
 
 

「市民の声」提案箱制度の運用状況 
 

 平成２５年４月から平成２６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２５年４月～２６年３月受付分 

 合計：３１件(内訳；提案箱１２件、ホームページ等１９件) 

 

次ページからは、お寄せいただいたご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２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。 



「市民の声」提案箱に寄せられたご提案等の公表 
（平成２５年４月から平成２６年３月まで） 

受付日 提案の概要 対応内容・市の考え方 担当課 
4/4 土曜、日曜、祝日でも住民票や印鑑証明書等を発行でき

るように休日窓口を開くか機械で発行できるようにして
もらいたいです。 

住民票の写しの発行は、事前に電話によるご
予約をしていただいた方に対しまして、土曜日
の午前 9 時から正午までの間に当直室にて住民
票を交付する方法を実施しておりますが、印鑑
登録証明書の交付につきましては、実施してお
りません。平日、ご本人もしくは代理人が印鑑
登録証（印鑑登録カード）を持参の上、ご来庁
下さい。 
閉庁日における証明書等交付窓口の設置及び
自動交付機による証明書等の交付につきまし
ては、効率的な運営を行うという点から、全庁
的な運営のなかで、研究してまいりたいと考え
ております。 

市民課 

4/9 母子扶養手当について 
同居する家族の収入が１人でもたくさんあるだけで、母

子扶養手当がもらえません。１回ももらっていないのに悔
しいです。 

母子扶養手当は、児童扶養手当のことと、ご
推察いたします。児童扶養手当法にもとづき、
請求者と同居し、生計を同じくする親族（民法
第８７７条第１項に定める扶養義務者）の所得
が一定額以上を超えた場合は手当が支給され
ませんので、ご理解いただきますよう、よろし
くお願い致します。 

子育て支援課 
 

4/26 幼児２人同乗用自転車について 
 現在１歳７カ月の娘と、妻のお腹には５カ月の赤ちゃん
が宿っています。２人目の子供が産まれ、幼児２人と自転
車に乗るには、２人同乗用自転車が安全だと思います。 
そこで提案なのですが、幼児２人同乗用自転車購入の助成
金等は考えていないでしょうか？隣接市の堺市は、３人乗
り自転車の無料貸し出しを行っています。泉大津市は、購
入費の半額（上限あり）助成を行っています。それぞれ財
政の苦しい市であるのに違いはないと思います。ぜひ助成
金等を検討していただきたいと思います。何かと忙しいと

平成 21 年 7 月 1 日から道路交通法施行規則
が改正され、3 人乗り自転車が使用できるように
なりました。子育て世代におかれましては、保育
所の送迎等でご利用される方もいらっしゃると思
います。3 人乗り自転車は発売当初 10 万円前後
の価格帯でしたが、最近では 3 万円～5 万円程
度の商品も見受けられます。このような状況を勘
案し、現時点において 3 人乗り自転車の購入補
助は予定しておりません。ご理解のほどよろしく
お願い致します。 

子育て支援課 



思いますがよろしくお願いします。可能であれば、メール
等で回答を頂ければ幸いです。 

4/26 事務の効率化について 
4 月 15 日（月）国民健康保険課に内容確認に来た時のこ

とです。１、月曜日の為 ２、書類が届いたところだった
ため、多くの方が待っていました。対応されている職員の
方は５人だったでしょうか。皆さん一心に仕事を進めてお
られましたが、小生の待ち時間が９０～１２０分程度だっ
たでしょうか。小生は唯、内容確認を聞きたいだけでした。
時間にして１０秒もあれば終了する内容でした。手続きが
必要であれば改めて日をかえるつもりでした。 
○ここで提案です。５人のうち１人を聞きたい人達に配置
すれば改善されるのではないかと考えました。 
小生以外にも待っている人の声も聞こえました。事務の効
率化（待たさない）を充分考えて今のやり方をしておられ
るのですか。疑問？ 

