
議会報告会での行政に対する要望、意見等に対する回答（市長） 

 

要望、意見等 回  答 

平成 24年 11月 9日柴橋多目的研修集会施設  

１．工業団地からの直接のアクセスとして２８７

号線から高速道路のＩＣをつくるとか考えてい

ないか。 

既存のＩＣやスマートＩＣとの距離の問題もあ

り現時点では難しいと思われますが、大幅な交通量

の変化等があれば、将来的には検討する可能性はあ

ると考えております。【政策推進課】 

平成 24年 11月 9日 

三泉下河原高齢者若者センター 

 

２．市の開発について、大型商業施設の誘致や中

心地域の活性化が必要だと思う。 

商業テナントは郊外型の大型店に過店舗状況に

あり、中心市街地における商業の拠点性が失われて

おり、今日の経済状況からは中心地域に商業施設を

誘致するにはなかなか困難な状況であります。地域

住民にとってコンパクトなまちづくりが求められ

ておりますので、現在、中心市街地の活性化をめざ

し、フローラ・ＳＡＧＡＥの機能充実のための計画

を検討しております。 

さらに、中心市街地のにぎわいを創出し街なかへ

の人の流れをつくるため、各種イベントへの商店街

参加の仕掛けづくりや支援に努めてまいります。

【商工振興課】 

３．音楽祭で８月に最上川ふるさと総合公園に行

ったとき、５月に子供達が植栽した花が枯れて

いた。管理をきちんとして欲しい。 

 花咲かフェアの学校花壇等で植栽していただく

花については、花咲かフェア期間中に咲き誇る種類

を多く使用しています。フェア終了後は、県から指

定されたふるさと総合公園管理者が、散水等の管理

は引き続き行っているところですが、天候等により

８月には枯れてくる種類のものもありますが、ご指

摘の点は伝えておきたいと思います。【建設管理課】 

４．固定資産税物件調査（家屋評価）は周知を徹

底してから調査に入って欲しい。 

市では、固定資産の現況を把握するために市内

全域の航空写真を撮影しました。それをもとに平

成２３年度から、現地確認調査を実施しておりま

す。この調査は、固定資産税の課税対象になると

思われる家屋の実態を正確に把握し、公平で適正

な課税を行うためのものです。 

このことにつきましては、平成２４年年８月５

日号市報でお知らせした上で現地調査を実施し

ておりますが、来年度も同様に実施しますので、

引き続き調査へのご理解とご協力をお願いしま

す。【税務課】 



５．毎年花咲かフェアが行われているが、きちん

とした方向性や姿勢が見られないためマラソン

大会などの集客も少ないのではないか。去年よ

り良くなった、というものが欲しい。はっきり

としたテーマや狙いがあるとよい。 

 本年度で１０回目となる花咲かフェアでは、「応

援の花を咲かせよう・がんばろう東北・とどけよう

寒河江の元気」をサブタイトルとして実施してお

り、本市へのさくらんぼシーズンの県内外からの誘

客に寄与しているものと考えているところであり

ますが、１０周年を一つの区切りとしてさらに情報

発信できるイベントをリニューアルしていくこと

にしておりますのでご期待ください。【建設管理課】 

平成 24年 11月 12日西根南部公民館  

６．以前は「さくらんぼの日」にさくらんぼの旗

を掲げるよう指導していたが、先日電話に出た

市役所職員は、その存在を知らなかった。以前

はさくらんぼの日をＰＲするハガキも配布して

いたはず。今までに作ったものをフルに活用し

て、先人が作ってくれた寒河江＝さくらんぼの

イメージを大事にし、市役所、議員、市民を巻

き込んでもっと盛り上げて貰いたい。寒河江市

は品質で間違いないものを作っているので、と

にかく宣伝をうまくやって欲しい。 

「さくらんぼ旗」の掲揚、エコーはがきの発行を

はじめ、パレード、綱引き、マラソン大会など活発

な時期がありましたが、他産地との競合激化やイベ

ントにおけるマンネリ化など、現在がすべてにおい

て刷新しなければいけない時期であります。PR に

おいても、ポスター・チラシなどの活用から、効率

よく迅速な電子情報の発信手段が増す中、今後、イ

ベントの創意工夫や効率的な情報伝達に努め、元気

な寒河江が発信できるよう努めていきます。 

【情報観光課】 

７．下水道の普及について。未設置世帯は市で把

握しているはずなので、下水道課で廻って声が

けしているのか。もっとＰＲが必要ではないか。 

下水道未接続世帯解消のため、利子補給制度の大

幅な改正を行い利用促進の啓発を実施しておりま

す。 

また、市報掲載やチラシ配布をはじめ、ダイレク

トメールや直接訪問により未接続世帯への下水道

接続を促しております。今後とも、引き続き下水道

接続への理解を得ていただけるようＰＲ等に努め

てまいります。【下水道課】 

８．街路樹の状態や道路脇の花の植栽が悪い。整

備費や管理費を町内会に払って管理してもらっ

たら良いのではないか。見回りをもっとした方

がいいのではないか。 

本市では、地域環境の整備として植樹桝等に花を

植えるなどの花いっぱい運動・フラワーロード事業

を展開しております。春の植栽から始まり水やりや

除草についても地域の皆様にお願いしているとこ

ろであり、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 また、巡視については日頃の道路パトロールや台

