
 
 

「市民の声」提案箱制度の運用状況 

 

 

平成 21 年 10 月から平成 22 年 3 月までに「市民の声」提案箱へお寄せいただ

いたご提案等の状況をお知らせします。 

平成 21 年 10 月～22 年 3 月受付分 

合計：50 件（内訳：提案箱 35 件、ホームページ等 15 件） 

 

 次ページからは、お寄せいただいた提案等の概要や一部内容をご紹介いたし

ます。 

 なお、ご提案等の概要や一部内容は、市役所 1 階行政資料コーナーと市ホー

ムページでご覧いただけます。 



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課
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議会の開催日を広報で示されないか？決議内容
では意味がないのでは？また、市の財政が豊か
になったのかも聞きたい。

議会事務局：
市議会定例会の開会予定は、随時「たかいし議
会だより」に掲載しています。市長が議会の招集
を行うのは、開会日の１週間前で、このときに、提
出予定案件が示されます。提出された議案の数・
内容を検討し会期の決定を行うため、開会日の３
日前頃に議会運営委員会を開催します。このた
め、会期は議会だよりに掲載する余裕がありませ
んので、お手数ですが議会事務局にお問い合わ
せ願います。議決結果につきましては、議会での
審議事項をお知らせする上で、必要と考えており
ますので、今後も掲載いたします。
財政課：
本市財政は、これまでの数次にわたる「財政健全
化計画案」を策定し、これに基づいて行財政改革
を進めてまいり、一定の財政健全化を図ることが
できましたが、長引く景気低迷の影響による企業
の業績悪化等に伴い、法人市民税などの市税収
入が大幅に減少したことなどにより、依然として厳
しい財政状況が続いております。

財政課
議会事務局

10/9

市内でインフルエンザが流行し、市内各公立学校
では感染家族が出た場合でも出席停止を呼びか
けている昨今、市役所にてインフルエンザに家族
が感染した職員が出勤してると聞き驚きました。
多分季節性インフルエンザだから、と言う理屈
だったみたいですが、高石市の市役所では出勤
停止などの規定があるのでしょうか？

本市においては、職員（臨時、非常勤、パート職
員も含む）の同居している家族が、新型インフル
エンザ等感染症にかかっている疑うに足りる正当
な理由がある場合については、職場での感染症
のまん延を防止する必要があるため、当該職員
に対し所属長が出勤停止の協力要請を求めた上
で取得できるインフルエンザ等感染症に関する休
暇を認めています。今後についても、新型インフ
ルエンザの感染の拡大防止に向けて、迅速な対
応をしていきたいと、考えています。

 人事課

　　　　　　　　「市民の声」提案箱に寄せられたご提案等の公表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年10月から平成22年３月まで）
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市役所の女性トイレ（洋式）に手すりを付けてくだ
さい。障害者は不安です。

本館１階北側及び別館には障害者用トイレを設
置しておりますが、それ以外のトイレへの手すり
の設置については、利用者の方の安全確保を考
え、引き続き検討してまいります。

 庶務課

秘書課
教育指導課
危機管理課

10/14

大人のモラル：
新型・季節性と高石市内でもインフルエンザでの
学級または学校閉鎖が相次いでいる中、先日の
高石だんじり祭りでのことですが、インフルエンザ
の熱が下がったからといって、発症して３日目に、
子供を参加させていたそうです。「インフルエンザ
やけどごめんやで～」という感じだったと聞きまし
た。それとこれは曳行中のことですが、ペットボト
ルでの回し飲みをしているのを見ました。これだ
け騒がれている中、大変信じがたいできごとでし
た。毎日ドキドキしながら家族中で体調管理に気
を付けているのに、今回の様な軽はずみで無神
経な行動は許せません。親として、大人のモラル
を疑いたくなります。「今どきの子供たちは・・・」と
問われ、何かと良くない話も多い時代ですが、む
しろ「大人のモラル」を問うべきなのではないで
しょうか？子供たちのモラルの低下は親である大
人のモラルの程度に比例すると思うのです。イン
フルエンザの流行期はまだこれからです。是非、
今一度各学校・各家庭・各自治会においての予
防、そしてまん延防止の徹底を通達願います。そ
れと、これもだんじりの際のことですが、お酒を飲
みながら・・・タバコを吸いながら・・・というのはど
うなのでしょう？それと明らかに未成年と思われ
る引き手の子供たちの飲酒・喫煙。小さな子供た
ちも参加している祭りなんです！あんな醜態を見
せていいのですか？「だんじり」はもっと神聖で勇
壮なものである筈です。あれを美とか粋とかいう
風に考えるのは何処か勘違いしている様に思い
ます。悪い習慣は改めるべきです。インフルエン
ザにしろ、だんじりにしろ、大人のモラルについて
深く考えさせられました。一人一人が自覚と責任
を持ってもらいたいと思います。子供たちの心と
体の健全な成長のために。

