
天童南部まちづくり懇談会の提言に対する対応状況 

- 1 - 

 

天童南部地域 令和元年７月２６日開催 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

① 昨年の天童南部まちづくり懇

談会でも防犯カメラ設置促進のお

願いをしました。平成３１年３月

末における設置状況、今年度にお

ける設置計画を教えてください。 

市の防犯カメラの設置は、施設

を管理する部署が必要に応じて設

置しているようですが、これでは

設置がなかなか進まないのではな

いでしょうか。最近は事件や事故

が多く発生していますので、防犯

カメラを積極的に設置すべきでは

ないかと考えます。 

また、児童生徒の安全のために、

通学路への設置を優先すべきと思

いますが、通学路の管理について

は教育委員会では全く関わってい

ないのでしょうか。学校でも年次

計画を立てるなどして、積極的に

働き掛けることも必要ではないか

と感じます。 

生活環境課 

教育総務課 

市では現在２８か所に防犯カ

メラを設置しており、今年度は天

童公園、駅西公園に２台ずつの整

備を予定しています。防犯カメラ

の設置場所については、犯罪の発

生が懸念される場所や各地域の

主要スポット等を中心に天童警

察署のアドバイスを受けながら

検討し、また、設置には目的と管

理を含めた検討が必要であるた

め、各施設管理者が対応している

状況です。 

学校では、登下校時は決められ

た通学路を通る、不審な点はすぐ

家庭、学校、警察及び大人に知ら

せるほか、小学校低学年では下校

班による集団での下校、中高学年

では複数での下校など、できるだ

け一人で下校することのないよ

うに指導しています。また、声掛

け事案などが発生した場合には、

近隣小中学校への迅速な情報提

供により、情報の共有化に努め、

児童生徒が事故に遭うことのな

いように、日頃の安全指導を徹底

していきます。 

市、天童警察署では、犯罪の未

然防止には、防犯カメラの設置だ

けでなく、地域の皆様の見守り活

動が重要であると考えています。

日常生活の中での庭の水かけや

犬の散歩、ジョギングなどをしな

がら行う「ながら見守り」を市内

全域で促進し、多くの市民の目で

犯罪を防止していきたいと考え

ますので御協力をお願いします。 
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② 新年度に入り、市の不祥事に

関する記事が立て続けに新聞に掲

載されました。市民から信頼され

る優秀な人材育成と資質向上に向

け、職員研修の充分な取組をお願

いします。特に、新採職員、幹部

職員への充実した研修が必要であ

ると考えます。 

 

総務課 御指摘の件については、市民の

皆様に大変な御心配をお掛けし

ましたこと、深くお詫び申し上げ

ます。 

市職員の研修については、職責

に応じた基本研修、各種行政課題

に対応するための特別研修など、

研修計画に基づき実施している

ところです。今後とも、日頃の綱

紀保持はもとより、職員の意識改

革と、より高い倫理観を養成する

ため、職員研修の更なる充実を図

り、職員の資質向上により一層努

めます。 

③ 高齢者ドライバーによる悲惨

な交通事故が多発し、大きな社会

問題となっています。運転者は交

通法規を順守しているつもりで

も、老齢化による運動能力、反射

能力等の衰えを認識できず、事故

の発生に至っていることが推察さ

れます。そこで、「走行範囲」や「運

転時間帯」、「路上運転試験の受

講」、「認知症検査、健康診断の受

診」などについて記載したポスタ

ーやチラシなどを警察署等からの

アドバイスを受けながら作成し、

事故防止に向けた啓発を行ってみ

てはどうでしょうか。 

生活環境課 天童警察署に相談しましたが、

市が交通法規以上の内容を掲載

したポスターやチラシを作成す

ることは難しいようでした。しか

しながら、御提言の内容を地域に

おける約束事として、交通安全協

会の支部毎にチラシを作成し呼

び掛けてみてはどうかとの意見

がありましたので、地域において

御検討いただければと思います。 

高齢者の交通事故対策及び運

転免許証返納後の交通手段の確

保は行政に求められている大き

な課題であり、ともに検討しなけ

ればならないと考えています。 

④ ２年前の天童南部まちづくり

懇談会で、放課後児童クラブの増

設をお願いし、同年１０月に要望

書を提出したところ、今年の３月

末には新たな放課後児童クラブが

完成しました。要望から完成まで

およそ１年半と、市のスピード感

子育て支援

課 

天童南部小学校の放課後児童

クラブ（学童保育所）については、

芳賀タウンの世帯数増加に伴う

児童数の増加と、低学年の入所率

の高まり等を踏まえ、今年４月、

天童南部第五・第六学童保育所を

開所したところです。 



天童南部まちづくり懇談会の提言に対する対応状況 

- 3 - 

 