風時等に随時行っておりますが、お気づきの点がご

ざいましたら、ご連絡をいただきたいと考えており

ます。【建設管理課】 

平成 24年 11月 13日六供町公民館  

９．山西米沢線は早期に拡幅して貰いたい。 山西米沢線については、今年度から一部用地購

入・物件移転補償を行い、うろこ屋までの第１工区

を平成２６年度まで、第２工区を平成２７年度から

平成２９年度まで整備する予定であり、国の交付金



制度を有効に活用し完成に向けて取り組んでいま

す。【建設管理課】 

１０．西寒河江駅から小和田への太い道路がある

が、中途半端でよくわからない。もっと計画的

に道路の拡幅を行ったらいいのではないか。 

お話の道路は、都市計画道路 山西鶴田線で、（寒

高前から西部に伸びる県道天童大江線の道路新設

に伴い、旧道の改良の必要があったため、現況の整

備を行ったものです。）現在、山西米沢線の平成２

９年度の完成を目指し取り組んでいることから、山

西米沢線の進捗を見ながら検討してまいります。

【建設管理課】 

１１．秋田県では独居老人対策として、その近く

に住んでいる人がその存在を把握できるように

なっているが、寒河江市は行わないのか。民生

委員は把握しているようだが、町会長さんや隣

の人など、いざというときに助けてくれる（そ

れを補助する）人達が個人情報を把握している

ことが命を守るために必要なのではないか。 

寒河江市では、災害時等要援護者の情報を把握す

るために、６５歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢

者のみ世帯を民生委員が確認し、支援を必要とする

かどうかを毎年調査しております。その際に支援を

お願いしたい方は登録票に個人情報を記入してい

ただいております。その情報は支援する自主防災会

長や自主防災会ができていない町内会は町会長に

要援護者の情報をお教えしております。多くの町内

会等では隣組に支援をお願いしているようです。

【健康福祉課】 

平成 24年 11月 13日米沢公民館  

１２．寝たきりにしない、介護状態にしない、健

康寿命を長くするような対策に予算を使って欲

しい。紅葉狩りのような企画は大変良かった。 

介護保険制度の中では要介護状態にならないよ

うにするための介護予防に関する事業を行うこと

となっており、寒河江市では元気高齢者に対してハ

ートフルセンターや各民間運動施設での各種介護

予防教室等を実施しております。 

また、要介護状態になる前の虚弱高齢者等につい

ても、心身の機能を維持・改善するために、運動・

口腔・栄養の改善やうつ・認知症予防などの目的で

各種教室を併せて開催しております。 

さらに高齢者の閉じこもり予防の観点からも地

域で展開されるサロン活動などへの支援を行うな

ど、広く要介護状態にならないような取り組みを実

施しております。秋の紅葉刈りの企画は介護予防生

きがい活動事業等で引き続き計画していきます。

【健康福祉課】 

１３．昨年、一昨年と要望している県道間沢線の

信号設置を、市長を通して警察にも伝えている

が実現してほしい。 

谷沢バイパス（県道日和田松川線）と市道西寒河

江谷沢線の交差点における信号設置については、高

松地区関係団体からの要望を受け、山形県公安委員

会の窓口である寒河江警察署に要望しているとこ

ろですが、引き続き要望してまいります。 

【市民生活課】 



１４．街路樹が成長し根元の盛り上がりとともに、

舗装が隆起している箇所がある。見た目にも悪

い改善して欲しい。 

歩道の根上りについては、歩行者の通行量や盛り

上がり具合を考慮し順次整備を行っており今年度

は、石川西洲崎線の二の堰から石持間や山西船橋線

の仲谷内地内の舗装工事を実施しました。今後も計

画的に実施してまいります。【建設管理課】 

１５．地元の公民館でもできる健康教室を開催し

て欲しい。 

公民館等での健康教室は地域からの要望に基づ

き「出前講座」として保健師等が出向き、対応させ

ていただいております。ぜひ、ご希望があれば申し

出ていただきたいと思います。【健康福祉課】 

１６．冬期間の歩道の除雪と通学路の確保に善処