秘書課：
インフルエンザのまん延防止については、新型イ
ンフルエンザ発生初期の段階で各自治会へイン
フルエンザに関する臨時の回覧をしました。また、
広報紙にインフルエンザの予防・電話相談等に関
するちらしを折り込んで市民に配布し、さらに市内
の広報板にも予防、啓発のポスターを掲示しまし
た。今後も引き続き、インフルエンザの予防に関
する啓発を行っていきます。
教育指導課：
これまでも、子どもたちの規範意識の向上につい
ては、市教育委員会としても、また、各小中学校
においても継続して取り組んでまいりました。自分
の行為が他の人に迷惑をかけていないか、また、
他者への思いやりある態度となっているのか、周
囲の風潮に流されることなく自立心をもった行動
の実践力を育てることに今後も力を注いでまいり
たいと思います。まずは、周囲の大人が範を示す
ことは言うまでもありませんが、子どもたち一人ひ
とりが、自分で考え人として正しいと思うことを実
践できる様、学校での教育活動全体を通して道徳
教育を推進してまいります。また、このたびのイン
フルエンザ対策としては、各学校園に機会ある毎
に周知しており、ペットボトルの回し飲み等につい
ても感染拡大予防のために注意喚起を指示して
おります。
危機管理課：
市では、新型インフルエンザについては、ホーム
ページ等で感染防止等の啓発を行っています。ま
た、11月号の広報紙にもあらためて掲載を予定し
ています。なお、「だんじり祭り」は地域のお祭りで
すので、市が直接関与することはできません。市
としましては啓発を行うことにより、感染防止に努
めていきます。
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斎場は公共施設でありながら受動喫煙防止措置
がとられていないので、禁煙にするべき：
市民ではありませんが、意見させていただきま
す。９月下旬、高石市に住む親類の葬儀のため
高石斎場(千代田2-13-21)を利用致しました。料
金が安く、親類一同助かったようです。ありがとう
ございます。ただ、公共施設でありながら今時２階
の待合室や廊下、１階建物玄関に灰皿が置かれ
タバコが吸いたい放題の 低の環境です。一部
の親類が喫煙し非常に不愉快な思いをさせられ
ました。小さな子どもや赤ん坊がいるのに、通夜
で酒を飲んだ年長の親類は無神経に喫煙し毒ガ
スをまき散らしてやりたい放題です。もちろん立場
の弱い我々が、酔っぱらい中毒者に注意などでき
るはずもありません。厚生労働省の報告書にもあ
る通り、公共施設なのですから敷地内全面禁煙
にすべきです。建物玄関にも灰皿があると喫煙者
が涌いてくるので撤去をお願いします。また過去
の市民の声の11/13の欄を見ると、市役所玄関前
にも来庁者が庁内に入る前にタバコを消すために
灰皿を設置していると書いてありますが、回答が
おかしいと思います。喫煙所でないというなら、市
民はくわえ煙草で役所にやってくるのですか？高
石市民はそんな野蛮人ばかりなのでしょうか？信
じられません。おまけに、職員用の喫煙所がある
とありますが、もし勤務中抜け出して喫煙している
のであれば職場放棄(税金泥棒)なので、そのよう
な職員は解雇して喫煙しない職員を採用すべき
だと思います。

