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① 主要地方道山形天童線から羽

陽学園短期大学に向かう市道は非

常に狭く、車がすれ違うのがやっ

とです。特に冬期間は、除雪され

た雪で道幅が狭くなり、住民が雪

かきをしますが、通行が大変な状

態です。また、この路線は、通学

路であるとともに、羽陽の里があ

ることから時折救急車も通りま

す。 

このような状況ですので、事故

などが起こる前に、できるだけ早

く拡幅していいただければと思い

ます。 

 

建設課 羽陽学園短期大学南側を通る

市道清池樋之口線については、平

成１９年度に主要地方道山形天

童線との交差点部に隅切りの整

備を実施しました。また、沿道の

住民の方から御協力をいただき

ながら、用地の確保を進めている

ところですが、家屋が連担して建

ち並んでいることから、整備まで

には時間を要すると思われます。 

安全点検活動などの実施によ

り子どもたちの安全を確保する

とともに、冬期間は除雪により歩

行者の安全確保に努めていきま

すので、地域の皆様には、御理解

をお願いします。 

② 避難行動要支援者制度につい

て、高擶地区には５つの自主防災

組織がありますが、２団体はこの

制度を実施していません。また、

市全体でも、７０パーセントの実

施率と聞いています。このような

状況において、次の４点について

お伺いします。 

(1) この制度は災害時に本当に効

力を発揮できるのでしょうか。 

(2) 市内には、うまく運用できて

いる自主防災組織はありますか。 

(3) 市民には、この制度が浸透し

ていないように感じます。市民や

各組織への説明がもっと必要では

ありませんか。 

(4) 支援同意者は、支援対象者の

約８パーセントに過ぎません。災

害が起きた場合には、みんなで助

け合うものと思われます。制度の

危機管理室 (1) 近年の大規模災害の教訓か

ら災害の被害を防ぐには、地域や

近隣の人々が互いに協力し合い

ながら取り組む「共助」の活動が

重要になっており、避難行動要支

援者制度を活用し、各地域で支援

が必要となる方を事前に把握し

備えていただくことが有効です。 

(2) 市内の自主防災会では、地域

内の要支援者宅を明示した地図

や安否確認のマニュアル作成な

ど災害時の支援体制を整備して

いるところがあります。 

(3) 市報、市ホームページへの掲

載や地域の防災訓練、研修会など

の機会を捉え、継続して制度内容

の周知を図っていきます。 

(4) 制度を開始して５年を経過

することから、これまでの経過や

課題を整理し、より実効性のある
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見直しが必要なのではないでしょ

うか。 

 

内容となるよう、対象年齢の引き

上げなどについて関係機関と検

討していきます。 

③ 農業者トレーニングセンター

を、市スポーツセンターのトリム

コースのように、市民に無料で開

放していただくことはできないで

しょうか。土曜日や日曜日、祝日、

平日の１７時以降は、多くの利用

があるようですが、平日の日中の

利用はほとんどない状況です。 

特に、冬期間は雪の積もった道

路での散歩やウォーキングは危険

なこともあり、高齢者ほど運動不

足になります。また、高齢者は市

スポーツセンターに行くのも大変

なので、高擶地域の立派な体育館

を個人で気軽に利用できればと思

っています。 

 また、あかねエンジョイクラブ

と連携して、会員は利用予約しな

くても個人で自由に使えるように

なればいいと思います。 

農林課 

 

 農業者トレーニングセンター

では施設の規模が小さく、トリム

コースのような施設を整備する

のは難しい状況です。ぜひ、市ス

ポーツセンターのトリムコース

を利用いただければと思います。 

当施設の利用については、事前

に使用申請が必要で、使用料を納

付いただいています。また、体育

館の定期的な利用があるため、無

料で使える時間を確保すること

は困難な状況です。ウォーキング

などのグループを組織し利用予

約していただくと、使用料の減免

の制度もありますので御相談く

ださい。 

④ 家庭のトイレは洋式化が進

み、和式トイレは減少しています。

幼稚園などでは、小学校入学前に

和式トイレが使えるように練習し

ているようですが、小学校で和式

トイレを使用する子どもは少ない

と聞いています。 

また、先日、農業者トレーニン

グセンターを会場に、高擶地区球

技大会が開催され、小学生から老

人クラブまで幅広い年代の多くの

方が参加しましたが、ここのトイ

レは女性用に洋式トイレが１つあ

教育総務課 

農林課 

学校施設のトイレについては、

男子トイレ及び女子トイレとも、

１箇所のトイレにつき１基の洋

式化を図っており、現在は総便器

数６４０基のうち２６４基が洋

式化されています。 

本市の学校施設の多くは建築

後３０年を経過し、屋根、外壁、

電気設備及びトイレを含む給排

水設備等の老朽化が目立ってき

ていることから、今年度に学校施

設の劣化状況を調査し、長寿命化

計画を策定しているところです。



高擶まちづくり懇談会の提言に対する対応状況 

- 3 - 

 

