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トイレへの子ども用イスの設置について：
　市役所に来た際、トイレに入った時に、
子どもを座らす場所がなく、子どもがいろ
いろな所をさわったりして不便。

　市役所内トイレの子ども用イスの設置に
ついては、子育て世代を支援する観点か
ら、今後、設置を検討してまいります。

庶務課

4/28
　女子トイレの自動ドアは無駄です。
　停電の時はどうしたらよろしいか？

　本館１階女子トイレの自動ドアについて
は、障がい者の方々にも利用しやすいよ
うに設置した設備でありますので、ご理解
いただきますようお願いします。
　なお、停電の際も、手動にて開閉が可
能な構造になっております。

庶務課

4/7

　高石斎場の裏の道（シルバーロード）
は、夕方になると車の交通量が増えま
す。信号がなく、抜け道になっているた
め、車のスピードも速く危険です。いまま
で同様の意見があるようですが、斎場の
入り口や交差点付近の路面に車の速度
を落とすための凹凸をつけてはどうでしょ
うか。

　また、29号線（野外活動センター付近）
は住宅地に近いため、特に夜間の騒音
が気になります。防音壁を設置してくださ
い。

　テニスコートは予約順にコートを選択で
きるようにしてください。いつも 後にB
コートだけがあいています。複数予約した
後、意図的にキャンセルされています。

　　高石斎場の裏の道（高石海岸通り）に
ついては、従来から通勤車両が堺阪南線
の抜け道として利用するため、通過交通
対策として路面のインターロッキング化や
減速効果路面表示等を導入してきまし
た。
　より一層の交通安全の対策について、
引き続き、警察署と検討・協議を続けてい
きます
（土木公園課）

　環境基本法第16条第１項の規定に基づ
く騒音に係る環境基準によりますと、大阪
臨海線（府道29号線）は「道路に面する地
域」でかつ「幹線交通を担う道路に近接す
る空間」にあたり、騒音レベルの基準値
は、昼間は70デシベル以下、夜間は65デ
シベル以下となっております。
　本市で大阪臨海線で測定したデータは
昼間63デシベル、夜間59デシベル（「平成
22年版高石の環境」49項：地点11、千代
田4‐11）で前記の環境基準以下でありま
した。
　なお、大阪臨海線（府道29号線）の管轄
は大阪府となっており、防音壁設置等の
御要望・お問い合わせは大阪府鳳土木
事務所（代表電話：072-273-0123）の方
へお願い申し上げます。
（生活環境課）

　高師浜テニスコートは４面（A・B・C・D）
あり、予約順にコートを選択できたとして
も利用者の希望からBコートが 終的に
残ることが予想されます。
　また、システム上、当日までは１人１面
しか予約できません。また、利用日の7日
前から利用当日までに行ったキャンセル
には、キャンセル料がかかることを加味
すると、現状では「公平」な予約システム
であると考えています。ご指摘の点につ
いては、今後の検討課題とさせていただ
きます。
（生涯学習課）

土木公園課
生活環境課
生涯学習課

「市民の声」提案箱に寄せられたご提案等の公表
（平成２３年４月から平成２４年３月まで）

学校の敷地内禁煙について：
　名古屋市は7年前より実施しています。
　高石市はいつからやりますか？

　学校での禁煙については、児童生徒に
影響のないよう分煙を実施しています。
敷地内禁煙の実施については、学校等
の状況を勘案し検討してまいります。

教育総務課
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高石市議会員について：
　高石市議会員の選挙が終わったら、対
応が悪いのは、なぜ？？？次から選挙に
行く気になりません。市役所で働いてる
人ってあんなに人が多いのも、税金の無
駄遣いやわ。もっと削減して。

　改選後、早速、臨時議会を開催し、正副
議長をはじめ、常任委員会等の新しい体
制を整えました。今後、議会での審議を
通じ、市民の声を反映してまいります。
（議会事務局）

　職員数については、これまで、事務事業
の見直しや効率的運用、アウトソーシン
グ等を活用し、徹底した定員管理に努
め、行政のスリム化に取り組んできまし
た。今後とも、より効率的、効果的な人員
体制に向け取り組んでまいります。（人事
課）

議会事務局

人事課

5/18

子育て支援について：
　一才未満の子どもがいます。”赤ちゃん
広場”等の子どもの遊べる場所が、例え
ば火曜日10:00～11:00までと限定されて
いるのは何故ですか？子育て支援セン
ターの利用時間が短時間に限られるのは
何故ですか？時間を限定した上に人数ま
で限定する物があるのは何故ですか？
　他の市の子育て支援センター等を見て
みると、平日はお昼休み以外10:00から夕
方までいつでも誰でも利用出来る所が多
いです。それが数カ所ある所もあります。
　色々な所の子育て支援についてホーム
ページを見たりしてみて下さい。高石市の
話しをすると大体驚かれます。何故遊ぶ
時間が限られるのでしょうか？何の為の
支援センターですか？
　子どもによってお昼寝の時間が違った
り、家庭によって用事があったりすると思
います。もっと安心して子どもを遊ばせら
れる場所が欲しいです。正直、高石市で
子どもを産まなければ良かったと今大変
後悔しています。

子育て支援センターへのご意見ありがとうござ
いました。育児されているなかで、高石市の子
育て支援の事業に関心をもっていただけたこと
をうれしく思っています。
　さて、ご質問の件ですが、本市には、公立の
綾園保育所に併設している地域子育て支援セ
ンターと、私立の南海愛児園、東羽衣保育園
に併設している地域子育て支援センターの計
３か所があります。
　いずれも保育所内に併設していますので、保
育所の一日のプログラムの関係上、全日を遊
び場には開放できませんが、例えば綾園保育
所内の子育て支援センターでは、乳幼児の生
活リズムを考慮して、午前中（10：00～11：30）
に設定しています。また、子育てに関する相談
は、月～金曜日の10：00～16：00（火曜日は
13：00～16：00）でお受けしていますので、是非
ご利用下さい。
　一方、年に数回のイベントや一部の子育て支
援センターの日常事業において人数を制限し
ている事業がございますが、参加者の安全
面、目的にあった人数などを考慮してのことで
すのでご理解願います。原則的に日常の事業
の人数制限はしておりませんので、時間内なら
ばいつ来ていただいても結構です。
子育て支援センターは上記のように、子育てに
関する相談や遊び場の提供を通して、子育て
中の親子への支援や交流の場として活用して
いただきたいと思っています。また、支援セン
ターからそれぞれの地域での公園や幼稚園と
いった施設を利用した事業もありますので、ぜ
ひ一度ご利用ください。

子育て支援課

6/20

国保の受付について：
　今日の朝、国保の窓口に用事があり
行った。アルバイトのような女の人にあ
たったが、相談をしたにもかかわらず、男
の人（上司？）をよんでくるだけだった。
　なぜ、何回も同じ話をしなければならな
いのか？窓口に出る人は、男でも女でも
何でもいいが、しっかり自分で客に対応で
きるように勉強せよ。とりつぐだけの人は
いらない。

国民健康保険に関する加入、給付、保険
料等、窓口における相談については、受
付担当がその内容・事情を十分把握のう
え対応しております。しかしながら今回は
受付担当において判断が困難で有り、他
の職員に取り次いだものと思われます。
取次ぎの際において、内容等の引継ぎが
不十分であったため、何度も同じ説明をし
ていただくこととなり、申し訳ありませんで
した。今後とも窓口対応につきましては、
受付担当において相談内容等を適切に
把握のうえ、対応するとともに、判断が困
難な場合において、取り次ぐ際には十分
に事情説明を行って参ります。

