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① 市の決算について質問しま

す。今年の嘱託員会議で、今年の

予算と昨年の予算が併記されてい

ました。そのため、なぜ決算が記

載されていないのかと疑問に思い

ました。質問したところ、「昨年の

決算をお知らせできるのは、９月

以降。」という回答でした。 

 自治体の決算については、地方

自治法に規定されていますが、５

月末で出納閉鎖となり、３か月後

に監査委員に報告して、それを基

に、議会に諮り、私たちへのお知

らせが９月以降になることはわか

ります。 

 しかし、今年の予算は４月にス

タートしています。そうすると、

今年４月～９月は、昨年の事業を

どのように総括して、今年度の事

業に反映しているのか分かりにく

いです。市では、どのような形で

事業を総括して予算措置している

のでしょうか。 

 また、３か年計画を見ると、現

年度から翌年度に引き続き実施す

る事業は、全体の約９３パーセン

トになっています。ほぼ同じ事業

を毎年実施しているということ

は、市は何もしていないのか、そ

れとも問題があるのかと思われま

すが、この状況をどうお考えでし

ょうか。 

財政課 

市長公室 

 市では、毎年度、３か年実施計

画を策定し、その中で各事業の実

施状況や実績等について評価や

点検を行い、次年度以降の事務の

改善や事業の効率性の向上を図

っています。また、予算編成にお

いては、事業の現時点における進

捗状況などを、担当課から聴き取

りをし、成果や課題を調査してか

ら、市長による予算の査定を行っ

ています。 

 このように、市長査定までに、

現状の把握も含め、事業の検証や

精査をしながら進めているとこ

ろです。 

 全体の事務事業の約９３パー

セントが同様の事業である件に

ついては、毎年、各事務事業の実

施内容を評価検証しながら改善

や見直しが図られるよう努めて

います。時代背景や社会情勢等に

応じて、いろいろな手を加えなが

らよりよい事業となるよう取り

組んでいるところですので、御理

解いただきたいと思います。 

② 現在、町内会としてマイロー

ド事業に取り組んでいますが、長

岡地域づくり委員会の活動として

花いっぱい運動にも取り組んでい

生活環境課 

建設課 

社会福祉課 

 花いっぱい運動や「心和む、美

しい歩道づくりマイロード事業」

（通称：マイロード事業）につき

ましては、どちらも地域の美化活
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ます。両事業とも、花を植えてき

れいにしましょうという目的は同

じだと思いますので、一つの事業

にまとめられないのでしょうか。 

 例えば、マイロード事業であれ

ば建設課が担当して、花いっぱい

運動は生活環境課が担当している

と思いますが、２つの課で話をす

ればまとめられるのを、わざわざ

２つに分けて、実施時期もずらし

ているように感じます。住民とす

れば、二度手間に感じます。 

 ほかにも、天童市社会福祉協議

会と、長岡地域の社会福祉協議会

は別組織なので、それぞれの会費

を別々に払わなくてはなりませ

ん。これもできればまとめて集金

できないのでしょうか。 

動の推進を目的としている支援

事業となっています。 

 両事業とも、活動団体からの申

請を受けて実施していますので、

今後の長岡地域の美化活動のあ

り方については、地域の中で話し

合っていただければと考えてい

ます。 

 また、市社会福祉協議会の会費

と、長岡地域社会福祉協議会の会

費をまとめて一緒に払うことが

できないかという点については、

市社会福祉協議会に確認したと

ころ、地域社会福祉協議会として

会費を集金しているのは、２地区

だけでした。その２地区分だけ、

市社会福祉協議会会費に上乗せ

して集金することになれば、領収

書の出し方や、集金した会費を分

配する際の処理が煩雑になるな

どの理由から、それぞれの会費を

まとめて集金することは難しい

とのことでした。集金を担当され

る方にはお手数をおかけします

が、御理解をお願いいたします。 

③ 現在、市は高齢者や子育て世

帯への支援に力を入れています

が、その中間の子どもを面倒見な

がら親の世話をしている４０～５

０代は、置き去りにされているよ

うに感じます。家庭や社会を支え

るべき４０～５０代が疲れてい

て、夢を持てずに問題を抱えてい

るケースもありますので、その年

代への手当が抜けていませんか。 

保険給付課  子育てや介護などで悩みを抱

えている４０～５０代の方への

対応は必要だと考えています。 

 また、市内の高齢者介護の現状

については、７５歳以上の人口が

９，３００人を超え、また６５歳

以上の高齢者だけの世帯も約４，

４００世帯と、高齢化が一層進ん

でいる状況です。 

 そのなかで、要介護認定者数は

現在２，７００人を超え、うち施
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設入居者約１，０００人を除く約