この度は、本市の国民健康保険行政に対し、
ご提案いただき誠にありがとうございます。 
ご来庁いただいた際は、長時間お待たせする

ことになり、申し訳ありませんでした。 
 当日は、ご指摘通り、①月曜日であったこと、
②平成 25 年度高石市国民健康保険料仮算定通
知を送付した直後であったことにより、大変混
雑している時期でありました。 
 待ち時間を減らすための事務効率化につい
ては、健康保険課としても検討を重ねており、
今年度については窓口対応職員を通常の 2 名よ
り 5 名に増員し対応している次第です。 
 事務の効率化については、きめ細かく、より
多くの市民の皆様にとって満足していただけ
ることを目標として取り組むべきものと考え
ております。 
 ご指摘いただいた点については、事務の効率
化を図るために引き続き検討を重ね、市民の皆
様に還元できるように努力していく所存でご
ざいます。今後とも本市における国民健康保険
行政にご協力よろしくお願いいたします。 

健康保険課 

5/7 市民劇団アプラ 
先日、アプラホールであったミュージカルを、観に行きま
した。市民の方が活躍されている舞台で素晴らしいなと思
いました。わたしは知人が団員なので知ったのですが、こ
んなにも、素晴らしい劇団が財政難で活動休止の危機にお
かれているそうです。せっかくの高石市の市民劇団など文
化活動をされている団体への協力などはお願いできない
のでしょうか？ 

いつも、たかいし市民文化会館をご利用いた
だきありがとうございます。又、「市民劇団ア
プラ」を応援いただきありがとうございます。
「市民の声」に提案いただきました件につきま
して報告いたします。 
アプラホールでは、多くの市民団体が活動され
ていますが、各団体で運営をお願いしており、
市の援助等は行っておりませんので、ご理解を
お願い致します。 

文化会館 

5/8 植木のマナーに関し 平成２５年４月１日から一部従量制による 生活環境課 



 高石市内で風致地区の指定が廃止され、建ぺい率が普通
の住宅地と同様に引き上げられると云う事は理解できま
したが、隣家の庭木が繁殖し、自身の家の敷地内の家の雨
樋に迄伸長。隣家は、近所に迷惑をかけているという事は
お構いなしの状態です。 広報で、街路樹の清掃をした場
合、市が落葉等処理してもらえると見ましたが、隣家の植
木の伸長・落葉に関しては、役所はタッチされないと思い
ますが、毎年、年に数回、裁判で訴え、その落葉処理費用
等、迷惑をかけている隣家に請求しなければならないのか
…！ ストレスもたまるし、それで鬱になって、病院通い、
医療費もかかります。一度、広報で、市民に忠告して欲し
いです。 植木は自分で楽しむにはよいのかもしれない
が、他の人からみれば、楽しむと云う感覚も共有できない
事もあるし、ましてや、その横の敷地まで植木を伸ばし、
管理もしないで、知らん顔。横の家に落葉等しない様、ネ
ットを張るとか、木を短く切るとか、植木を今後も楽しも
うとするのなら、その管理者の責任を問いたいです。 
 こんなこと、些細なことかもしれないが、毎年、新芽が
出る度に、その殻が飛んできて雨樋を詰まらせ、落葉時期
には、ゴミ袋１０枚ぐらい負担していましたが、今年から
ゴミも有料。植木の処理も自己責任であると思います。 

普通（可燃）ごみの有料化が実施されています。
皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
 提案の「植木のマナーに関し」は、隣家につ
いては、その所有者、管理者が適正に管理して
もらわねばなりません。これは市民の皆様にお
いてご自分の敷地内、及びその植木等について
は所有者、管理者の責任において適正に管理さ
れなければなりません。 
 市役所としては、その所有者、管理者に対し
て適正管理を依頼する通知をしております。 
 また、道路や公園等の公共の場所を清掃して
いただいた場合、ボランティア清掃として従来
どおり無料でごみの回収をしますので、ご連絡
ください。 

5/8 小学校の学童保育について 
 高石市で行われている学童保育は、小学校 3 年生までで
すが、受入を 6 年生までにしてほしいです。4 年生はまだ
低年齢であり、放課後を自宅で一人で過ごさせるのは不安
です。それでも放課後は、習い事などをさせてなんとか一
人にしないことも可能ですが、長期休みは朝から夕方まで
本当に心配です。堺市は 6 年生まで通えるので、すぐ隣の
市なのに 3 年間も学童受入年数が違うのは、納得できませ
ん。なにより大事な子供の安全にかかわることです。早急
に、学童受入の学年を引き上げていただきたいと思いま
す。 
どうぞよろしくお願いします。 