健康保険課

6/27
　仕事しないで、ひまそうにしている人
や、となりとしゃべって笑っている人がい
る。もっと人員カットしたらどうですか？

職員数については、これまで、事務事業
の見直しや効率的運用、アウトソーシン
グ等を活用し、徹底した定員管理に努
め、行政のスリム化に取り組んできまし
た。今後とも、より効率的、効果的な人員
体制に向け取り組んでまいります。

人事課
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窓口対応及び横のつながりについて：
　私は昨年２月に障害者手帳２級を受け
取った者です。
　今年は住民税非課税になるのでNHK受
信料が免除になるが、NHKの人によると
市役所で手続きのことで市民税課に行っ
たところ、所得はなくても市役所には申告
しなければいけないということですぐその
場で手続きをしてくださり、それは良かっ
たのですが、よく内容も聞かないまま、料
金を銀行で支払うよう言われ、戻ると課税
証明書を用意してくれ、渡されたのです
が、あと今年３月に退職したので退職金
があるのでまだ早いが確定申告の時、住
民税の障害者控除はどうすればいいか
尋ねた所、もう戻ってそそくさと「会社が分
離課税にしているかどうかによるから会
社に聞いて」と足早に立ち去っていかれ
ました。時計を見ると丁度１２時２、３分
だったので昼食に行かれたのでしょうが、
こちらは分離課税の何たるかも分からな
いので唖然とし、とにかく家に帰り、NHK
に電話したところ、障害福祉課でというこ
とで、翌２１日に障害福祉課へ行って手続
きしたのですが、昨日のことについて話
し、住民税控除について聞いたところ「そ
れは申し訳なかった」と税務署の電話等
親切に教えてくれました。課税証明書も
必要なかったし、また市民税課の方が
（かなりベテランの感じだった）福祉課へ
行くよう言われたらその日ですんだことで
あるし証明書をとる必要もなかったです。
別に腹も立たないのですが２度手間にな
り、余計な出費も必要なかったので市は
大きな組織ではないのでそれぞれ知識は
もっていてもらいたいし、このような対応
ではまた公務員バッシングにつながると
思い、元公務員として書かせてもらいまし
た。わかりにくくて申し訳ありません。

　ご面倒をおかけし申し訳ありませんでし
た。係の会議などで話し合いを行い、事
例を共有し、親切・確実な窓口業務の実
施を徹底してまいります。

税務課
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　福祉について：
　福祉をもらっている人が週に３～４回ぐ
らいカラオケに行っている人が多すぎる。
　他人名義に書き換えて軽自動車に乗っ
ている。一人一人調査すべきである。
　もっと大変な人だけが受けるべきであ
る。私たちが払っている税金である事を
分かるべきである。

●生活保護法は、憲法第２５条の理念に
基づき、その困窮の程度に応じ、必要な
保護を行い、 低限度の生活を保障する
とともに、自立を助長することを目的とし
ています。（第1条）
従って、カラオケに行くことやレクリエー
ション活動を制限するものではありませ
ん。
しかしながら、保護は、生活に困窮するも
のが、利用し得る資産、能力その他あら
ゆるものを、 低限度の生活の維持のた
めに活用することを要件として行われると
されており（第4条）、社会通念上として認
められる範囲を超えると思われる場合に
は、生活の維持、向上その他保護の目的
達成に必要な指導・指示を行う場合もあ
ります。
●本市では受給中の世帯について、自動
車保有調査を年2回実施しています。
　　また、自動車の保有・運転について
は、保護の開始当初から原則、認められ
ない旨を説明すると共に家庭訪問等にお
いて実態の把握に努めています。（但し、
身体障がい者等で例外的に保有・運転を
認める場合もあります）
　なお、認められない自動車の保有を確
認又は運転を確認した場合には、保護の
停廃止等の指導を実施しています。
●本市では、生活保護法、同施行令並び
に生活保護法施行規則、保護の実施要
領等に基づき、適正に生活保護が実施さ
れるように努めています。
　また、不正受給等が明らかになった場
合には、速やかに対応しております。

社会福祉課

7/11

　市役所前の掲示板ですが、表紙の面は
掲示されているので見ることができるので
すが、次の面はガラスを開けて画びょうを
外しめくらないと見れない（見終わった後
はその逆）なので面倒なため見づらいで
す。

掲示物が掲示板いっぱいに張っている時
はあまり見かけないので一枚一枚張るこ
とは出来ないでしょうか？

その方が見やすいです。

あと、いつまで掲示するのか書いてほし
いです。

　文書の中には数ページに渡るものがあ
り、一枚ずつ掲示すると連続性がわかり
づらくなるため、現在の掲示方法を取って
おります。
　掲示する文書については、掲示期間が
すぎたものも含め、市役所本館２Fの行政
資料コーナーに設置してありますのでご
活用ください。
　また、掲示期間は、掲示の日の翌日か
ら起算して７日間としております。

庶務課

7/11

児童館の必要性について
子供達が遊びづらい状況で“遊び場”とし
て常時使用可能な施設の必要性を提案
したい。世代間の交流も行えるような場の
必要性。
　他市にはあるのに子育てについてかな
り遅れていると感じる。子育て世代市民
の流出も考えられる。実際に和泉や堺へ
の流出を感じる（子供が多い人ほど他市
に家を建てている）

子育て支援センターは保育所施設に併設
しているため、会場、利用時間に制約が
あり常設ではありませんが、親同士の交
流、育児相談も行っておりますので、子ど
もの遊び場としても、ご利用いただきたい
と存じます。
また、子どもの遊び場等の情報につい
て、市内の子育て関連NPO法人等も各種
行事等を開催しておりますので、参加して
いただきやすいよう、隔月であそびカレン
ダーを作成しご案内しております。
なお、世代間の交流については、今後検
討してまいります。

子育て支援課
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7/11

児童館について
他市より結婚と同時に引っ越してきた主
婦です。高石市に住んで5年、息子は4歳
です。
　妊婦の時はほとんど入院しており、地域
のマタニティー教室には、何一つ行けま
せんでした。産後は持病の為、体力回復
に時間がかかり、地域の育児教室になか
なか参加することができませんでした。
　高石に友人もいなかったので、一人で
赤ちゃんと散歩する日々が続きました。今
では、家族ぐるみでキャンプやＢＢＱをす
る友人家族や、カフェで２時間もしゃべり
続けられる友人もでき、高石市で幸せに
暮らしています。
　ただ、今思いおこすと、泣いてばかりい
た産後の日々が、高石市での悲しい思い
出です。実家が九州の主人も初めての赤
ちゃんとどう接して良いかわからなかった
のでしょう。私１人で泣いていた気がしま
す。○時から○時の育児教室ではなく、
いつでもふらっと立ち寄れる児童館が高
石市にもあれば良いのに…と思います。
とろしプラザを児童館に！！
　「赤ちゃん広場」では先生にお世話にな
り、ありがとうございました。