１，７００人が在宅で介護を受け

ている状況です。 

 今後も高齢化はますます進む

と予測されますが、介護で追い込

まれる方が出ないよう、相談しや

すい体制づくりをさらに推進し、

支援していきます。 

④ 最近、県内でも振り込め詐欺

が多発しており、高齢者が狙われ

ています。 

 こういう状況を受けて、千葉県

の自治体では、振り込め詐欺防止

用の装置を無償で貸出し、一定の

効果を上げているようです。 

 高齢者の振り込め詐欺被害を防

止するため、市でも同様の施策を

検討していただけませんか。 

生活環境課  現在、県警察本部では振り込め

詐欺対策として、「常時留守番電

話に設定し、電話の相手や内容を

確認してから電話に出る」ことを

お勧めしています。 

 この対策では、自動通話録音機

と同様に、電話の受話器を取る前

に電話の相手を確認することが

でき、また通話内容を録音できる

ため、振り込め詐欺の被害防止を

図ることができます。現在、ほと

んどの電話機に留守番電話機能

が付いていますので、常時留守番

電話に設定して、振り込み詐欺の

被害を防止しようと呼び掛けて

います。 

 そのため、市では、千葉県の自

治体が取り組んでいるような振

り込め詐欺防止装置の貸し出し

は計画していませんので御理解

をお願いいたします。 

⑤ 過去、本市で起きた中学生の

自殺事件以来、市は様々ないじめ

対策を講じてきたと思いますが、

いじめの発生件数は増えていると

聞いています。いじめの発生件数

が増えているということは、いじ

め問題がきちんと報告されるよう

学校教育課  市のいじめ認知件数に関して

は、平成２８年度をピークに減少

傾向にあります。平成２８年度の

認知件数は、小学校で約６００

件、中学校で約１００件でした

が、平成３０年度については、小

学校が約３００件、中学校が約１
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になったからで、いじめ全体が少

なくなったのかどうかはわかりま

せん。 

 いじめ問題は、学校だけに任せ

ておくことなく、私達大人がどう

いう理由で子どもたちがいじめに

陥るのか、その原因と対策などに

ついて、学習する場などがあれば

良いのではないでしょうか。 

００件となりました。 

 子どもたちのいじめを認知す

る感度が高まっていることから、

一定の認知件数が報告されてい

ると考えています。市では、一度

認知したいじめの事案は、国の基

準どおり、いじめられた子どもた

ちが苦痛を感じない状態になっ

てから３か月を経ないと解消し

たと捉えていません。いじめが解

消したかどうかを継続して見守

っているところです。 

 また、大人のいじめの認知度を

高めるために、保護者にいじめの

定義等に関する資料を配布して

アンケートを取っています。いじ

めに関する学習の場としては、Ｓ

ＮＳに関するトラブルが問題に

なっていることから、全小中学校

で講習会を開催しています。今後

は、地域の関心のある方にも御案

内して、地域全体で子どもを守る

意識をさらに高めていきたいと

考えています。 

⑥ 市道山形天童駅前線と市道薬

師原東長岡線が交差する中央部に

マンホールがありますが、その部

分が若干高くなっています。その

中央部から北側が若干低く凸凹し

ているため、特に夜間、大型車が

走行すると、車体がバウンドし、

大きな音と地響きが発生する状況

です。段差の解消をお願いします。

最近になって市職員が、そのマン

ホールの点検に来ていたので、様

子を伺っていました。そうすると、

建設課  御提言のありました箇所につ

きましては、７月２５日に舗装工

事を完了しました。 



長岡まちづくり懇談会の提言に対する対応状況 

- 5 - 

 

