「ポップコーン’s の皆さんと町長との語る会」記録（H27.12.21） 11 人（女 11 人）
質

問

事

項

等

袖東公園にある遊具の一部にだいぶ前か

答

弁

等

「企画調整課長」

担当課等
建設環境課

各課の対応
公園利用者に対してご不便をおかけしてお

ら使用禁止のテープが張られていて子ども

担当課で修理等を考えているかもしれな

ります。袖東公園内の使用を禁止している遊具

が遊べなくなっているので、壊れているな

いので、今後どうするのかを確認します。

については、業者にそれぞれ撤去もしくは修繕

ら撤去するなり修理するなり早めに対応し

作業を依頼しているところです。

てほしいです。
マイデルの北側にある遊具の階段の下

―

企画調整課

木製遊具の階段下付近については、長期の利

が、雨が降ると泥だらけになるのでマット

用により盛土部分が掘れたものと思われます

を敷いたり勾配をつけたりして改善してほ

ので、盛土等の改善方法を検討します。

しいです。

また、木製遊具の地面と接する部分について

また、遊具の木の部分も腐りかけている

は、腐食している個所もあることから、補修等

ところもあったのでそろそろ修理をしても

による修理が可能かどうか、専門業者による点

よいのかなと思います。

検等を実施したいと考えています。

かっぱつ広場でグランドゴルフをしてい

「町長」

企画調整課

る高齢者がいるので、かっぱつ広場と遊具

全国の道の駅にたくさんのごみが捨てら

との間に足湯などがあれば子どもたちとの

れ、道の駅がごみであふれた時があり、そ

世代間交流もできるのではないかと思いま

れ以来ごみ箱は設置しなくなりました。道

す。

の駅を管理しているみかわ振興公社の職員

また、田田から菜の花ホール側に通じる

が道の駅周辺のごみ拾いをしていますが、

道路がわかりにくくなっていて、人がうま

それでもごみが落ちているので、利用者に

く流れておらず、施設同士がつながってい

マナーの協力を求めるしかないかなと感じ

ない気がするので、もったいないなと思い

ています。

ます。
また、いろり火の里にごみ箱は設置され

足湯の設置については過去に話が出た時
もありました。田田の源泉は町体周辺にあ
1

左記の回答のとおりです。

質

問

事

項

等

ていないのでしょうか。

答

弁

等

担当課等

各課の対応

り、なの花ホールに足湯をつくるとなると
配管を延長しなければならなくなります。
しかし、世代間交流はとてもよい案だと思
いますので、今後検討していきたいです。

足湯ができるとしたら、その近くに子ど

「企画調整課長」

企画調整課

もが遊べる小さい噴水をつくってはどうで

来年度からの事業で、青山の河川敷周辺

しょうか。最近は夏場とても暑く、子ども

でかわまちづくり事業が始まります。その

のための水の遊び場がほしいと感じます。

なかにはせせらぎ水路ということで、噴水

左記の回答のとおりです。

建設環境課

をつくるかどうかはわからないが親子で楽
しめる親水空間をつくる予定です。
福祉センターや役場などの公共施設のト

「町長」

イレに子ども用の補助便座を設置してほし
いです。
また、おむつ交換用にトイレ内でもスペ

社会福祉協

障害者用トイレは設置しているが、子ど
も用のトイレまでは気が回らなかったの

左記の回答のとおりです。

議会
総務課

で、今後、対応を考えていきます。

ースのあるところどこでもよいので小さい
ベビーベッドを置いてもらえるととても助
かります。
祖父母が家庭内の子育ての協力について

―

教育委員会

子育て支援センターは、就園前の孫・祖父母

話し合うような場があればいいと思いま

の利用も多くある状況です。今後とも、交流を

す。

深めることのできるような事業運営に努めて

また、祖母が日中に子どもの面倒をみて

まいります。

いる人も多くいると思うので、子育て支援
センターがそのような場になり、祖母と孫
の交流ができればよいと思います。
いつでもそこに行けば子どもを遊ばせら

「町長」

教育委員会
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左記の回答のとおりです。

質

問

事

項

等

答

弁

等

れる施設があればよいと思います。子育て

子育て支援施設については、概略的な設

支援センターや公民館事業だと曜日や場

計はできているのですが、施設の周辺を住

