい

る部分もあるので補修をお願い

します。 
 野際橋付近の側溝に蓋を設置

してください。 

建設課 県道のセンターラインとガードレール

については、県に要望しました。 
野際橋付近の側溝蓋の整備については、

市内にはこの他にも多くの側溝蓋の未設

置箇所があり、年次計画により整備を進め

ます。また、この箇所は山側からの雨水を

排水しているため、蓋を設置することによ
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り、不具合が生じないかも検討したいと思

います。 

③ 留山川ダムへの登り口付近

にあるチェーン着脱場は、台風

や大雨の時に必ず道路に水が溢

れます。排水溝はありますが、

水が入っていないようですので

対応をお願いします。 

建設課 県と一緒に、現地を地元の方と確認した

いと考えています。 

④ 今年の冬はこれまでにない

下手な除雪であったため、運転

者に聞いたところ除雪は初めて

とのことでした。免許は持って

いても実際に作業をしたことは

なかったようです。除雪の後に

建設課で現場を確認してもらう

とわかると思います。 
 また、消雪のため撒かれる塩

化カルシウムで車が傷んでしま

います。以前は水を撒いていた

ようですが、何か別の方法はな

いのでしょうか。 

建設課 田麦野地内の除雪は、全て県にお願いし

ています。平成２１年度の除雪は入札によ

り、これまで経験のない業者が落札し、初

めて除雪を行ったオペレータもいたよう

です。平成２２年度は同じようなことが起

きないように県に要望していきます。 
また、塩化カルシウムは現在路面の凍結

防止剤として、安価で効き目が良いことか

ら利用されています。最近では効き目の長

い粒剤の散布が主流になってきており、効

き目の短い塩化カルシウム水溶液は使わ

ないようになってきています。今のところ

これ以外に、安価で効き目の良い凍結防止

剤はないようですので、御理解をお願いし

ます。 

⑤ 「ぽんぽこ」は会議室の高

窓など、一部網戸が設置されて

いない窓があります。夏場は虫

が入ってきますので、網戸の設

置をお願いします。 

生涯学習課 優先順位を定め、必要な箇所からできる

だけ早急に設置及び修理を実施していき

たいと考えています。 

⑥ ５月の連休前に、天童高原

からチェーン着脱場までゴミ拾

いをしたところ、道路脇に家電

などの粗大ゴミが不法投棄され

ていました。現在もまだ撤去さ

れていないようです。仮に地元

生活環境課 不法投棄物については、不法投棄した者

が回復しなければならないことになって

おりますが、誰が投棄したのか分からない

のが現状です。 
県道天童高原山口線や押切川の管理は

県が行っておりますので、県に対して不法
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で拾っても処分に困るので、処

分料金を無料にしてください。 

 不法投棄は一本杉周辺以外に

もかなり点在しているようで

す。畑に庭木の剪定枝や大量の

土を捨てられたこともあります

し、個人所有の山にも不法投棄

されているようです。 

投棄物の撤去をお願いしたところ、１１月

中旬に撤去したとのことです。 
また、私有地への不法投棄物について

は、市環境衛生組合連合会田麦野支部と一

緒に現場を確認しながら、その対応を考え

ていきたいと思います。 

⑦ 牧野公社は２年後に閉鎖さ

れるそうですが、その後の施設

の利用法について教えてくださ

い。 

農林課 牧野公社は平成２３年度に解散となり

ます。解散後の天童高原のあり方について

は、貴重な財産である緑豊かな天童高原の

景観の保持や、市民生活に貢献することを

基本に、地元田麦野地区住民や天童市農協

を始め、天童市畜産振興会等の関係団体の

意見、要望をいただきながら具体的に検討

しています。 
なお、牧野公社解散後の施設の利用方法

については、事業内容等を十分精査したう

えで方針を決定したいと考えています。 
⑧ 天童高原の宿泊は有料です

が、「ぽんぽこ」は無料の施設に

なっています。夏場は多くの小

学生などの合宿に使われていま

すが、酒に酔った保護者が深夜

に大声で騒いだことがありまし

た。青少年健全育成のための施

設ですので、節度のある使い方

を指導してください。 

生涯学習課 貸館の際には、利用者に対し適切な利用

について注意を喚起していますが、今後さ

らに指導を徹底していきたいと考えてい

ます。 

⑨ 芳賀土地区画整理事業とは

どのような事業なのでしょう

か。この不況で失業中の人も多

いので、雇用の場の確保をお願

いします。 

また、天童北部地区整備事業

都市計画課 芳賀土地区画整理事業は、施行面積 

７３．２ヘクタールで、都市計画道路や区

画道路、公園などの公共施設の整備と併せ

て、本市の定住人口の確保のため、人口 

４，０００人、１，３００世帯を計画とす

る宅地供給を目的とした事業で、地権者が
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とありますが、北部にも新たに