　産前産後時期の孤独化を避けるため、
保健センターにおいて各種妊婦教室、育
児教室等も開催しておりますが、子どもさ
んと一緒に、子育て支援センターもご利
用いただきたいと存じます。
　なお、保育所施設に併設しているため、
会場、利用時間に制約があり常設ではあ
りませんが、親同士の交流、育児相談も
行っております。
　また、子どもの遊び場等の情報につい
て、市内の子育て関連NPO法人等も各種
行事等を開催しておりますので、参加して
いただきやすいよう、隔月であそびカレン
ダーを作成しご案内しております。
　とろしプラザは、公民館とコミュニティセ
ンターと位置付けられており、現在、公民
館事業やコミュニティ活動のため使用さ
れておりますので、よろしくお願いします。
なお、子育て支援については、東羽衣保
育園・綾園保育所・南海愛児園の地域子
育て支援センターや取石認定こども園で
も地域の子育てを支援する各種の事業を
行っておりますのでご利用ください。

子育て支援課

7/11

公民館と総合計画について
公民館をへらすと、どうなるのかを考え
ず、へらしたのか？市民の声は聞いたの
か。
　公民館を利用したくても、古くから使って
いる人達であふれ、新しくクラブ登録した
くても時間がえらべない。利用回数が制
限されている。仲間同士、集う場所がな
い…
　総合計画で書かれている“ひとにやさし
いまち”の“ひと”とはだれなのか？文章
だけで内容が見えてこない。市民や団体
の声は反映されているのか？各分野ごと
の施策体系表を作って、“だれが（どこが）
何をだれに（どこに）するのか”具体的に
してほしい。「新たな公共」と言って高石市
の責務を希薄化させています。「市民主
体」とは市民に責任を代替えすることで
しょうか？

公民館について
本市の施設につきましては、施設の利用
状況や老朽化等の観点から、公の施設
のあり方の検討を進め、公共施設の全体
の配置を検討いたしました。公民館につ
きましては、公民館機能のより一層の強
化を図るため、中央公民館をはじめ他の
公民館を中核公民館、拠点公民館、地区
館に再編いたしました。
総合計画について
総合計画は今後10年間の市政の大きな
方向性を示すものです。基本構想におい
て、都市目標を「人間都市・高石」、基本
理念を「市民主体のやさしさと活力あふれ
る“健幸”のまち」としており、この基本構
想に基づき、「ひとにやさしい育みのまち」
「ひとにやさしい暮らしのまち」「ひとにや
さしい安全・安心なまち」「環境にやさしい
まち」「地域活力あふれるまち」の５つの
目標ごとに具体の施策を展開し、まちづく
りを進めていきます。
「新たな公共」とは、行政のスリム化をめ
ざす中で、市民・NPO・企業などが行政と
ともに、自主的・積極的に公共的なサービ
スの担い手となって、教育や子育て、介
護や福祉、防災や環境などの身近な分野
で連携することです。行政のみがまちづく
りを進めるのではなく、市民とともに、市
民が主体のまちづくりを進めてまいりたい
と考えています。

生涯学習課
企画課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

8/12

　旧26号線路側帯について：
　旧26号線の路側帯なのですが以前に
比べて段差がすごくついてます。あの高
さだと高齢者や障がい者の電動車椅子
の移動にものすごくバリアフルです。障害
によってはあの段差で骨折をしてしまう当
事者の方もいらっしゃいます。工事には当
事者団体を入れる決まりだと思いますが
キチンとした当事者団体をいれた上で工
事計画をおこなったのでしょうか？以前は
バリアフルではなかったです。以前の敷
石にするにはＭあたり300円程高くなるみ
たいですね。財政が厳しい中、色々と大
変だとは思うのですがキチンと使うべき所
には使う、抑えるべき所は抑える。民間で
は当たり前の事をもう少し徹底していただ
きたいです。
　私はこの町が大好きです。これからも子
供達に残せるいい町創りをお願い致しま
す。

ご指摘の道路は大阪府道でございます。
大阪府によりますと、移動等円滑化のた
めに必要な道路の構造に関する基準を
定める省令に従い、道路管理者として大
阪府道路構造物標準設計を作成している
とのことで、これにより車両出入り口部歩
車道境界の段差は５㎝、横断歩道部の段
差は２㎝です。
ご指摘のことを大阪府に伝えたところ、大
阪府においても同じような指摘があること
から、現在アンケート調査を実施し対応に
ついて検討をしているとのことです。

土木公園課

8/22

①道路と②歩道について：
①の件、市役所通り山手側、掘り起こし
後への復元不良
　もう何年もなるが段差があり、いつに
なったら修繕されるかみているが、工事
不良、業者にやり直しさせるべきです。
②の件、同じく市役所の通りの歩道段差
　車道が危ない時、歩道側に自転車が入
るが、対向時段差があるので自転車が道
路側に転倒しかけている。②の件は市長
の100人委員会でも出しています。（自転
車で対向してみてください。）
（案）　廃コンクリートで角部を盛り上げて
は！

①市役所前通りの車道の舗装の件だと
思いますが、走行に支障となる場合につ
いては舗装の修繕を実施します。
②市役所前通りの歩道については幅員
が狭小なので、自転車の走行は原則とし
て禁止されています。現状において、や
むを得ず歩道に入る際には、自転車から
降りていただくなど歩行者に注意していた
だくよう、よろしくお願いします。今後、道
路整備を進める中で交通安全対策として
自転車専用レーンを確保するなど、改善
に努めます。

土木公園課

9/2

　子育て支援課・保育所についての不満
について：
　重い障害をもつ子供がいて下の子供を
保育所に入れてほしかったのですが、仕
事をしていないからダメだと言われまし
た。とても非人間的でびっくりしました。介
護をしている人は、働いてお金をもらって
いるより、大変なのではないでしょうか。
保育所の必要項目にも入っているのに信
じられません。税金を使って嘘の書類を
訂正してください。「働かないと保育所は
入れない」とちゃんと書いてください。

　保育所の入所要件についてのご意見を
いただきありがとうございます。障がいを
お持ちのお子様を養育されているとのこ
とですが、保育所の入所につきましては、
お子様を自宅で介護されておられる場合
には、介護要件として下のお子様をお預
かりさせていただきます。また、介護され
ているお母さんが体調を崩され病院に通
われている等の場合にも、お子様をお預
かりさせていただくことができます。

子育て支援課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

9/2

　学校区域について：
　千代田２丁目に居住しております。小学
校は高石小学校となり、中学校は高南中
学校となると聞きました。高石小学校は
中学校へ行く際、高石中学校と高南中学
校へ分かれることとなるようですが、多感
な時期でもあり、住所で分けるのではな
く、高石中学校か高南中学校かは選択で
きるようにしていただけないでしょうか？
　昨年、高石小学校から高南中学校へ
行った児童は数名と聞いております。中
学校でいきなり友達が減るのは学校生活
を送る上で大変だと思います。高石小学
校へ通学させ、高南中学校へ行く予定と
なっている母親仲間もそのことを心配して
おり、せめて調整区域にしてほしいと言っ
てます。一度お考えください。署名が必要
であれば何名以上あれば良いかご指示く
ださい。

　本市においては、通学区域を定めてい
ます。ご指摘の高石小学校につきまして
は、高石中学校区と高南中学校区の区
域となっております。学校区につきまして
は、歴史的な経過があり、現在の区域と
なっています。今後の街づくりの進捗状
況を勘案して、今後の検討課題とさせて
いただきます。