所、時間が限られていて、思うように子ど

宅街なども含め子育て支援エリアとしたい

もを遊ばせることができないときもありま

ので、それを考えるとどこに建てるかが問

す。

題になっています。

担当課等

各課の対応

また、財源についてはふるさと応援寄附
金などをうまく利用しながら確保していき
たいと考えています。
「企画調整課長」
平成 28 年度から実施設計、用地造成、工
事がうまく開始でき、また、国からの補助
金がうまくもらえたとしても、完成まで最
低でも 4 年くらいかかると思います。
桜木町にあるテニスコートをもっと住民

「町長」

教育委員会

豊秋住宅団地内にあるテニスコートは、町民

に開放してもらえれば、子どもを遊ばせら

担当課に伝えます。中学生の部活動は、

誰でもが利用できる施設となっております。

れるのでありがたいと思います。今だと管

中学校を建設した時に一緒に整備した校内

中学校の部活動利用については、コートの環境

理人も不在で、中学生の部活専用のコート

のテニスコートがあるので、桜木町にある

が鶴岡地区大会の施設環境に近い状態にある

になっているので、開放すれば使いたいと

コートは使わなくてもよいはずだが、部員

ため、大会前を中心に利用が多い現状となって

いう人もいると思います。

が多くなって入りきらないからかもしれま

おります。あらかじめの予約は必要となります

せん。

が、空いている時間は誰でも利用できますの
で、町民体育館（☎66-4485）にお申込みくだ
さい。

今年、東根市から引っ越してきました。
保育料無料の制度はとてもよいと思います

「町長」

教育委員会

最上町は 3 歳から幼稚園になっていて、
3

左記の回答のとおりです。

質

問

事

項

等

答

弁

等

が、要望があるとすれば幼稚園を 3 年保育

今後はそのような要望も多くなると思いま

にしてほしいです。

すので、検討していきたいと思います。

夕方に流れるチャイムについて、夏は 17

「町長」

担当課等

総務課

各課の対応

小学校では、夕方のチャイムを帰宅時間の目

時 30 分で冬は 16 時で流れていますが、夏

夕方に流れるチャイムはそもそも子ども

も冬も子どもがやらなければならないこと

の帰宅時間を知らせるためのものではあり

状況にあります。季節によって夕暮れ時間が変

も寝る時間も変わらないので、同じ時間に

ません。年中同じ時間で流した方がよけれ

わるため、吹鳴時刻を季節に合わせて変えてい

流してほしいです。学校ではチャイムが流

ばそのように変えます。

る状況にありますが、なお児童生徒の現状を踏

教育委員会

安として指導しており、児童にも浸透している

れたら帰宅するように指導しているため、

まえるとともに、小学校等とも協議し、変更の

夏は遊んでから家に帰ると寝る時間までが

必要性について検討してまいります。

とても忙しくなります。
幼稚園の帰りのバスが横山地区だけ、あ

「町長」

教育委員会

今年度から、小学校１～２年児童の冬季通学

る時期を境に遅くなってしまい、バスの中

担当課に確認します。

バス乗車対象の町内会を、５町内会から１４町

で夕方のチャイムが鳴り、友だちと遊ぶ時

また、チャイムについては流す時間の変

内会に拡大いたしました。これに伴い、小学校

間がなくなってしまったということだった

更はできるので、希望があれば教えてくだ

低学年児童の下校バス後に運行している横山

ので、バスの到着が遅くなった理由を教え

さい。

方面への降園バスは、これまでよりも１３分程

てほしい。さらに、チャイムを年間通して

度遅い出発時間となりました。関係する家庭の

17 時にしてほしいです。

皆さまにはご不便をお掛けしますが、低学年児
童の安全な通学確保のため、ご理解とご協力を
お願いします。

町内に冬場、子どもを遊ばせられるよう

「町長」

教育委員会

な場所がほしいです。冬は鶴岡まで行かな

この要望は去年もあり、町として対応し

いと遊べないのは大変だし、子育て支援セ

ていきたいところです。子育て支援センタ

ンターは時間や曜日が限られているので、

ーだけでなく、福祉センターの利用の仕方

使いたいときに空いていないときもありま

を変えることで解決できることもあるかも

す。

しれないので、それを含め検討します。
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左記の回答のとおりです。