天童南部地域 令和元年７月２６日開催 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

のある対応に感謝申し上げます。 

 ただ、天童南部第三・第四学童

保育所の２施設については、制限

のある中で過ごしている子どもた

ちもいますので御理解いただけれ

ばと思います。 

 今後とも、地域の子どもとして

温かく見守り、育てていただけれ

ばと思いますのでよろしくお願い

します。 

 現在、天童南部第三学童保育所

は天童南部小学校のミーティン

グルームを、天童南部第四学童保

育所は天童南部小学校の中庭に

設置したユニットハウスを利用

していますが、天童南部小学校周

辺の土地利用の状況を考えます

と、新たな専用施設の建設は困難

であり、現在の施設を有効に活用

していきたいと考えていますの

で、御理解をお願いします。 

⑤ 昨年、９月２日に天童南部レ

クリエーション大会を予定してい

たところ、雨のために天童南部小

学校のグラウンドが使えず中止に

なりました。一方、同日、市内の

他地域で予定されていたレクリエ

ーション大会は開催されました。 

小学校に状況を確認したとこ

ろ、昨年、春の運動会が雨のため

に順延、体育の授業でもグラウン

ドが使えないことが多くあるとの

ことでした。天童南部小学校のグ

ラウンドは５年前に改修工事を実

施したばかりですが、水はけが非

常に悪い状態です。学校からは教

育委員会に現状を伝えているよう

ですが、学校行事や地区行事がス

ムーズに実施できるよう排水機能

の改善をお願いします。 

教育総務課 天童南部小学校のグラウンド

は、雨が降ると水分を含み粘土状

態になるようです。こうした状況

から、グラウンドの土を採取し、

土質調査や表面勾配測定を実施

したところ、使用している混合土

の砂がなくなっていること、排水

できない勾配になっていること

が問題で、砂を入れて勾配を調整

し直す必要があるということが

わかりました。 

 今年度は、小学校体育館の雨漏

り等の対策として、屋根改修工事

を優先して実施していますので、

グラウンド工事については、次年

度以降に計画していきます。 

⑥ 天童高原や若松寺旧参道、ジ

ャガラモガラには、植物名やその

写真などが載ったとてもわかりや

すい表示板が設置してあります。

その一方で、舞鶴山はソメイヨシ

ノの表示がほとんどで、誤って別

都市計画課 天童公園の整備と合わせて、関

係団体の協力を得ながら、天童高

原などを参考に、表示板の設置を

検討していきます。 

 なお、誤って掲示されている表

示板については、速やかに修正し
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の木についているものも見受けら

れます。 

天童公園の整備が進み、大変良

くなっていると感じますので、舞

鶴山の様々な木や植物にも、ぜひ、

表示板の設置をお願いします。 

ます。 

⑦ 一昨年の天童南部まちづくり

懇談会で、市営バスの県立寒河江

高等学校と県立寒河江工業高等学

校までの路線延長についてお願い

しました。当時の回答は、「運行を

委託している山交バスとの協議が

必要」とのことで、そのことにつ

いて国土交通省に確認したとこ

ろ、手続きはそれほど難しくはな

いようでした。ぜひ、早期の実現

をお願いします。 

 

生活環境課 この路線は、寒河江市と本市が

費用を負担しながら山交バスに

運行をお願いしています。 

路線の見直しや運行時間の調

整については、定期的に山交バス

と協議していますが、運転手不足

や働き方改革に伴う運転手の適

正な労働時間の確保などの問題

があり、バス路線の延長は現時点

では厳しい状況にあります。な

お、今年度から高校の要望によ

り、夏季における寒河江ターミナ

ル発の最終便を１５分遅らせて

運行するなど、対応可能なことか

ら見直しを進めています。 

また、寒河江市側の運行距離が

伸びれば、寒河江市の負担が増加

することが想定されますので、寒

河江市及び山交バスと引き続き

協議を進めていきます。 

⑧ 愛宕沼親水空間や親水空間か

ら山頂に至るもみじの散策路の整

備を進めていただきまして誠にあ

りがとうございます。きれいに整

備された親水空間では、朝夕たく

さんの人が散歩を楽しんでいる様

子です。 

舞鶴山の桜は人間将棋発祥の

地、旧矢場を中心に植栽され、西

側から眺める桜は実に見事なもの

都市計画課  舞鶴山の桜については、樹木医

など専門家の指導を受けながら、

平成２７年度に再生計画を立て

て、長期的な整備を進めていま

す。密植や日照不足、老衰などに

より衰退している木は伐採し、新

たな桜の植栽も行います。今年度

は、旧矢場周辺に５本程度の桜の

植栽を計画しています。 
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でした。ところが、舞鶴山の桜の

ほとんどはソメイヨシノで、当時

植えられた寿命を過ぎた桜は枯

れ、雑木林になってしまいました。

昔西側から見たすばらしい桜の舞

鶴山に、じっくりと時間をかけな

がら、整備していただきたいです。 

⑨ 南小畑跨線橋西側の大きな交

差点は天童南部小学校、第一中学

校、第三中学校の児童生徒が交差

しながら登校しています。第三中

学校の生徒は自転車で歩道を南側

から走ってきて左折し、同じ歩道

を天童南部小学校の児童が西側か

ら歩いてくるため、交差点の角の

部分は毎日非常に危険な状態で

す。 

また、ここは交通量が増加して

おり、８月からは跨線橋の工事が

始まります。 

こういったことから、事故が発

生する前に、この交差点に交通指

導員を１人配置してもらえないで

しょうか。人間の目があることが

交通事故の抑制にすごく役立つと

思います。 

教育総務課 

生活環境課 

 交通指導員の配置について検

討したいと考えていますが、交通

指導員のなり手が不足している

状況にありますので、危険度や交

通量などを勘案しながら対応し

ていきます。また、交通指導員だ

けでは対応できないこともあり

ますので、引き続き、地域の皆様

の御協力をお願いします。 

第三中学校では、この箇所を通

学路の重点警戒箇所に位置付け、

特に登校時は、自転車の一列走

行、そして徐行して通行するよう

生徒へ指導しています。今後も児

童生徒が事故に遭うことのない

ように、日頃の安全指導を徹底し

ていきます。 

⑩ 秋になると街路樹から枯葉が

落ちてきます。木が大きくなると

落葉するのに約１か月かかり、地

域住民は毎朝のように掃除してい

ます。可能であれば、必要な方に

ごみ袋を配布していただければと

思います。 

建設課  マイロード事業などで、地域の

方々からお手伝いいただく際に

は、草取りの道具やごみ袋などを

お渡ししています。マイロード事

業に限らず、地域の方々からボラ

ンティアで清掃いただく場合に

は、ごみ袋を提供していますの

で、建設課にお声掛けください。 

 