教育指導課

9/2

　税務課○○さん、何という態度ですか、
えらいのか？
手続きをしてやっているような口の聞き方
で態度も悪い。手続きをしにきただけなの
に気を悪くして帰るのはまちがっている。

　市職員としての心構えを持って、丁寧な
対応を心掛けるよう、改めて所属長を通
じて注意喚起させて頂きます。

人事課

9/2
　議会等の放送傍聴で誰が話しているの
かわからない。議長はもっと大きな声で議
員の名前を言ってほしい。

音声傍聴で発言者指名等で聞取りがしや
すくなるよう、音量を調整してまいります。
また、議長にマイクを近づけて発言してい
ただくよう要請します。

議会事務局

平成２３年７月５日に高石市立幼稚園再
編等検討委員会を設置し、保護者の代表
や小学校長、幼稚園長、学識経験者から
なる委員会で、市立幼稚園の再編につい
てご検討いただきました。また、市民の
方々が傍聴される中で、平成２３年８月２
日に提言書をご提出いただきました。同
委員会の提言を踏まえまして、再編につ
きましては、幼児の生活エリアや小中学
校との連携を考慮し、１中学校区１幼稚
園を基本とした再編を実施することとし、
５園を３園に再編することといたしました。
また、各幼稚園の状況につきましては、
同委員会に資料として提出し、ご説明さ
せていただきました。なお、バス等による
通園手段の確保については、継続的な調
査・研究を行うことといたしております。
※乳幼児医療費助成については平成２４
年４月より、それまでの通院については４
歳未満までを小学校就学前（６歳）まで
に、入院については就学前までを小学校
卒業までに拡充いたしました。

教育総務課9/9

市立幼稚園について
　なぜ、もっと市立幼稚園の事を考えてく
れないのか？
　小・中も大事だが、もっと幼・保のことを
考えて行動してくれないと高石からどんど
ん子供をもつ親がいなくなります。乳児医
療もそうです。３歳まではきびしいです。
せめて６歳までにのばしてほしいです。市
も苦しいとは思いますが、親が安心して
産める市じゃないと産みたくても産めませ
ん。なぜ、もっと考えていただけないので
しょうか？
　それにもっと情報を公開するべきです。
この間初めて公開された市立幼の廃園す
る園を決める会議も一部の親しか知らな
いうえ、傍聴しに行ったら公開すると言っ
ていたのに会議室に入れるのはたった１
０人なうえ、扉片方しか開けてないし（２枚
扉で）マイクもなし。何が聞こえるでしょう
か？しかも某園の先生に聞いたら廃園を
決めるために、各園に視察もなしで書類
だけで決めたそうですね。廃園には反対
しませんがきちんと調べて、見に行ってか
ら決めてほしかったです。市立にはバス
はいりません。みなさん自転車で行く。と
おっしゃってます。どうしてもと言うなら市
のバスを使って園の前も通ってもらうよう
にするとかできないものでしょうか？
　私は子供３人いますが、今のままでは
不安でしかたがありません。大変だと思
いますが高石が好きなのでよろしくお願
いします。



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

9/29

　福祉バスの利便性について：
　福祉バスを４～５回／月、利用していま
すが、停留所の間隔が非常に長い区間
がある。それは、取石南保育園とアプラた
かいしロータリー間であり、我が家から
は、どちらに歩いても１５分以上かかりま
す。市役所まで歩けば１０分位ですが、菊
寿苑かららくらく号で帰宅する場合は、我
が家のそばを２回も素通りすることにな
り、市役所まで行くことになります。
　各停留所の中で取石南保育園とアプラ
たかいしロータリー間が一番距離がある
ように思われます。せめてこの間に１ヶ所
停留所があればと思考します。（商工会
議所あたりに）

　現在、福祉バス２台は、市役所・障がい
者ふれあいプラザを起点として、概ね公
共施設を巡回するルートで運行しており
ます。停留所の要望につきましては、現
在の運行時間内で停留所の増設が可能
か検討してまいります。

高齢・障害福祉課

9/16

　市立幼稚園の３年制を求めます。：につ
いて
　毎週、子育て支援センターにお世話に
なっていますが毎度、話題に出るのが幼
稚園の３年制の話です。２年制では、１年
だけ私立に入れる方もいらっしゃいます。
３年制になったほうが利用される方も増え
て良いと思います。保育園に預けるほど
仕事をしていないけれど子供を幼稚園で
学ばせ、遊ばせて、刺激を与えたいと思う
親はたくさんいます。
　子育て支援センターがあることについて
は感謝しています。週に２回、数時間です
が子供を存分に遊ばせてやることができ
楽しそうな姿を見られることは親にとって
も嬉しいです。
　幼稚園がいまなぜ廃園されていってい
るかは色んな事情があることと思います
が３年制になったら、利用される方は増え
ると思います。子育て支援センターでの
生の声はなかなか上がってこないことは
ありませんか。スタッフの方皆さんとても
良い方ですがその場で込み入った話がで
きるほど子供の数が多く、余裕がありま
せん。
　高石幼稚園の廃園についても直接の話
し合いが少なかったと意見をききます。生
の声を話せる場所があれば幸いです。正
直なところ、私の周りでは子育てにストレ
スを持つ友人はいません・・皆、前向きに
大変なことがあってもプラスに替えて毎日
生きているお母さん友達ばかりです。
子育ての不安や愚痴を話せる場を必要と
される方もたくさんいらっしゃるでしょうし、
市として、そういった場所を与えて下さる
ことは大変ありがたい限りですが、
　逆に、現実の生の声に重きを置いてい
ただけると幸いです。皆、どうすれば子供
のためなのかを考えています。そのひと
つとして幼稚園の３年制を求めます。

　３歳児保育の実施につきましては、平成
１２年８月に教育委員会において策定し
た高石市の幼稚園教育基本方針に基づ
き、より効率的、効果的な施策として、民
間活力の導入を図ることとしてきたもので
ありますが、平成２１年１１月に高石市の
幼児教育のあり方検討委員会からの報
告書により、保護者のニーズや本市の財
政状況を見極めながら、公立幼稚園にお
ける３歳児保育の試行的な導入を検討す
べきであるとの提言を受け、試行的な導
入について検討を重ねてきたところであり
ます。
　しかしながら、国の子ども・子育て新シ
ステムの動向により、幼児教育及び保育
のあり方が根本的に変化する可能性が
非常に高いと考えております。
　したがいまして、３歳児保育を実施する
ことにつきましては、国の子ども・子育て
新システムの動向を注視し、新システム
に基づく（仮称）市町村新システム事業計
画の策定と併せて検討してまいりたいと
考えております。
　なお、高石市における今後の幼児教育
の方針として、「高石市の幼児教育の現
状を認識し、公民の役割分担を意識しな
がら、市立幼稚園の再編等により、適正
規模、適正配置をはかり、教育上望まし
い集団活動が実施できる教育環境を確
保する。」との目標を掲げ取り組みを進め
ております。

教育総務課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

10/6

　広報の配布について：
　自治会に入っているいないは広報を配
布してもらうことと関係ないと思います。
本来、全戸配布するべきところを自治会
に協力してもらっているんですよね。
　個人でも希望があれば郵送配布できる
制度をとりいれてもらいたいです。他市で
は実施されているところもあります