質

問

事

項

等

猪子と天神堂の間の道路が冬、地吹雪で
通れなくなる時があってとても困るので、
対策をしてほしいです。

答

弁

等

「町長」

担当課等
建設環境課

猪子―天神堂間は小学生の通学路にもな
ればいけないと感じています。ロータリー

多く残っていて道が狭いので、除雪にもう

除雪車を整備して対応はしていて、町内会

少し力をいれてほしいです。

が孤立しないようには考えています。

主要地方道余目加茂線、猪子・天神堂間の冬
季における通行確保については、当該道路管理

っているので、町でも対応はしていかなけ

また、助川で、除雪をしても道路に雪が

各課の対応

者である県へ要望しているところです。
また、道路形状の改善についても強く要望し
ているところです。
町道の除雪については、道路パトロールを行
い、町内会が孤立しないよう町道除雪路線の通

「企画調整課長」

行確保に努めてまいります。

除雪の仕方について、民家の敷地ぎりぎ
りに除雪をしてしまうと、気をつけてはい
るがどうしても塀などを傷つけてしまうこ
ともあるので、あまり敷地ぎりぎりには除
雪ができないという理由もあります。近年
は、除雪しやすいロータリー除雪車を増や
して対応しているところです。
また、毎年のことですが、猪子―天神堂
間の地吹雪への対応については担当課に伝
えておきます。
今、子どもが 3 カ月なので家にいてずっ