市民課：
高石斎場へのご提言ありがとうございます。提案
者におかれましては大変ご迷惑をおかけし、また
不愉快な思いをさせ申し訳ございませんでした。
斎場の２階待合室での喫煙につきましては、お通
夜で故人の近親者が長時間お使いになるところ
であり、喫煙をやむを得ず認めておりましたが、
国民の健康増進を進めることから、今後斎場建物
施設は、利用者にも協力をお願いし、禁煙として
まいります。ご理解のほどよろしくお願いします。
庶務課：
健康増進法の施行に伴い、受動喫煙を防止する
措置として、平成16年度より本館１階西側玄関横
及び地下に喫煙室を設置し、分煙を実施している
ところです。以前来庁者が庁内に入る際にタバコ
を消すために設置していた玄関の灰皿は、現在
撤去しています。尚、勤務の間の喫煙時間につい
ては、お茶等を飲む時間と同様で、休憩時間の意
味があり、ただちに地方公務員法上の職務に専
念する義務等の規定に抵触するとは言い難い面
がありますが、職員の健康管理の面からは、個々
の職員が喫煙量を減らすことは望ましいことと考
えています。現在のところ、市役所の全面的な禁
煙については検討していませんが、今後の社会
動向をみながら、健康増進の見地から、より適切
な庁舎管理について、考えてまいります。

市民課
庶務課
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平素は、高石市議会につきまして、種々ご支援、
ご協力賜りありがとうございます。また、市議会
ホームページの会議録をご活用下さりありがとう
ございます。
さて、この度のお問い合わせにつきまして、回答
させていただきます。
市議会会議録の調製は、本会議は速記者が記録
をし、また、録音も行って、それらを活用して文書
にしていきます。また、委員会（総務文教委員会、
福祉土木委員会、予算委員会、決算委員会）は、
録音したものを聞いて文書にしていきます。文書
にするのは、本会議は速記会社に委託、委員会
は速記会社に委託のほか、事務局職員も作業し
ています。文書にされたものは、事務局職員が録
音されたものを聞きながら、誤りがないか、不要な
字句がないか、などをチェックする整文（修文）と
いう作業をします。録音が聞きとりにくいところは、
本人に確認するなどして補っていきます。
このように何度かチェックしたものを印刷して会議
録を作成し、本会議・委員会の際、議長または委
員長から会議録の署名議員として指名された議
員が内容を確認し、署名を行って初めて公開でき
る会議録となります。この後、インターネットの会
議録に掲載します。
このような作業のため、約２ヵ月を要しています。
ご指摘のように、会議録を迅速に閲覧していただ
けるようにすることは、大変、重要なことと存じま
す。ご説明させていただきましたように、相当の作
業が必要となりますが、今後とも、できるだけ早く
公開できるように努めてまいりたいと存じますの
で、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げま
す。

 議会事務局
高石市議会議事録の件：
いつもインターネットにて議事録をみています。議
会終了後２ヵ月程遅れるのを早くしてください。
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とろしプラザふれあいルームの利用法改善につい
て：
・ふれあいルームを、より市民が使いやすいよう
にしてほしい。
・安心して利用できるよう今まで同様に階段やエ
レベータをチェックしてください。
・制限時間もふまえて、グループと個人の定義を
明確にしてほしい。
・現状ふれあいルームの利用は混んでいないの
で、利用人数等によって時間延長できるようにし
てほしい。
・設備について、コンセントがむきだして子供が触
ると危険。空調があまりコントロールされておら
ず、暑すぎたり、寒すぎたりする。
・受付の方の対応が感じ悪く委縮してしまう。（個
人的な受け止め方の問題かもしれませんが、私
の友人も同様な感じを受けたそうです）

とろしプラザふれあいルームの利用法改善につい
て：
・ふれあいルームは親と子のふれあい、お年寄り
の方のふれあいの場として、広く市民の方に利用
していただくという目的で設けています。今後とも
より利用しやすいような管理運営を行います。
・施設内の巡回回数を増やす等今まで以上に安
全対策を図ってまいります。
・ふれあいルームは、個人での利用も、グループ
での利用もできますので、個人・グループの区別
はありません。今後は、ご理解いただけるよう、十
分説明させていただきます。
・利用時間については、90分とさせていただいて
いますが、利用状況等を考慮し、延長も含めて検
討します。
・コンセントカバーの件ですが、保護者もおられる
ことから、通常の利用において、大きな危険はな
いものと思われます。空調については、省エネや
利用者のことを考慮し温度管理していきます。

秘書課（とろし
プラザ）

12/4

鴨公園の遊歩道における原付バイクについて：
鴨公園及びその遊歩道において、 近原付バイ
クの通り抜けを度々みかけます。砂場で遊んでい
る子供たちや遊歩道を散歩している人たちにバイ
クが接触するのでは・・・とヒヤッとする場面が
度々あります。どこから入ってきているのか見て
いると、現在建設中の住宅（以前土木課分室が
あったところ）の通路より出入りしているようです。
コンビニ帰りと思われる袋をぶらさげていました。
出来ればその通路に止柱を増やしていただき、バ
イクが通れないように願います。交通ルールを守
れない者が悪いのですが、それを阻止すべく対策
をお願いします。子供たちが安全に遊べる公園、
皆が憩える公園づくりの為、ご努力をお願いしま
す。早急な対応をよろしくお願いします。