　ご指摘のとおり、広報紙の配布は主に
自治会を経由して行っており、集合住宅
（10件以上）であれば代表者に郵送する
ことも可能ですが、個別の郵送はしており
ません。自治会に加入していない方は、
市役所、コミュニティセンター、図書館、公
民館、老人福祉センターなどの公共施設
に設置されているものをお取りいただく
か、本市ホームページから閲覧していた
だいておりますので、ご理解のほど、よろ
しくお願いいたします。

秘書課

10/12

　三種混合の個別接種について：
　高石市では、三種混合が集団接種と
なっています。個別接種にしていただけな
いでしょうか。医師会からは個別接種に
するよう要請されていると聞いています。
また、大阪府下で集団接種でしているの
は高石市だけとも聞きます。ヒブや肺炎
球菌の予防接種も増え、予防接種のスケ
ジュールを組むのも一苦労です。三種混
合が集団接種のため、その日を動かせな
いため、スケジュールが大変組みにくい
ですし、大変重要な予防接種ですので
３ヶ月になればすぐに接種させたいので
すがそれもできません。どうか、早急に三
種混合を個別接種に切り替えてください。
宜しくお願いします。２ヵ月の子供をもつ
父より

　三種混合予防接種に関しては、本市に
おいては今のところ総合保健センターで
集団接種を実施しております。
　なお、基礎疾患等があり、集団接種会
場へ来所するのが困難な場合などには
個別接種も併用実施しておりますのでお
問い合わせください。今後、要望の趣旨を
踏まえ、検討課題としてまいります。

保健医療課

10/14

　出産について：
　母子センターをもっと有効に活用するべ
きだと思います。　あれだけの施設があり
ながら、何の指導もせず、業務を丸投げ
して、言いなりになっているというのは問
題だと思います。　若い人が住みにくい町
に将来はないと思います。もっと考えるべ
き課題だと思います。

　母子健康センターでは、母子の生命の
安全を第一に考え、助産業務や妊産婦、
乳幼児の健康指導業務を行っており、平
成22年度の助産件数は120件となってお
ります。今後、積極的なPRを図り、より多
くの皆様にご利用いただける施設となる
よう取り組みを進めてまいります。

保健医療課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

10/17

　加茂保育所民営化について：
　娘が加茂保育所に通っています。先日
の運動会は 初の市長のあいさつ以外
はとてもよかったです。　列から外れる子
供がいても泣き出す子供がいても温かく
見守りながらも、しっかり進行されていか
れる様子に加茂保育所の先生方のご苦
労と専門性を感じました。　今回の民営化
のことは急に知らされ、とても驚きました。
取石保育所の民営化の際には加茂保育
所を含む残りの保育所は高石市立として
残すとの市の説明はうそだったのでしょう
か？　耐震工事を含めた予算上の見通し
はそんなに毎年かわるのでしょうか？　そ
の年しのぎであればそれも問題です。
予算上、他の保育所も民営化すべきこと
がわかっていながら、嘘の説明をしたの
であれば、そのような市民をだますような
市のやり方は不誠実であり、不信感をも
たざるをえません。　いずれにしても高石
市の行政、そのリーダーである市長は予
算ありきで「保育」「子育て」に対する信
念、理念がないのだということがよくわか
りました。　それを選んだ私たち市民も反
省しなければならないのでしょう。　今の
市長には投票していない私ですが、いろ
いろな自分の責任、反省の意味をこめて
このメールをかきました。　市長には少な
くとも、子の民営化が急遽決まった（それ
はつまりその年しのぎで予算をたててい
て、子育て保育に長期的なプランが描け
ていない）のか、あるいは取石保育所の
民営化の際に残りの園は公立のまま続
けるという市民をだます説明をしていたの
か、どちらなのかを説明していただきたい
です。

　平素は本市の保育行政にご理解、ご協
力賜わりお礼申し上げます。　さて、ご質
問の加茂保育所の民営化につきまして
は、7月から8月にかけて開催された「高
石市の保育のあり方検討委員会」からの
報告書を踏まえ、多様化する保育ニーズ
への柔軟な対応、待機児童を解消するた
めの方策、民間活力の導入を図るもので
す。　また耐震診断において加茂保育所
は早期に耐震化を進める必要がありまし
たが、平成23年度限りの安心こども基金
を活用して新しい施設に建て替えること
が、限られた財源の中で 良の手法であ
ると判断し、平成23年8月18日開催の高
石市行財政改革推進本部において民営
化を決定しました。

子育て支援課

10/18

　高石小学校からの中学進学について：
　前からずっと中学のことでずっと不安を
感じていました。　今年、高石小学校から
高南中学校に進学した生徒は8人で1クラ
スに1人みたいな転校生のような感じだっ
たと聞いています。　このような状態が無
理な方や、お金のある方は私立中学校に
行かせる方も多いみたいです。　でも、お
金のない家庭はなかなか私立中学に行
かせる事はできません。　しかし、今の高
石小の千代田地区の中学問題には納得
いきません。　高石小学校の千代田地区
の子供たちを同じ小学校の友達と同じ中
学に入れるようにして頂きたいです。
今、子どもは小2です。　なるべく早く出来
るよう、よろしくお願いします。　千代田地
区のみんなの願い！　「高石中学校に入
れてほしい！」です。

　本市においては、通学区域を定めてい
ます。ご指摘の高石小学校につきまして
は、高石中学校区と高南中学校区の区
域となっております。学校区につきまして
は、歴史的な経過があり、現在の区域と
なっています。今後の街づくりの進捗状
況を勘案して、今後の検討課題とさせて
いただきます。

教育指導課

10/21

　高石市の英語のウェブサイトについて：
　数年前、高石市の英語のウェブサイト
がありました。　私はそれをカナダにいる
友人に送ったのですが、その友人がその
ホームページが今は無いと言っていま
す。　私は自分が住んでいて、働いている
場所(高石市)について、友人や家族に知
らせる必要があるので、そのウェブサイト
が復活することはないのかな？と思って
います。　基本的な情報についてだけで
も、英語で読めると助かるのですが。

　ホームページの改正に伴い英語情報
ページのアドレスが変更になっているた
め、新しいアドレスを連絡しました。
（http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/sei
sakusuishin/hisyo_ka/oitachi/about_takai
shi_city.html）

秘書課

11/7 震災ごみ受け入れ反対！
　府の検討会議で示される処理指針等を
踏まえ、泉北環境整備施設組合、構成市
と協議しながら慎重に対応して参ります。

生活環境課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

11/11

市民文化祭について：
　11月3日（祝）のお茶席、１時間以上も
立ったままで並び、やっと席に入ることが
できる状態でした。
　以前、他の先生の時に、整理券のよう
なものを配っていた事があったように思い
ます。そうすると横のベンチやソファに
座って待ったり、他の展示を見に行く事も
できました。
　足腰の弱い人や不自由な人にとって、１
時間以上も立って並ぶというのはできま
せん。
　改善の検討をお願いします。

　平成23年11月３日の高石市民文化祭で
は、アプラ大ホールでの文化祭開催セレ
モニーと、同時刻にアプラ大ホールのホ
ワイエにて開催いたしましたお茶会が重
なり、大変混雑をいたしましたことにつき
まして、お詫び申し上げます。
　本課といたしましても、今回いただいた
ご提案を参考にいたしまして、今年度の
文化祭の反省点として、来年度は、多くの
皆様に気軽に楽しんでいただけるような
文化祭が開催できるよう改善に努めてま
いります。