「町長」

教育委員会

子育て支援センターの利用方法や、わんぱく

健康福祉課

広場などの交流の場について、保育にあたられ

と育児をしていると、家族以外と話す場が

そのような親同士の交流は必要だと思い

ほしいと思います。他市町だと同じ月齢の

ますので、今後検討していきたいと思いま

ている皆さまへの認知度を高めるため、さらな

子どもをもつ親の交流の場があると聞いた

す。

る周知と内容の充実に努めてまいります。

ので、子どももつれて行きやすいなと思い
ました。
①三川町にも自宅にベビーシッターのよ

「町長」

教育委員会
5

①地域のなかで、子育ての援助を受けたい人

質

問

事

項

等

答

弁

等

担当課等

各課の対応

健康福祉課

と、子育てを支援できる人による会員制の事業

総務課

で「ファミリーサポートセンター」という制度

うなお手伝いさんが来てくれる制度があれ

このたび、子育てをしていくうえでの環

ばいいなと思います。乳児がいると兄弟の

境について多くのご意見をいただきまし

送迎などが難しいし、病気などで外出でき

た。町として、次の子育て支援策を考える

があります。本町では人口規模が小さいため実

ないときなどとても助かると思います。

参考になるご意見ばかりだったので、お聞

施していませんが、庄内南部地区の広域利用制

きできてとてもよかったです。

度として、鶴岡市の事業を利用することが可能

②みかわ幼保でも病児・病後児保育をし
てほしいです。やはり仕事をしていると、

保育士の処遇改善について、みかわ幼保

子どもの体調不良でもすぐには迎えに行け

は正職員よりも臨時職員が多い状態で、か

ないこともあります。軽症の場合は園で看

つては町で職員募集をした時に、他と比較

また、三川町シルバー人材センターにおい

てくれるととても助かります。

して賃金や待遇の面でよくないために人材

て、高齢者向けの「生活（家事）援助サービス」

③「子育てするなら三川町」となるため

の確保が難しかったこともありましたが、

を開始するとのことで、子育て支援にかかるサ

に、とびきりすごい制度をつくってはどう

現在はそれもなくなるくらいまでは改善は

ービスの提供も相談しているところです。

でしょうか。例えば、
「妊娠・出産から学校

していると考えています。ただ、労働条件

の卒業まで、子育てにかかる一切の費用は

の改善はこれからも必要だなと思います。

②みかわ保育園幼稚園においても、看護師の資

町が負担するので、たくさん子どもを産み

また、この語る会については去年よりも

格を有する職員を雇用し、園内で対応できる範

今年、今年よりも来年とつなげていきたい

囲ではありますが、発熱や軽い症状の場合は保

④町の保育士の労働条件を改善してほし

と思います。みなさんのご意見はポップコ

護者が迎えに来ることが出来るまでの間、体調

いと思います。過酷な労働の割に給料も安

ーン’s を通してでもよいし、町内会長に伝

不良時の保育を実施しております。ただし、症

ければ、保育士を目指す人も少なくなるの

えていただいてもよいので、これからもご

状によっては医療機関の受診をお勧めする必

は当たり前だと思います。保育士の質向上

意見をいただければと思います。

要もありますので、ご理解とご協力をお願いし

ましょう」など。

です。詳しくは、役場保育園係（☎35-7023）
にお問合せください。

のためにもベースアップをしてほしいで

ます。なお、病児・病後児保育については、施

す。

設の改修又は増築が必要となるため、その対応

また、保育士だけでなく、町は人件費を

が難しい状況にあります。

削減しすぎていると思います。子育てに手
厚いのは助かるが、働いている職員が生き

③子育て支援策の一環として、２人目の「出産

生きと仕事をしているかは疑問です。臨時

祝金」を１０万円から３０万円に増額しました
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質

問

事

項

等

答

弁

等

担当課等

各課の対応

や嘱託職員に頼りすぎている部分もあるの

ので、子育てに要する各種の経費にご活用くだ

ではないでしょうか。賃金も低く、産休や

さい。

育休などもないので待遇もよいとは言えま

≪参考≫

せん。

・子育て医療完全無料化：町民課国保係

さらに「子育てするなら三川町」を目指

・幼稚園基本保育料無料化及び保育園保育料の

すなら男性も育休をとるべきだし、育児の

多子世帯減免等：健康福祉課保育園係

ために休みをとれないような職場環境は問
題だと思います。

④町の保育士・幼稚園教諭については、職員の
定員管理もあることから、正職員の配置は必要
最小限となり、ご指摘のように臨時・嘱託職員
の雇用が多くなっている状況にあります。保育
の質の向上のためにも、保育士等の確保は大き
な課題となっていることから、今後とも保育士
等の労働条件の改善に努めてまいりたいと考
えております。

４、５年後に完成する子育て支援施設よ

「町長」

教育委員会

子育て支援センターの施設は、保育園幼稚園

りも、今すぐどうにかしてほしいという思

担当課に伝えます。

と共用している部分もあり、開所日を増やすこ

いの方が強いのですが、今の子育て支援セ

また、子育て支援センターにも時間を見

とができるようにするためには、施設の使い方

ンターをもっと生かしてほしいと思いま

て行くようにしたいと思います。

も含めた検討が必要であるため、新年度に向け

す。開所日を増やしたり開所時間を延ばし

て調整を図ってまいります。

たりなど、今すぐ対応をお願いしたい。
また、子育て支援センターに町長がきて、
ぜひどういう状況なのかを見てほしいで
す。
子どもの任意の予防接種について一部で

「町長」

健康福祉課
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予防接種費用助成制度を導入している市町

質

問

事

項

等

もよいので町で助成してほしい。2 人目、3

答

弁

等

担当課に伝えます。

担当課等

各課の対応
村も存在していますが、さらなる子育て支援策

人目だと費用がかさんでしまい、少しでも

として拡充した本町の「出産祝金」にて、対応

助成があるととても助かります。

をお願いしたいと思います。
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