してほしい。教育委員会と建設管理課との連携

を密にして欲しい。 

冬期間の通学路等の確保につきましては、建設管

理課と教育委員会が連携し、安全安心の確保に努め

ているところであります。市道等の除雪につきまし

ては、計画的・効率的な除雪を行うため除雪計画を

策定するとともに、ＰＴＡ連合会長からのシーズン

当初における要望なども踏まえ、実施しているとこ

ろであります。今後もさらなる連携を図りながら実

施してまいります。【建設管理課】 

平成 24年 11月 14日白岩新町公民館  

１７．市北部には排雪場が無く遠い。近くに新設

できないか。 

排雪場所については、一般道から近く、車の乗り

入れが可能であることなど、要件があり、市北西部

について新たな候補地を調査していたが適当な候

補地が見つからず、現排雪場所を今年度も指定した

ところであり、ご理解ご協力をお願いいたします。

【建設管理課】 

１８．種まき桜を観にくる県外観光客が多い。も

っとわかりやすい看板の設置や駐車場の整備、

ライトアップ（現在は公民館の発電機や、個人

宅からの通電）をして欲しい。 

種蒔ザクラは県指定の文化財で、平成２４年度に

樹木の保護増殖工事を行っており、今後、樹枝保護

のための支柱設置も予定しているところです。 

ご要望のありました種蒔ザクラの観光ＰＲにつ

きましては、市の『地域いきいき元気づくり事業』

を活用し、地元の皆さんと連携を図りながら、看板

設置やライトアップ等を行ってまいりたいと考え

ており、昨年１２月に地元の皆さんと第１回目の打

合せ会を行ったところです。【生涯学習課】 

１９．せっかく施設があるので、スケートパーク

やカヌー場を利用した大会の誘致を行って欲し

い。 

 スケートパークは、県において日本スケートボー

ド協会等と緊密に連絡を取りながら運営を行って

いるところで、本年度はスケートボード東北大会や

マウンテンバイク大会を開催しております。 

また、最上川寒河江緑地の多目的水面広場につい

ては、平成２５年度から全面供用開始の予定ですが

山形県カヌー連盟等と連絡を図りながら、施設の有

効利用を図るため、大会等の誘致について積極的に



検討してまいりたいと考えております。 

【建設管理課】 

２０．河川の雑木や雑草などをもっときれいにで

きないか。 

河川の管理につきましては、河川種別により管理

者が異なっていますが、１級河川のうち最上川は国

が、寒河江川及び沼川は県が管理を行っているとこ

ろであります。県管理河川での堤防法面の環境維持

につきましては、地域コミュニティなどによる山形

県ふるさとの川「アダプト事業」により、協働での

維持管理を行っているところであります。また、河

川アダプト団体を支援するアシスト制度により、重

機等の大型機器のレンタル料に対する補助なども

実施しており、地域のみなさんからのご協力も得な

がら、実施してまいります。【建設管理課】 

２１．さくら団地の公園の池に水が流れ込まない

ために悪臭を放つ。今回埋め立ててもらうこと

になったが、作る前にわからなかったのか。も

っと無駄をなくして欲しい。 

さくら団地の公園は平成１４年度に団地の景観

や環境整備の一環として計画された公園です。 

当初、近くの用水路から取水しておりましたが、

宅地造成等により流入する水量が減少したようで

す。 

今後の整備につきましては、整備計画を慎重に行

うとともに、地域の利用者の声を聴きながら整備し

てまいりたいと考えております。【建設管理課】 

２２．田代・幸生地区など、これから高齢化が進

み、買い物難民が出てくる。要望があってから

ではなく、そうなることがわかっているので先

回りした政策、例えば移動販売車などを検討し

てみてはどうか。 

民間業者の宅配サービスが多様化し、田代・幸生

地区でも利用可能なサービスがありますが、生活協

同組合の販売車が運行している地域例もあります

ので、要望があれば生協に要請をしてまいりたいと

考えています。【政策推進課】 

平成 24年 11月 14日末広公民館  

２３．ほなみ団地に新しい道路が出来たことによ

り山形銀行のところの交差点が混み合ってい