事業所ができるのでしょうか。 

組織する組合が実施しています。 

地区中央の近隣商業地域には、イオング

ループによる複合型商業施設の建設が計

画されており、本市においても地区内に子

育て支援拠点施設の建設を計画していま

す。 

今年度は、仮換地指定を実施し、都市計

画道路や区画道路等の工事が行われ、平成

２８年度の完成を予定しています。 

天童北部地区整備事業は、道路や防災型

の公園の整備事業です。 
⑩ 敬老会の対象者の年齢が、

７６歳以上から来年は７７歳以

上になるようです。敬老会につ

いては色々な意見もあり、スタ

ッフも高齢化していますので、

家庭で行うなどやり方を考える

必要があるのではないでしょう

か。 

社会福祉課 敬老会のあり方については、これまでも

対象年齢などの見直しを行ってきました。 
 また、敬老会の委託先である天童市連合

婦人会や田麦野地区自治会は、会員の減少

や自治会役員の高齢化等の課題があり、

年々大変になっている状況です。 
このようなことから、高齢者を敬愛し、

長寿をお祝いするという精神を大事にし、

皆様方からの意見等を参考にしながら、そ

れぞれの実態にあった敬老会の運営等を

考えていきたいと思いますので、今後とも

御理解と御協力をお願いします。 
⑫ 天童駅は２階に改札がある

ので、階段かエレベーターを利

用することになります。急な階

段ですので、エスカレーターを

設置する計画はないのでしょう

か。 

 また、駅の駐車場は、改札脇

の機械で認証を受けると無料に

なりますが、ＪＲ利用者以外の

人が悪用できるのではないでし

ょうか。 

建設課 

商工観光課 

 

エスカレーター設置の計画はありませ

ん。 
ＪＲ天童駅周辺の天童市駐車場につい

ては、平成１８年度から指定管理者制度に

より、管理等を民間企業の指定管理者にお

願いしています。指定管理者は、定期的に

ＪＲの乗車券の確認等を行うなど、無料処

理機の不正使用の防止を行っています。 
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⑬ 市役所の窓口に国保税と介

護保険料が上がった理由を聞き

に行ったところ、説明のできる

職員がおらず、何人も職員が変

わり待たされました。すぐに対

応や説明のできる職員の配置を

お願いします。 

総務課 職員に対しては、日頃から法令や制度の

改正等に適切に対応できるよう職場研修

を行うとともに、各職場において必要な専

門知識や能力を身につけさせるため、研修

機関への派遣研修を実施しています。市民

の皆様の信頼を損なわないためにも、今

後、職員の能力向上に一層努めるととも

に、窓口対応の充実と改善に取り組むよう

職員を指導します。 
⑭ 地域内の県道や市道の土地

の名義と地目が、個人の田や畑

になっている所があるようで

す。県道として買収済みで分筆

も済んでいるのに、登記が変更

されていないようです。 

建設課 県道天童高原山口線については、分筆は

終了しているものの県への所有権移転登

記が未了となっている土地と、分筆されて

いない土地が見受けられました。これらに

つきましては、県に速やかに所有権移転登

記を行うようお願いしました。 
また、市道舟着浦ノ原線については、一

部の区間で市への所有権移転登記が未了

の土地がありましたので、関係書類を整備

し所有権移転登記を行います。 
⑮ 地域では年２回、河川清掃

を行っています。河川には石が

多く、高齢者が石で滑って転ん

で怪我をするなどの恐れもあ

り、作業中に手を切った人もい

ました。市で加入している保険

がどうなっているのか、補償内

容を教えてください。 

総務課 

建設課 

 市では、市主催の行事や市の管理下の

ボランティア活動等の遂行中に市民が入

院・通院を伴う傷害を被った場合等に備

え、市民総合災害補償制度を設けていま

す。 
補償の内容としては、傷害の程度や入

院・通院の日数に応じ、後遺障害の生じた

場合は３万円から１００万円、入院の場合

は１万円から１５万円、通院の場合は５千

円から６万円となっています。事故に遭わ

れた場合は、速やかに所管課に御相談くだ

さるようお願いします。 
 