生涯学習課

11/11

11月3日アプラホールでのお茶席につい
て：
　すごい行列だったので他の用事を済ま
せてから短くなった行列に再び並んでい
ました。
　ところが直前で打ち切られ、この後はお
昼休憩とのこと。
　休憩があるなら、早目に伝え、後に並ぶ
人にも周知させてほしいと思いました。

　平成23年11月３日の高石市民文化祭で
は、アプラ大ホールでの文化祭開催セレ
モニーと、同時刻にアプラ大ホールのホ
ワイエにて開催いたしましたお茶会が重
なり、大変混雑をいたしましたことにつき
まして、お詫び申し上げます。
　本課といたしましても、今回いただいた
ご提案を参考にいたしまして、今年度の
文化祭の反省点として、来年度は、多くの
皆様に気軽に楽しんでいただけるような
文化祭が開催できるよう改善に努めてま
いります。

生涯学習課

11/22

中学校の学区について：
　高石小学校から中学校へ進学する時、
住所で高石中学校と高南中学校へ分か
れてしまいます。
　高南中学校へ行く児童は少数で、いき
なり中学生になった時お友達が少ないの
は難しい年頃もあって生活になじみにくい
と思います。
　せめて住所で分けるのではなく調整区
域として、どちらに行くかは希望制として
欲しいです。

小学校の時間割について：
　同市内であるのに各小学校によって授
業時間が異なるのはおかしいと思いま
す。
　学区によってカリキュラムをかえるので
はなく統一してほしいです。

校区編成について：
　本市においては、通学区域を定めてい
ます。ご指摘の高石小学校につきまして
は、高石中学校区と高南中学校区の区
域となっております。学校区につきまして
は、歴史的な経過があり、現在の区域と
なっています。今後の街づくりの進捗状
況を勘案して、今後の検討課題とさせて
いただきます。
小学校の時間割について：
　ご意見をいただきありがとうございま
す。
　授業時間につきましては、各学校の教
育活動を展開していくために、その学校
の実情に合わせた教育課程を実施してお
ります。また、教育課程の編成権につき
ましては、学校長にあり、定められた学習
指導要領の目標を達成するために、一日
の学習時程を決め実施しております。し
たがいまして、各学校において多少の授
業時間の時程の差が生じてくることをご
理解いただきますよう、よろしくお願いい
たします。

教育指導課

11/24

　 市のグッズを作りましょう：

　忠岡町には「ただお課長」というキャラク
ターが存在します。
　高石市でも市民に広く親しまれるキャラ
クターを作って、市全体を活性化させませ
んか。具体的なキャラクター案はありませ
んが、Tシャツやエコバックなどのグッズを
作れば効果的かと思います。ご検討願い
ます。

　市では、平成24年度に高石ブランドの
確立や市域の発展をめざしたブランド戦
略室を設置する予定でございます。
　頂きましたご提案につきましては、今後
ブランド戦略を進めるにあたり、ご参考に
させていただきます。

企画課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

12/13

小学校の教育カリキュラムについて：
　東羽衣小学校と高石小学校のカリキュ
ラム（時間割、小学１年の読書感想文）が
大きく異なっている。市内で統一してほし
い。統一すべきと思う。

高石小学校から高石中学、高南中学へ
の学区制について：
　住所でなく、せめて調整区域として欲し
い。
　中学校でいきなり分けられるのは年頃
も難しいこともあって選択の余地が欲し
い。

小学校の教育カリキュラムについて：
　ご連絡ありがとうございます。
　各学校の教育活動を展開していくため
に、その学校の実情に合わせたカリキュ
ラム（教育課程）を実施しております。ま
た、教育課程の編成権につきましては、
学校長にあり、定められた学習指導要領
の目標を達成するために、一日の学習時
程を決め実施しております。したがいまし
て、各学校において多少の授業時間の時
程の差が生じてくることをご理解いただき
ますよう、よろしくお願いいたします。
高石小学校から高石中学、高南中学へ
の学区制について：
　本市においては、通学区域を定めてい
ます。ご指摘の高石小学校につきまして
は、高石中学校区と高南中学校区の区
域となっております。学校区につきまして
は、歴史的な経過があり、現在の区域と
なっています。今後の街づくりの進捗状
況を勘案して、今後の検討課題とさせて
いただきます。

教育指導課

12/14

子宮頸がんのワクチンを早く大阪市など
の他市のように年齢に関係なく無料にし
てほしい。
もしくは補助を出してほしいです。
まだ１８歳なので早く打ちたいけれど、高
額のため打てません。
癌になりたくありません。どうしたらいいん
でしょうか。

　子宮頸がん予防ワクチンは、ウイルス
に感染する前の女性に接種することが
も効果的であることから、本市においては
中学校１年生～高校１年生（１３歳～１６
歳）の女子に対し接種費用を全額公費負
担しております。
　詳しくは総合保健センターまでご相談く
ださい。

保健医療課

12/22

広報誌の配布と内容について：
毎月の広報誌の配布が１日ではなく遅い
時はその月の７～８日に家に配られてい
る。毎月の広報誌を月の初めに家に配布
するようにして欲しい。
他市は月初め（１日）に配布されている。
内容について毎年月毎の内容がマンネリ
で工夫がない。ただ写真を載せているだ
けもって企画して内容の充実が欲しい（市
民に役立つ情報）

ご指摘のとおり、他市の発行日は１日の
ところが多いことは事実ですが、本市は
発行日を毎月６日と定めています。また、
他市広報紙との発行の間隔が同じである
ことや、広報紙の基本的な内容は本市の
お知らせを掲載していることから、発行日
の違いによる不利益は生じにくいと考え
ますので、現在のところ発行日を1日にす
る予定はございません。ご了承ください。
内容については、広報紙という性質上、
毎年同じような記事が掲載されるのは避
けられませんが、市民の皆さんにとって
有益な特集記事等を掲載していけるよう
努力してまいります。

秘書課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

1/6

前略　阪口市長殿、いつも行政をつかさ
どりありがたく思っております。さて今度ど
うしても一筆させて頂きたかったのは12月
度の広報を見て、市役所の年末年始の
業務が年末28日まで年始は４日からとい
うのを見たからです。普通の民間会社も
ほぼ28日までと思います。だから、29日、
30日には市役所に行きたい人も多いので
す。
ましてや本年は別に土曜・日曜にかかっ
ている訳でもない。せめて交替制にしてで
も30日、いやせめて29日は業務日として
欲しかった。また図書館はと見るとなんと
27日～１月３日、まで休みとは・・・。これ
では市民サービスが全然できてないと
言っても過言ではありませんよね。わたし
は現在50才でアルバイトにて生計を立て
ています。会社を休めばもちろん無給で
す。公務員の皆さんは休みが多くても給
料は変わりません。今の社会に文句を
言っても仕方ありませんが、市役所の人
はせめてもっと誠意をみせてください。