高擶地域 令和元年７月４日開催 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応状況 

るだけで、小学生や足腰に不安の

ある高齢者から不満の声が出てい

ます。 

ぜひ、トイレの洋式化の優先順

位を上げていただき、整備を進め

てもらえればと思います。 

洋式化を含めたトイレ改修につ

いては、学校施設長寿命化計画に

おいて改修方針及び優先順位等

を検討していきます。 

農業者トレーニングセンター

では、修繕計画を策定し年次計画

で改修等を行っています。トイレ

の洋式化についても、改修を計画

していますので、御理解をお願い

します。 

⑤ 年度初めに各家庭に配布され

る「ごみ収集日程表」について、

同じ色ではなく、様々な色で色分

けするなど、地域ごとの表示をも

っとわかりやすくできないでしょ

うか。また、もう少し字を大きく

すれば高齢者も見やすくなると思

います。 

生活環境課 ごみ収集日程表については、皆

様からの御意見や御要望を取り

入れながら毎年作成し、３月１日

号の市報で全戸配布しています。 

今回の御提言の内容や、他自治

体のごみ収集日程表を参考にし

ながら、より使いやすいものを作

成していきますので、御理解をお

願いします。 

⑥ これまで高擶地区では、７月

の河川一斉清掃に合わせて、立谷

川のサイクリングロード沿いの堤

防の草刈りを行ってきました。こ

こ数年は、高齢化により参加が大

変だという声が多く出ています。

今後地域で続けるのが難しくなっ

た場合には、市で対応していただ

けるのでしょうか。 

建設課 河川清掃については、皆様から

御協力をいただき、ありがとうご

ざいます。 

高擶地域だけでなく、各地域に

おいても、活動が大変になってき

ているという同様の課題を抱え

おり、市としては無理のない範囲

での活動をお願いしているとこ

ろです。 

もし、河川が草で荒れている状

況があれば、河川管理者である県

が草刈りなどを行います。また、

サイクリングロードについても、

支障があれば道路管理者の県が

対応しますので、今後とも地域の

皆様の御協力をお願いします。 
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⑦ 高擶小学校の西側、にれの木

団地の東側を通る市道高擶小西通

り線に一部道幅が狭くなっている

所があります。通学路でもありま

すので、危険回避のため、早期の

拡幅工事をお願いします。 

また、この路線の冬期間の歩道

の除雪に関してですが、団地部分

は団地東側の１２世帯が通学時間

帯に間に合うように早朝から除雪

しています。高齢化が進み除雪が

大変になってきていますので、歩

道部分の除雪を実施していただけ

ないでしょうか。 

建設課 道幅が狭くなっているにれの

木団地南側から約１００メート

ルの区間については、当初、路肩

の拡幅工事を計画していました

が、この度地域の皆様からの声を

受け、歩道整備の計画を進めてい

ます。 

また、にれの木団地東側の歩道

は、今年度から、市が除雪を行う

路線として対応していきます。 

 

⑧ 様々な事件や事故の解決に防

犯カメラの映像が役に立っている

ようです。市の防犯カメラの設置

はどのようになっていますか。 

 また、不特定多数の方が出入り

するような場所に防犯カメラを設

置することは可能なのでしょう

か。 

 

生活環境課 高擶地域には、高擶駅西口の駐

輪場と地下道に各１基、芳賀タウ

ン中央公園に２基の防犯カメラ

を設置しています。 

不特定の方が利用する公民館

や主要交差点などの公共施設等

への防犯カメラの設置について

は、防犯カメラの有用性とプライ

バシーの保護との調整を図る必

要があることから、各施設管理者

や天童警察署と相談しながら検

討していきたいと考えています。

なお、市内の各駅前の広場や地下

道、自由通路、駐輪場などの主要

スポットに防犯カメラを設置し

ています。 

⑨ 芳賀タウンから高擶小学校に

通う子どもたちの通学路は市道清

池南小畑線となっています。広い

歩道で安全に登下校しています

が、民家や建物が全くない区間が

あり不安に感じる部分もありま

教育総務課 

 

毎年、学校等から集約した通学

路における危険箇所については、

市、教育委員会、学校、道路管理

者及び警察署等で合同点検のう

え、必要な対策を検討しながら、

対応可能なものから実施してい
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す。特に、災害時や不審者が現れ

たときなどの身の危険を感じた際

に、避難できる場所や安心できる

環境があればと思いますがいかが

でしょうか。 

ます。 

学校では危険等が発生した際

の対応について、危機管理マニュ

アルを策定し、同じ方面の児童は

集団で下校することや、危険予測

及び回避能力を身に付けるよう

防犯及び防災教育も行っていき

ます。 

 