鴨公園内に原付バイクを乗り入れることは大変危
険なため、乗り入れは禁止しています。一方で通
路に車止め等で入口を狭小にすれば、自転車の
乗り入れができなくなり、公園利用者に不便をお
かけすることとなります。ついては、該当の入口に
注意書を掲示し、一定の規制を行います。

土木公園課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

　　　　　　　　「市民の声」提案箱に寄せられたご提案等の公表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年10月から平成22年３月まで）

12/14
駅周辺の再開発について：
高石駅の西側と富木駅の周辺の再開発をしない
と、ゴーストタウン化する恐れがあると思う

市では、防災面で安全・安心なまちづくりを進めて
いくうえで、木造住宅が密集している状況を改善
していきたいと考えています。そのため、高石駅
西側につきましては平成８年に土地区画整理事
業による面整備を行うため、都市計画決定を行い
都市計画道路や生活道路、また、公園等の整備
を行って、土地の整形化や住宅密集状態の解消
と共に防災性の向上を図る計画となっています。
また、富木駅周辺につきましては、地元関係者で
組織しています富木駅周辺整備計画協議会に
て、富木駅周辺にふさわしい整備内容や手法な
どについて、検討を行っています。しかしながら、
現在本市の財政状況が思わしくなく、第４次財政
健全化計画を策定し、平成24年度に財政健全化
に向けて鋭意努力している状況ですので、ご理解
賜りますようお願いします。

 都市計画課

1/4

学校の敷地内禁煙：
全国の80％の学校は敷地内禁煙を採用していま
す。大阪府は61％です。高石市はいつからやりま
すか？

学校敷地内の禁煙化につきましては、公共施設
における受動喫煙防止対策として、学校敷地内
の禁煙を推進したいと考えておりますが、具体的
な実施時期については未定でございますので、よ
ろしくお願いいたします。
現状では敷地内禁煙は100％となっておりません
が、子どもたちに影響の無いように分煙は実施し
ておりますので、よろしくお願い申し上げます。

教育総務課
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企業誘致：
高石市を活性化するためには、薬品会社のよう
な、企業を誘致すれば、町のクリーン化が図れる
と思う。

平成19年６月に施行している「高石市企業立地促
進制度」により市内の工業専用地域・準工業地域
（高砂、南高砂、高師浜丁の一部、取石７丁目の
一部）で製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情
報通信業、運輸業などを対象とし、事業所等の新
設または拡張等を行うにあたり取得した家屋、償
却資産（５億円以上）に対し５年間の固定資産税
等を軽減することとしております。現在まで２件の
事業所が該当しております。ご提案の薬品会社も
製造業であり要件が合致すれば対象となります。
今後も、この制度をＰＲし企業誘致に努めてまい
りたいと考えます。

経済課

1/27

①受付後部の時計が見にくい。特に年寄りには
光って見えない。一年ほど前から申し出ています
が、一向に改善されません。もし、予算が無いの
なら、買って寄付したい。
②身体障害者トイレにジャンパー等掛けるところ
や荷物（手荷物やハンドバッグなど）を置くところ
が無いので、不便です。早急に付けて欲しい。

①時計の針にテープを張るなどの方法で対処す
る旨回答し、その後、文字盤が白い時計に付け替
えました。
②トイレ内のスペース、衛生面、費用等を考え、
工事を伴わない方法で対処することが可能か検
討する旨回答し、その後、庁舎本館及び別館１階
の障害者用トイレにフック・荷物置台を設置しまし
た。

庶務課
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資源回収について：
堺市などで実施されている、お菓子や食料品等
のプラマークのついた袋などを回収して頂けませ
んか？私は少しでも役に立てばと思い、日常溜め
て堺市に住む娘の家へ持って行ってます。主人と
二人住まいでも、相当数溜まります。

現在、食料品等のプラマークの付いた袋等の回
収は行っておりませんが、ごみの減量化・再資源
化を目的に、ペットボトルや白色トレーまた、空き
缶・空きびん類の回収を行っています。
今後は、更なるごみの減量化・再資源化をめざす
ため、ご提案いただいた家庭系ごみの中で、容積
比約６割を占める容器包装ごみであるその他プラ
スチック製容器包装やその他紙製容器包装の分
別収集による資源化を進めて参りたいと考えてお
りますので、何卒、ご理解の程よろしくお願いしま
す。