　国の機関の年末年始の休日につきまし
ては、12月29日から翌年の１月３日（６日
間）までとなっています。それに合わせま
して、大阪府を始めとして他の多くの自治
体も同様の取扱を行っています。以前ま
では高石市を含め一部の地域が１２月３
０日～１月４日（６日間）までとなっていま
した。その結果、年初において他市から
転入された方などから、「なぜ、他と違う
のか？」、「国・府その他多くの市町村と
合わせるべきでは？」等のご意見があ
り、近隣の泉州地域の自治体と協議した
結果、国の機関の年末年始の休日と同
様の取扱いに変更させていただきまし
た。
　今後におきましては、市民の皆様のご
意見をお聞きしながら年末年始の業務体
制等につきまして、検討を重ねてまいりた
いと考えておりますので、ご理解頂きます
ようお願いいたします。

人事課

1/19

明日１月19日の避難訓練ですが、こうい
う事をやっていただけるのはとてもありが
たいです。
しかし寒すぎるので、受験生が風邪をひく
と困りますし、参加したい気持ちはとても
ありますが、やめておこうと思います。
もう少し暖かい時期に、またやっていただ
けたら嬉しいです。

平成２４年度におきましては、１１月１８日
(日)に実施する予定です。前回の避難訓
練を検証しながら、より効果を上げるべく
取り組んでまいります。

危機管理課

1/23

高石市ホームページ内に、観光案内の
ページがないことについて：

 高石市に住んでいます。
高石市内の旧跡について調べようとホー
ムページを見ましたが、それらしいページ
は見つけられませんでした。
観光資源が少ないことはわかりますが、
全くなにもないわけでもないと思います。
他自治体でもされているような、観光案内
のページを要望します。
高齢者向けの、名所旧跡を巡るウォーキ
ングマップを紹介するかたちでもいいと思
います。
一度ご検討下さい。

現状、観光案内としてホームページへの
掲載はございません。今後、ブランド戦略
と地域活性化に取組む中で検討してまい
ります。

経済課

2/1

市民課係員の勤務態度について：
　先日、住民票を取りに行きましたが、そ
の際、受付の男性職員がカバーした文庫
本を読んでいました。私が窓口に近づくと
慌ててカウンター下へ隠しておりました。
情けない情景です。公務員への批判が高
まっている今、高石市職員の認識の何と
低調なことでしょうか。

　このたびは、市民課の窓口職員の勤務
態度において大変不愉快な思いをされた
ことにつきまして、お詫び申し上げます。
早速所属長に対しまして、このたびのご
指摘を伝えました。担当所属長からもご
指摘を真摯に受け止め、改めて職員に対
し、市民の皆様方が気持ちよく窓口をご
利用いただくため、窓口での態度や言葉
遣いなどの指導をより一層徹底すると申
しておりました。
　今後、このたびのご指摘を十分に踏ま
えまして、改めて職員一同市民の皆様方
が気持ちよくご利用いただけるよう接遇
等の改善に努めて参ります。

人事課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

2/13

取石３丁目取石中学校北～取石保育園
舗装について：
　同上の舗装工事が始まりました。従来
のプール跡の利用と通園・通学の利便を
高める手段と理解できるが事業課の説明
によると、
　1.　歩道が設定されない（グリーンライン
で仕分け）
　2.　車両が双方に通行
今回の場所は、取石保育園、取石小学
校、取石中学の通園通学に子供（学生）
送迎の車、近道と車の通行が増えること
が予想されます。交通事故が考えられ
て、危険と考えます。防止、安全を考え
て、次の提案を行います。
そこで３月31日迄の完了の中で
　　　　　　①　歩道の設備工事
　　　　　　②　車両の一方通行（東から
西）（西から東）を是非変更実施を求めま
す。
　尚①に就いては車道との分離、安全目
的でブロックのみの分離が出来るので
は。是非早急にご検討下さい。

今回築造する道路名は、市道取石３１０
号線であります。この取石３１０号線は、
認定こども園西側の押しボタン信号があ
る交差点から認定こども園までの既存道
路を延長する道路であり、幅員６．０ｍで
す。今回、取石幼稚園及び取石プールの
廃止に伴い、既存道路を東側に延長する
計画で道路設計を行いました。
新設道路の交通対策、安全対策につきま
しては、高石警察及び大阪府警本部と協
議を行い決定いたしました。内容として
は、交差点形状、隅切り延長、停止線の
位置、交差点マーク、路側帯の設置幅及
びグリーンの着色、カーブミラーの設置等
であります。歩道設置については道路幅
員６ｍの道路に歩道を設置しようと思え
ば、片側歩道の一方通行道路となり、新
設道路で一方通行の規制が好ましくない
と判断をした次第ですのでよろしくお願い
します。

事業課

2/20

献血は50kg以上と、18才以上が必要条
件となっていますが、何故　当日70才以
上をことわるのですか、その事は、何も公
示していない！

献血事業にご理解とご協力をいただきあ
りがとうございます。国では、「安全な血
液製剤の安定供給の確保等に関する法
律施行規則」により、献血される方の安全
と、血液を必要としている患者さんが安心
して輸血を受けられるようさまざまな基準
を設けております。400ｍｌ献血の採決基
準年齢は,男性１７歳～６９歳、女性１８歳
～６９歳、また、６５歳以上の献血につい
ては献血される方の健康を考え６０～６４
歳の間に献血経験あるカにお願いしてい
ます。今後とも、広報紙やホームページに
おきまして、献血基準を詳しく周知してま
いりますので、一層のご理解をいただき
ますようお願い申し上げます。

保健医療課

2/20
スポラ高石について：
利用料をもうすこし安くしてほしい。少し高
いです。

温水プールにつきましては、これまでと同
様に条例に基づく設定であり、又健康増
進ルームにつきましては、近隣の施設を
参考に指定管理者と協議し適正な金額で
実施しています。本市といたしましては、
今後とも更なる内容の充実を図り、利用
料金にご満足いただけるよう努めてまい
ります。

保健医療課

2/23

放射性物質・有害化学物質・放射能汚染
瓦礫・汚染物拡散行為および汚染物受け
入れ・焼却断固反対！！について：

放射性物質・有害化学物質・放射能汚染
瓦礫・汚染物拡散行為および汚染物受け
入れ・焼却断固反対！！
※長文につき未入力

　府の検討会議で示される処理指針等を
踏まえ、泉北環境整備施設組合、構成市
と協議しながら慎重に対応して参ります。

生活環境課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

2/24

日本レスキュー協会との協定の締結につ
いて：
認定NPO法人日本レスキュー協会は災
害救助犬の育成、セラピードッグの育成、
動物福祉で社会貢献している団体です。
この法人と協定を締結していただけませ
んでしょうか。

この協定につきましては、大阪府及び府
下数市が締結しておりますが、近隣市町
村では締結していません。本市としては
今後、協定の内容等を調査し検討してま
いります。

危機管理課

2/27

市役所窓口市民について：
暴力団まがいの人が市役所ホールで大
声でどなっています。
早く泉大津市を見ならって、暴力団等排
除条例を成立させて下さい。
普通の市民の方がずっとびっくりされてい
ます。

ロビーを含む市役所敷地内にて大声を出
しておられる来庁者に対しては、声を小さ
くしていただくようお願いするなど適宜対
応しております。今後とも、すべての来庁
者が快適に過ごせるように努力していき
たいと考えております。