る。右折の信号をつけることは出来ないのか。 

信号機の設置の所管は山形県公安委員会である

ため、窓口である寒河江警察署に要請したところ、

「調査の上、公安委員会に上申するべく検討中であ

る」との回答を得たところです。【市民生活課】 

２４．通学路が問題になっている。ほなみ団地の

道路を陵東中学校までまっすぐ早く通して欲し

い。街中の道路を整備するよりこちらを早く整

備して欲しい。 

当該道路は都市計画道路 落衣島線として計画

されているところであります。現在、市立病院前の

都市計画道路の早期完成に向け取り組んでいると

ころであり、同道の完成後に交通量の状況に鑑み、

検討をしていきます。【建設管理課】 

２５．高速のＩＣを降りてから工業団地に行くの

にドライバーも迷っている。長生園から柴橋を

抜けて工業団地にいく道路の拡幅など考えてい

ないのか。 

当該道路は都市計画道路 落衣島線として計画

されているところであります。現在、市立病院前の

都市計画道路の早期完成に向け取り組んでいると

ころであり、同道の完成後に交通量の状況に鑑み、

検討をしていきます。【建設管理課】 



平成 24年 11月 15日高屋公民館  

２６．市から町会長に郵送されてくるペーパーや

封筒が多すぎる。工夫して少なくしてほしい。 

 同一課内で複数の封筒にならないよう各係で調

整する旨や、配布チラシは必要時のみの配布に留

め、市報掲載を有効に活用する旨を各課に通知し、

配布文書等を集約し軽減に努めているところであ

ります。【総務課】 

２７．市民の要望についての審査会（公共事業整

備優先順位審査会）を最低年 3 回くらいに増や

してもらえないか。前に要望した側溝整備など

の回答がないので途中経過でもきちんと報告し

て欲しい。 

公共事業整備優先順位審査会については、審査基

準により、要望箇所の整備優先について審査を行い

その結果を、次年度の予算要望に反映させ、事業に

取り組んでいくという手順を踏んでおります。 

年度中の補正予算措置が厳しい財政状況の中で、

効果のある事業を進める必要があるため、要望や市

事業の全体を勘案したうえで予算化を進める必要

があり、審査会については、次年度の予算（案）策

定前に実施しているところです。要望についての回

答につきましては、次年度当初に回答してまいりた

いと考えているところです。【建設管理課】 

２８．防火貯水槽の件だが５～１０年の期間を要

して出来るところと、新しいマンションのそば

などすぐ出来るところもある。きちんとした説

明が欲しい。 

防火水槽の設置については、２年毎に市内８地区

を順番に１地区に１基設置することとしておりま

す。また、設置する際は、各地区の要望や危険性等

を考慮し設置場所を決定しております。 

 今回のご意見について、実際の場所が不明ですの

で回答ができませんが、マンションの設置のために

新設したことはありません。【総務課】 

２９．募金など町会費から出しているところにも

個人宛の領収書と納入通知書が送られてくる。

無駄だと思うが改善できないか。 

①（日赤領収書について） 

 日赤の社費納入に関しては町会を通してお願い

している所ですが、全世帯あてに領収書と領収書控

えがセットになったものをお送りしています。これ

は日赤山形県支部の指導の下作成しているもので

す。 

それぞれの町内会の話し合いで、市からお願いし

ている様々な募金・集金といったものを町会費の中

に組み込んで事前に集めていただいている町会が

増えてきていますが、日赤社費は、強制ではなく任

意によるものであることから領収書は個別に発行

すべきものと考えます。 

②（社会福祉協議会会費について） 

寒河江市社会福祉協議会は、市民が主体となり全

戸会員制で各世帯に会費を納めていただいており、

会員には一般会員と賛助会員の２種があり、一般会

員は寒河江市に居住する全世帯、賛助会員は本会の



趣旨に賛同する個人、団体、法人となっております。 

一般会費の納入につきましては、各町会に各個人

ごとの「会費納入のお願い」及び「領収書」をお送

りし納入していただいております。 

納入につきましては、町会長が戸別に集金する場