生活環境課

2/10

市役所内の安全衛生について：
本日、市役所へ行きましたが、あまりに整理整頓
がなされておらず、おどろきました。ロッカーの上
や机の上に段ボール箱やカゴやファイルが山積
みになっており、地震などあったら、倒れたり落ち
たりすることが簡単に想像できます。職員の方々
が怪我などされないように、また効率よく仕事が
できるように、館内のクリーアップを提案申し上げ
ます。また、市役所には重要な情報がたくさんあ
り、きちんと鍵付きの書庫で保管されていると存じ
ますが、その点も含めて、ぜひ再度安全衛生と秘
密文書の管理について徹底・見直しのほどお願
いします。

全庁的には、防災的な面からも窓際に荷物を置
かないようにするなどの措置が必要であることか
ら、メール等により事務室内の整理整頓を行うよ
う依頼します。

庶務課

2/19
大歳公園について：
かなりガタガタなので、きれいにしてほしい。

現場を確認し、ブロック張りの部分が数か所で盛
り上がっていますので、土で埋めるなどの対策を
取ります。

土木公園課



受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課

　　　　　　　　「市民の声」提案箱に寄せられたご提案等の公表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年10月から平成22年３月まで）

3/8

防災行政無線について：
 高石漁港に設置されている防災行政無線は、一
時期は５時のチャイムが放送されていましたがす
ぐに、放送されなくなりました。（音がうるさいなど
の苦情により放送を中止したとおもいますが）５時
チャイムが鳴っていないと点検ができていないの
ではないでしょうか？もし、故障していて天災がき
たら鳴らないので、設置した意味がないと思いま
す。音の大きさを調整などにより放送はできませ
んか？

ご指摘の防災行政無線の子局は、大阪府港湾局
が津波用として設置した子局で、定期点検は大阪
府が１年に１回の定期点検を実施しています。
市が設置した子局については、１年に１回の定期
点検に加えて、毎日夕方に放送することにより
日々の点検にもなっている状況です。しかしなが
ら、大阪府が津波用として設置している当該子局
は設置場所が民家に近接しているうえ、高さも低
い位置にあるため、子局直下の住民には大変大
きな音で聞こえ、音量を調整しても、毎日の放送
には耐えがたいということで、現在は親局で調整
し放送を停止していますので、日々の点検につい
ては実施できていない状況ですが、緊急時には
親局を調整して放送を流すようにしています。な
お、当該地区には大阪府が子局を設置する以前
から羽衣ポンプ場（浜寺公園南端）と高石消防署
高師浜出張所に子局を設置してあり、２つの子局
で十分に情報の伝達が行われていましたので、
緊急時に指摘されている子局が故障等により放
送ができない場合であっても、上記の２つの子局
で当該地域への情報伝達は十分可能であると考
えています。

危機管理課

3/10

来庁者駐車場について：
全ての駐車場を来庁者に開放して、市役所職員
の駐車は民間の駐車場を職員が自分で探すよう
に、すべきではないですか？

現在、庁舎駐車場の東半分のスペースについて
は、職員厚生会へ貸与し、厚生会が駐車場を利
用する職員から使用料を徴収しているところです
が、職員厚生会では、鴨公園北側にも民有地を
借り上げ職員駐車場として運営しています。
今後、来庁者用駐車場の利用状況を見ながら、
職員の通勤手段の確保という労働環境の確保
と、来庁される市民の利用の便を勘案しながら、
市役所駐車場の適正な利用について検討してい
きます。

庶務課
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庁舎周辺清掃について：
今年も気候がゆるんできました。一度庁舎の周辺
を見回ってください。雑草がいっぱいです。とても
見苦しく高石市の顔として建っている庁舎です、
近くに住んでいますのでひどく気になります。予算
が無ければ他の方法もいろいろと検討されてはい
かがですか。職員がローテーションで作業をする
とか。