庶務課

2/27
朝から夕方までずっと開放されてる子供
をあそばせる場所を作ってほしい。

現在本市では東羽衣保育園・綾園保育
所・南海愛児園で地域子育て支援セン
ターを設置しています。また、取石認定こ
ども園でも、子育て支援事業を行っており
ます。これは親同士の交流、育児相談も
行い、子供の遊び場としてもご利用いた
だきたいと存じます。また、子供の遊び場
等の情報について、市内の子育て関連Ｎ
ＰＯ法人等も各種行事等を開催しており
ますので、参加していただけますよう、隔
月であそびカレンダーを作成しご案内して
おりますので子育て支援課へ気軽にご相
談してください。

子育て支援課

3/2

スポラ高石の子供水泳教室について：
スポラ高石の子供水泳教室は、とても人
気があり定員がいっぱいで100人くらいの
方がキャンセル待ちをしているそうです。
2か月で5000円と他の施設と比べて半額
以下と非常に安価なので人気があるよう
です。

しかし、キャンセル待ちをしている間に子
供は大人になってしまいます。
せっかく高石市にこんな素晴らしい施設
があるのになかなか利用できず特定の人
だけが恩恵を受けている現状に歯がゆい
思いをしています。

そこで、しかたなく短期の水泳教室を利用
しています。
しかし今春の短期教室4日間で4000円と
継続して習うのと比べると1.6倍の料金で
す。他の民間でも短期4日間で4400円か
ら5～6000円というのを見かけるので多少
お安いのかもしれませんが、継続教室と
の兼ね合いを考えてほしいです。
特定の方だけ優遇されているこの価格設
定を見直すことはできませんか。
継続して教室に通いながら短期教室に参
加する方もいます。
2重に恩恵を受けているような印象があり
ます。
せめて、継続教室のキャンセル待ちをし
ている方の価格は継続教室と同程度にし
てほしいのです。
また、ある期間の短期教室は非常に人気
がありますが、それも継続して習っている
人よりキャンセル待ちをしている人を優先
するべきではないのでしょうか。

この度は、大変貴重なご意見を頂き、誠
にありがとうございます。現在、スポラた
かいしのこども水泳教室は、皆様の暖か
いご声援を頂くことが出来、お声を頂いた
ように定員に達し、キャンセル待ちでお待
ち頂いているお客様が多くおられる事は
事実でございます。プールの稼働状況か
ら、一般遊泳者の方々にもご不便をおか
けする事の無いように、また、お子様達の
安全の確保を行う為に現在の利用コー
ス・定員を設定させていただいておりま
す。特に、プール利用者の皆様の安全は
第一優先として考えさせて頂いている所
存でございます。今回のお客様よりのお
声に対して、現在のコース（クラス）の定
員の増員・短期教室のクラス設定等も考
慮し、今後、更なるニーズにお応えができ
ますよう取り組んでまいります。今後とも
よろしくお願い申し上げます。

保健医療課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

3/2

市民の声　提案箱公開について：
ホームページで「運用状況と提案等の概
要」を公開しているが提案されてから公開
するまでの期間は早められないのか。
現在１年前に提案されたものまでしかみ
ることができない。
職員も仕事で忙しく、個別に返答するの
は大変な労力だろうから「返答はいらな
い」として提案するが、きちんと見てもらえ
たのか、きちんと対応されているのか知り
たい気持ちはある。

「市民の声」提案箱の運用状況と提案等
の概要の公表につきましては、現在、「市
民の声」提案箱制度実施要領に基づきま
して、年に１回の公表を行っておりますの
で、ご理解の程よろしくお願いします。

秘書課

3/7

昨年度のタウンミーティングで実施を求め
た現状の改善について
規則は昭和31年12月６日規則７号（改訂
平成19年３月第11号）公布の日から施行
と明示されている。
　1.実施された事実を知りたい
　2.実施されていない理由は何か、何故
か
　3.昭和31年以降の実績

　実施されない 大の理由は人事考課の
一手法である「勤務評定限定」から広く職
員能力向上の視点に立って見直しが必
要と考える。職務分担が広くなって、部署
（庶務）狭くなった窓口業務広く仕事（職務
分析）を行い評価要素（20～８）を見直し
職務遂行能力を中心にした、実地に即し
た評価を取り入れる様提案したい。
職員（正規）削減の裏付けとして、能力向
上は急務になるので、早急に市長を先頭
に実施、明るい職場を期待したい。

この度は、貴重なご意見を頂きまして誠
にありがとうございます。高石市における
勤務評定は高石市職員勤務評定実施規
則に基づき実施しておりましたが、現在、
凍結しています。凍結した理由としては、
この勤務評定では個々の職員の方々の
能力を正確に評価できないなど、制度を
疑問視する意見が多数あったためでござ
います。現在、高石市では勤務評定にか
わるものとして、平成２４年度から人事評
価を段階的に導入する予定でございま
す。この人事評価では、ご指摘をいただ
きました職務遂行能力などを中心とした
実地に即した評価を取り入れ、職員のさ
らなる能力向上を進めてまいりたいと思
います。

人事課

3/21

議員定数削減について：
現在議員定数は１７名となっていますが、
この人員ですと市民数3,000名に１名の割
合です。他市の例で見ますと、市民数
3,000名のところは広大な面積を有する市
民とのコンタクトの取りにくい市とかが多
い様です。高石の場合、住居に使用され
ている面積は少なく市民と議員とのコンタ
クトが取り易く又、市財政の改善が必要と
されている現在、議員数の削減は必要と
思います。ましてや、市職員の給料を削
減をされているのですから議員自らの発
案があって当然だと思いますが如何。

平素より本市議会につきまして、ご高配く
ださりありがとうございます。ご意見をい
ただきましたことにつきまして、次のとおり
回答させていただきます。市町村の議会
の議員定数は、平成２３年４月の地方自
治法の改正により、上限は撤廃されまし
たが、それまでは人口により上限が定め
られていました。この上限が撤廃される前
の平成22年１２月31日現在の全国市議
会議長会の調査によりますと、減員率は
全国平均は１９．７％、大阪府平均は２
９．３％になっていますが、高石市の減員
率は４３．３％、４年間で６名削減いたしま
した。議員定数につきましては、平成11
年、１５年のいずれも、議員提案で削減が
行われました。今後も議員定数を含む議
会の諸問題につきましても、議会運営委
員会を中心に協議、検討されるものと考
えています。（参考附記）昭和３４年４月23
名、平成１１年４月２０名、平成１５年４月
１７名

議会事務局

3/21
スポラたかいしについて：
利用料安くして下さい。東京でも１回利用
５００円です。

温水プールにつきましては、これまでと同
様に条例に基づく設定であり、又健康増
進ルームにつきましては、近隣の施設を
参考に指定管理者と協議し適正な金額で
実施しています。本市といたしましては、
今後とも更なる内容の充実を図り、利用
料金にご満足いただけるよう努めてまい
ります。

保健医療課
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3/27

高石市立保育所の保育料の算定のため
に市民税課で書類を取得し、それを子育
て支援課に提出します。同じ役所内なの
でデータ共有すれば時間と労力・費用が
節約されます。紙のムダ、電力のムダも
人力のムダも省けます。縦割りの弊害を
なくして下さい。

現在、高石市保育所保育料徴収規則に
おいて、「収入の確認は扶養義務者等が
書類を提出しなければならない」としてい
るため非課税世帯には課税証明書の提
出をお願いしています。ご指摘の点を踏
まえて市民税のデーターを共有できるよ
うになれば事務の効率化が図られるた
め、各課と協議し検討してまいりますの
で、よろしくお願いします。

子育て支援課