長岡地域 令和元年７月１９日開催 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

その点検後、私の自宅まで来て、

状況の報告をしてくれました。特

に期待はしていなかったのです

が、大変ありがとうございました。 

 また、その低くなっている箇所

に水たまりができやすく、あわせ

て修繕をお願いします。 

⑦ 私は、天童三中陸上部の外部

指導者を６年くらいしています。

天童三中では、今年、全国大会に

出場する生徒が育ちました。 

 山形市内などの中学校では全国

大会への出場が決まると、学校の

正面玄関等に「祝全国大会出場」

と書かれた懸垂幕が掲げられま

す。市内の中学校ではそのような

懸垂幕を見たことがありません。

今後、生徒の活躍をたたえる懸垂

幕等を掲示すれば、生徒のモチベ

ーション向上に繋がり、活気がで

ると思います。ぜひ市内中学校で

も懸垂幕を掲示していただけるよ

うお願いします。 

 次に、東北大会や全国大会に出

場する生徒がいる場合は、保護者

や生徒から、外部指導者にも引率

を要望されます。その際は、外部

指導者の旅費は保護者会から支出

されていますが、保護者会が負担

すべきものなのか疑問です。 

 さらに、外部指導者には年間１

万円程度の謝礼がありますが、指

導のために毎日学校に行く人と、

月１回学校に行く人と差がありま

す。指導回数等にかかわらず、謝

礼は一律のため不満です。指導回

学校教育課  日ごろより、子どもたちのため

に御尽力いただきありがとうご

ざいます。 

 懸垂幕の掲示については、以前

は市内の中学校でも行っていま

したが、ものによっては数万円の

費用がかかります。学校として

は、保護者から集めたお金ですの

で、できるだけ平等に還元したい

と考えています。懸垂幕に代わる

方法として、教室の窓に手作りの

メッセージを掲示する学校もあ

ります。それぞれの学校で工夫し

ながら子どもたちのモチベーシ

ョンを高める方法を考えていま

すので御理解ください。 

 次に、部活動では顧問が指導

し、顧問が引率することが原則と

なっています。しかし、さらに競

技力を高めてほしい、細やかな指

導をお願いしたいといった要望

があるときは、保護者会が外部指

導者を依頼する形を採っていま

すので、御理解いただきたいと思

います。ただし、競技によっては

まとめてバスを借上げ、外部指導

者にも同乗していただくケース

もあります。部活動の派遣費は、

各学校で工夫して運用していま
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数等を考慮して、謝礼は一律でな