合もありますが、町会で、その町内会員の了承を得

て町会費から一括して納入されている町会も多い

ようです。領収書は会員制の趣旨から、会員各個人

ごとに発行すべきものと考えますが、各町会長に相

談のうえ省略できるものは省いてまいりたいと思

います。【健康福祉課】 

３０．高速道路の側道がゴミだらけだ。高速道路

会社で街灯を付けてもらえないか。 

問題の本質はゴミのポイ捨てや不法投棄と思わ

れます。高速道路会社への街灯設置の要望もさるこ

とながら、ゴミのポイ捨て等に対する抜本的な対策

を講じることで問題の解消につながるよう関係機

関と連携し取り組んでまいりたいと思います。 

【政策推進課】 



議会報告会での行政に対する要望、意見等に対する回答（教育委員会） 

 

要望、意見等 回  答 

平成 24年 11月 9日柴橋多目的研修集会施設  

１．教室の暑さ対策について、大江町ではエアコン

完備であるが寒河江市では全然ない。寒河江市で

もエアコンを取り付けていただけるように要望

して頂きたい。今後どのような計画をしているの

か、これに限らず市から議員へフィードバックを

してもらいたい。 

学校施設の整備充実については、早急に対応すべ

きものも多々あると考えております。 

 特に暑さ対策については、食の安全面からも必要

な「調理室」や、盛夏も勤務を行う「職員室」等に

ついて、優先してエアコンを整備する必要はありま

すが、教室については、将来のエアコン設置等も考

慮に入れながら当面はグリーンカーテン、遮光ネッ

ト、扇風機などを活用した対策を実施していきたい

と考えております。【学校教育課】 

平成 24年 11月 13日米沢公民館  

２．冬期間の歩道の除雪と通学路の確保に善処して

ほしい。教育委員会と建設管理課との連携を密に

して欲しい。（市長にも要望、意見として提出） 

冬期間の通学路等の確保につきましては、建設管

理と教育委員会が連携し、安全安心の確保に努めて

いるところであります。市道等の除雪につきまして

は、計画的・効率的な除雪を行うため除雪計画を策

定するとともに、ＰＴＡ連合会長からのシーズン当

初における要望なども踏まえ、実施しているところ

であります。今後も連携を図りながら実施すること

としていますが、さらなる安全向上をはかるため、

各校ＰＴＡを通じてご要望くださるようお願いい

たします。 

冬期間の通学路等の確保につきましては、学校か

ら除雪等の要望が出された場合は、直ちに道路管理

者である市の建設管理課等に連絡し対応をお願い

しております。 

 ただし、対応できない場合又は対応に時間を要す

る場合は、安全の確保を第一とし、学校に通学路の

変更をお願いしなければならない場合もでてくる

ことをご理解願いたいと思います。 

 今後とも学校及び建設管理課と緊密な連携を図

っていきたいと考えております。【学校教育課】 

平成 24年 11月 14日白岩新町公民館  

３．種まき桜を観にくる県外観光客が多い。もっと

わかりやすい看板の設置や駐車場の整備、ライト

アップ（現在は公民館の発電機や、個人宅からの

通電）をして欲しい。（市長にも要望、意見とし

て提出） 

種蒔ザクラは県指定の文化財で、平成２４年度に

樹木の保護増殖工事を行っており、今後、樹枝保護

のための支柱設置も予定しているところです。 

ご要望のありました種蒔ザクラの観光ＰＲにつ

きましては、市の『地域いきいき元気づくり事業』

を活用し、地元の皆さんと連携を図りながら、看板



設置やライトアップ等を行ってまいりたいと考え

ております。昨年１２月に地元の皆さんと第１回目

の打合せ会を行ったところです。【生涯学習課】 

平成 24年 11月 15日高屋公民館  

４．南部小学校のビオトープの敷地を市で買っても

らえないか。 

南部小学校のビオトープは、その敷地を約１０年

間借り受けて、子どもたちの環境教育、動植物の観

察、そして栽培活動を通した「いのちの教育」など

に活用しております。今後とも教育活動の場として

重要な施設であり、敷地の買い上げについては検討

を進めているところです。【学校教育課】 

 