原則として建物以外の庁舎敷地内の管理につい
ては、庶務課等で職員による対応を行っており、
次回は４月以降に草刈り等の作業を行う予定で
あります。

庶務課

保育所・幼稚園の老朽化に伴う施設改修及び建
て替えについては、耐震化を進める方策の一つと
して検討してまいりました。ご指摘の取石保育所
については、平成21年７月に耐震診断を実施した
結果、耐震数値が低値を示したこともあり、隣接
する取石幼稚園を改修し、緊急に移転しておりま
す。また、多くの保護者からご要望いただいた耐
震化の推進のための施設整備については、待機
児童対策、地域子育て支援の充実また、幼児教
育・保育を一体的に行うため、民間活力を導入
し、「認定こども園」として施設整備を行うと平成21
年10月13日に、行革推進本部で決定以降、各保
護者や市民への説明、周知に努めてまいりまし
た。
「認定こども園」への移行は、単に民営化というこ
とではなく、園児数が減少する幼稚園と働く保護
者への支援が増加する保育所運営を行うなか
で、幼稚園・保育所の両方の機能を提供でき、特
に取石地区の子ども達にとっては、保育所・幼稚
園・小学校・中学校とつながる子育て支援を実現
する施設になるものと考えております。平成23年
４月の開園に向けて、本年度建築等を進めること
としていますので、取石地区の子ども達のことを
第一に考えて、今後も地区の皆様のご理解をい
ただきたいと考えております。
しかし、一方で今回のようなご意見をいただきまし
たことは、ありがたいご指導としていただき、今
後、「認定こども園」開園に向けて市民の皆様に
ご説明を行っていきたいと考えております。

子育て支援課
教育総務課3/18

取石保育所と取石幼稚園の廃止条例の提案（提
案内容）について：

近、保育所・幼稚園の耐震化が放置されている
こと。公立の取石保育所、取石幼稚園の民営化と
いう話を聞きました。平成２２年３月５日（金）の新
聞朝刊に高石市職員労働組合発行の折り込みビ
ラで、阪口市長が３月議会に取石保育所と取石
幼稚園の廃止条例案を提案、廃止後の民間認定
子ども園は、社会福祉法人徳友会（取石南保育
園を経営）が、運営事業者になり、取石地区の保
育所・幼稚園（認定子ども園）はすべて徳友会の
運営になると記載されていました。一市民として
びっくりしました。この記事が本当であれば、市民
として何事であるかと言いたい。昔からあった公
立保育所や幼稚園を廃止して民間運営に委ねる
という、大変なことを広く市民に説明もなくやろうと
していることは、どうも納得できません。保護者会
や連絡会等から、市長に21,744筆の「保育所・幼
稚園の早急な耐震化と取石保育所・取石幼稚園
の廃止凍結」を求める請願署名を提出したとのこ
と、取石保育所と取石幼稚園の廃止については
市と市教委が、保護者のあまり知らないところで、
勝手に決め、保護者に結果だけを知らせたとのこ
と。阪口市長、あなたは平素から、市の情報は市
民と共有すると言い続けています。その人が何事
かと言いたい。こんな大きな問題については、もっ
と、もっと、時間をかけて保護者はもちろん、市民
の納得のいくようにしてもらいたい。しなさい。市
はあなたのものではない。あなたとともに市民の
ものです。ものごと、早まると悔いを残すこと、胸
にたたきこんでおいてください。よろしくお願いしま
す。
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取石保育所と取石幼稚園の廃止条例の提案（提
案内容）について：
高石市の一市民です。阪口市長が取石保育所、
取石幼稚園の廃止条例を提出したことを知りまし
た。廃止後の認定子ども園のこともすでに決まっ
ているような状況だということも知りました。私は、
市議会は市のやろうとしていることを、よく聞き、
じっくりと議論し、提言し、監視することは使命だと
常々思っています。今回の市長提案について、十
分ご検討願います。関係保護者等から議長あて
に請願書が提出されたとのこと、市会議員は、市
民から選出された、市民の代表です。市議会の中
には会派が複数あり、考え方も異なりますが、市
民に対しては、情報を提供し、充分説明し、市民
のために、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

平成22年第１回市議会定例会に市長から提出さ
れました、議案第３号「高石市立幼稚園条例及び
高石市立保育所設置条例の一部を改正する条例
制定について」は、福祉土木委員会に付託され、
総務文教委員会と連合で３月１日と２日に審査さ
れました。同委員会で賛成多数で可決された後、
３月18日の本会議で賛成多数で可決されました。
会議録は作成でき次第、市役所の行政資料コー
ナー、インターネットの市議会ホ―ムページで公
開いたします。

議会事務局