い方が指導者のモチベーションが

アップするのではないでしょう

か。 

すので、校長を通して御相談いた

だきたいと思います。 

 次に、外部指導者はボランティ

アが基本ですが、保護者会が自主

的に謝礼を負担している例もあ

るようです。三中では、どの部活

も一律の謝金にした方いいとい

うことで、前期５，０００円、後

期５，０００円を支給していま

す。 

⑧ 新規造成中の芳賀タウンは、

計画に基づき大きなまち並みとな

りました。今では、ショッピング

センターを中心に交流人口が増大

しています。芳賀タウンの現状に

ついてお聞きします。 

(1) 芳賀タウン北及び南のそれぞ

れの人口、今後の増加予想人口、

そして最終的に全体でどのくらい

の人口が見込まれるのか。 

(2) 芳賀タウン内の小学生（天童

南部小、高擶小）、中学生（一中、

三中）の人数。 

(3) 町内会組織の組織化と、嘱託

員等の配置状況。 

都市計画課 

学校教育課 

総務課 

(1) 令和元年７月１日現在の人

口は、芳賀タウン北が約１，０８

０人、芳賀タウン南が約１，３０

０人、合計約２，３８０人です。

今後の人口の増加予想について

は、現時点での未利用地や駐車場

等として利用されている土地に、

将来的に一般的な住宅が張り付

いた場合、両地区とも約８００人

ずつ、合計１，６００人の増加と

なり、全体では約４，０００人に

なると見込まれます。これまで芳

賀地内での出生数は１８２人と

なりましたので、将来に期待が持

てると思っています。 

(2) 芳賀タウン内に居住してい

る在籍児童生徒数（令和元年 7 月

１日現在）は、天童南部小学校に

１６２人、第一中学校に３３人、

高擶小学校に１０３人、第三中学

校に１９人となっています。 

(3) 芳賀タウンの嘱託員につい

ては、平成２４年度に芳賀タウン

全域において嘱託区の設定を行

い、住民の居住開始に合わせて、

平成２５年度から順次嘱託員を
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配置しています。 

 町内会の組織化については、芳

賀タウン南は平成３０年３月に

町内会が結成され、芳賀タウン北

は、現在町内会の組織化について

地元で協議を進めているところ

です。 

⑨ 市を挙げてモンテディオ山形

を応援するため、昨年と今年は、

市民応援デーを設定して取り組ん

できました。今年の市民応援デー

の観客数は約９７００人と、天童

市が一丸となっていると伺えまし

た。 

 現モンテ本拠地に近い、長岡地

域のみならず天童市全体が将来の

新スタジアム建設に関心を持って

います。 

 最近の報道で、この件に関し新

スタジアム建設に向けた業務を、

株式会社モンテディオ山形に委託

すると報じられました。我々モン

テサポーターとして、ぜひ現スタ

ジアム周辺に、新スタジアムを建

設してほしいと強く希望します。 

 天童市でこの件に関し、これま

で、またはこれから、どのように

対応していくのかお聞きします。 

文化スポー

ツ課 

 新スタジアムの存続について

は、これまで様々な取組が行われ

ています。平成２９年２月には、

ホームタウンＴＥＮＤＯ推進協

議会と天童市モンテ応援隊にて

開催した「モンテディオ山形新ス

タジアム建設を支援する市民大

会」に、約１，２００人もの大勢

の方々に御参加いただきました。 

 また、県に対し毎年行っている

天童市の重要事業要望活動では、

練習場やクラブハウス等のＪリ

ーグ屈指のクラブ環境が整い、広

大な駐車場を有し、また、交通ア

クセスや近隣の宿泊施設に恵ま

れている山形県総合運動公園の

隣接地に、モンテディオ山形の新

たなホームスタジアムの建設を

要望しているところです。 

 今年５月１２日のモンテディ

オ山形天童市民応援デーは、残念

ながら目標数には達しませんで

したが、９，７０９人という多く

の方にスタジアムに足を運んで

いただき機運を盛り上げること

ができました。 

 現在、市では新スタジアム建設

に係る動向を注視し、情報収集に

努めているところですが、県民の
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チームであるモンテディオ山形

については、天童市が責任をもっ

て支援できる環境にあることを、

県民の皆さんに御理解いただき、

新スタジアムが本市に建設され

るよう取り組んでまいります。 

⑩ 和久井公園の公衆トイレの管

理は、和久井町内会の会員が当番

制で行っていますが、市内にある

他のトイレの管理と清掃の状況は

どうなっているのでしょうか。 

 また、公園トイレの清掃に対す

る補助的なものはあるのでしょう

か。 

都市計画課  長岡地域には、児童公園を含め

ると１２か所の公園と緑地があ

ります。市では、公園の維持管理

を推進するため、地域から公園維

持管理協力員を選出していただ

き、４月には、公園維持管理協力

員会議を開催し、地域の皆さん

に、トイレ清掃や除草などの日常

的な維持管理をお願いしていま

す。 

 市内の公園トイレの管理と清

掃の具体的なやり方については、

それぞれの地域から対応してい

ただいていますが、公園のトイレ

に係る清掃用具等については、市

が現物を支給していますので、都

市計画課に御相談ください。 

⑪ 社会問題となっている高齢者

ドライバーの事故について、早急

に対応が必要と思われます。 

 市では運転免許証自主返納者１

人１回限り２万円分のタクシー利

用券等の支援をしていますが、自

主返納の増加につながっているの

でしょうか。また、支援している

１人２万円分のタクシー利用券等

は、自家用車に代わるものとして

有効に使用されているのでしょう

か。 

 さらに、高齢者ドライバーの安

生活環境課  運転免許証の自主返納者は、支

援制度開始前の平成２７年（１～

１２月）は１０４人でした。その

後、自主返納者への支援制度を開

始した平成２８年は２１１人、平

成２９年は２５６人、平成３０年

は２５５人となっており、支援制

度前と比較すると、平成２８年度

以降の運転免許証返納者は増加

しています。今後も交通事故防止

に対する意識の高揚と支援制度

の周知を図ってまいります。 

 また、２万円分のタクシー券等
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全対策として、後付けできる自動

ブレーキ等（踏み間違い加速抑制

システム、急発進防止装置）の安

全装置の取り付けが進むように、

補助制度を設けてはどうでしょう

か。舟形町では６５歳以上の高齢

者が自動ブレーキ搭載車を購入す

る場合の補助制度があるようで

す。 

の支援制度の申請者は、平成２８

年度が１７６人、平成２９年度が

２０２人、平成３０年度が２２４

人と、こちらも増加傾向にありま

す。このタクシー券の利用とし

て、市が支払った金額は、平成２

９年度が２２５万円、平成３０年

度が２４０万円で、利用実績が上

がっています。 

 次に、後付けで急発進を防止す

る装置等について、天童警察署に

相談したところ、自動ブレーキと

勘違いする恐れがあるため、警察

では自動ブレーキの付いたサポ

ートカー等の購入を促進してい

るようです。よって、市としては

後付けの急発進防止装置等への

補助は考えていません。舟形町の

ような自動ブレーキ搭載車の購

入補助制度の新設については、自

動ブレーキの搭載が義務化され

る動きもありますので、国の動向

を見ながら検討してまいりたい

と考えています。 

⑫ 出羽桜酒造前の主要地方道山

形天童線の道路拡幅工事が昨年完

了し、立派な道路になりました。

また、その一帯の周辺家屋の景観

を統一した経過がありますが、そ

れぞれどのような効果を市にもた

らしているのでしょうか。費用対

効果をどのように見ているでしょ

うか。 

都市計画課  出羽桜酒造前の都市計画道路

山形老野森線（主要地方道山形天

童線）の整備区間は、歩道がなく

車道も狭かったため、朝夕のラッ

シュ時や冬期間の渋滞、歩行者等

の安全確保が課題となっていま

した。今回の事業により、現道の

拡幅や歩道の整備を行い、走行

性・安全性が向上し、交通の円滑

化と歩行空間の確保が図れてい

ます。 

 また、当該路線には、歴史的な
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面影を色濃く残す建築物が多く

存在することから、地域住民が主

体となって「天童古城西まちづく

り委員会」を組織し、地域自ら旧

羽州街道に相応しい美しいまち

並みづくりのルールを定めまし

た。こうした道路整備やまち並み

の形成は、地域の魅力の向上につ

ながったと考えています。 

⑬ おーばん南天童店西側の市道

山形天童駅前線と市道薬師浦線の

交差点の北側東西２か所にガード

ポールが設置されていますが、そ

の交差点南側の残りの２か所に

も、ガードポールの設置を検討し

ていただけませんか。 

建設課  この交差点北東の歩道部には、

６月に車両進入防止対策として

車止めの設置を行いました。 

 通学路等の危険個所について

は、各市立小学校が、ＰＴＡや市

交通指導員、天童地区交通安全協

会各支部、各町内会等の意見を集

約して、安全点検を実施している

ほか、市内の交差点における車止

めの設置状況についての調査も

行っています。 

 今後、これらの点検結果に基づ

き、歩行者の安全対策を図ってま

いります。 

⑭ 防犯協会長岡支部では、高擶

駅で無施錠の自転車をチェックす

る活動をしていますが、その中に

は放置自転車も多数あります。 

 放置自転車については、年１回

程度、市役所から回収していただ

いていますが、現在も高擶駅には

８台の放置自転車があります。 

 駅周辺の放置自転車についての

回収ルールを決めていただき、定

期的な回収をお願いします。 

生活環境課  各駐輪場の放置自転車につい

ては、年１回の回収を行っていま

す。スケジュール的には５～６月

にかけて、放置自転車と思われる

車両に移動をお願いするタグを

貼り付け、１か月程度経っても移

動しない車両については、所有者

を確認し連絡を取り、持ち帰って

もらうようお願いしています。 

 これまでは、７月ごろに放置自

転車を市で一度回収し、引き取り

をお願いしていましたが、夜間や

土日しか取りに来られない方が
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多いことや、管理上の問題から、

今年度は各駐輪場の一角に放置

自転車を集め、所有者に引き取り

をお願いしています。そのため、

今年度の回収は９月ごろになる

見込みです。 

 なお、市で放置自転車と確認し

たもの以外にも、放置自転車と思

われる車両がありましたら、生活

環境課まで御連絡をお願いしま

す。 

⑮ おーばん南天童店西側の市道

山形天童駅前線と市道薬師浦線の

交差点は、朝夕などが大変渋滞し

て、右折するのに苦労しますので、

右折矢印信号機の設置をお願いし

ます。 

生活環境課  この交差点の混雑については、

市でも十分認識しており、市の重

要事業要望として、今年６月１９

日に右折矢印信号機の設置を県

警察本部に要望してまいりまし

た。 

 県内では、多数の信号機設置の

要望があり、すぐに設置できない

状況もあるようですが、引き続き

関係機関に働きかけて早期設置

を要望してまいります。 

 