 本市のあおぞら児童会（学童保育）につきま
しては、国のガイドラインに沿った形で運営を
行っております。 入会の資格要件につきまし
ては、保護者が労働等により昼間家庭にいない
小学校１～３年生に就学している児童、特別支
援学校の小学部の児童及び小学校 4 年生以上の
児童で健全育成上配慮を要する児童となって
おります。 
今後は、子ども・子育て支援事業計画を策定す
る中で、国での議論の内容をふまえて検討して
まいりたいと存じます。 

生涯学習課 



5/10 ①高石市内の歩道は極端にこう配のある道で、私の場合、
１級の障害者で歩行が怖い処があって歩きづらく危険で
す。 
②高石市立図書館４階前のテラスに芸術といって生首風
の不気味な置物が数体（首）並べてあるが、あれは決して
芸術とは言えるシロ物ではありません。即、撤去して下さ
い。 
③タクシー券１年に一回発給ではなく、４ケ月に一回出来
ませんか。泉大津市でも年４回発給しているそうです。問
合わせてください。 

①歩道のこう配につきましては、今後とも引き
続き市民の皆様にとりまして快適な道路を提
供できるよう善処してまいりたいと考えてお
ります。 
②高石市立図書館のテラスにある作品「貌」は、
2 年前、たかいし市民文化会館で開催されまし
た「山の風・海の風アプラアート展」において
出展されたあと、高石市へ寄贈されたもので
す。 
「貌」には、「世の中に横行闊歩する不正、

欺瞞、我欲、妄執にまみれた人たちの相貌をお
かしさや哀しみをこめて」のメッセージがあ
り、人間を見つめた芸術表現を市民の皆様にも
鑑賞していただきたく、展示をしております。
宜しくご理解いただきますようお願いいたし
ます。 
③タクシーチケットの交付につきまして、３月
末頃に対象者の方に次年度の申請案内を送付
し、年度に１回受付を行っており、申請の上お
一人１冊をお渡ししております。泉大津市に確
認したところ同様に年度にお一人１冊を１度
でお渡ししているとのことでした。 

①土木公園課 
②図書館 
③高齢介護・障害
福祉課 

5/27 病後児保育可能な施設、病院がほしいです。小さな街で
も、働く母親はたくさんおり、その誰もが生活や子どもの
ために働いております。しかしながら子どもが病気になっ
たり熱をだしたときに通常の保育園等は見てはくれませ
ん。 
よって母親は仕事を休まなければなりません。 
子どものため、生活のために働いているのに仕事にいけな
いとなれば仕事先からは使えないとみなされクビになる
可能性もあります。社会が必要とするのは労働力と絶対性
です。絶対性に欠ける母親達はただでさえ仕事も少なくあ
ります。 

病気回復期にあり、集団保育に適さない児童
を預かり、子育てと就労の両立を支援する病後
児保育については、今後はニーズを把握し、必
要に応じて検討してまいります。 

子育て支援課 



仕事がなくなれば旦那などがいる家庭でも生活は苦しく
なりますしシングルマザーとなればどう生活していくの
でしょうか？ 
安心して仕事ができる、そのためにも施設の設置、ご検討
お願い致します。 
たくさんの働く親達が願っております 
 

6/12 以前病気をして以来体の調子が良くないため、高石から
コミュニティバスで馬場記念病院等の病院の行き来がし
やすいサービスや移動手段をつくってほしい。 
 自分ひとりでなく、多くの高石に住む高齢者が同じよう
に病院へ通うことに困難を感じているため、検討してほし
い。 

平素は、本市福祉行政にご協力いただき有り
難うございます。 
先日、お問い合わせのありました件につきま

して、回答いたします。 
本市では、公共交通機関としてのバス路線が

なく、そのうえ狭隘な道路が多いため、高齢者
や障がいのある方々の移動の安全と利便性を
確保するため、平成６年から福祉バスを導入
し、老人福祉センター・障がい者ふれあいプラ
ザ・市役所等を循環しています。現在は、「ら
くらく号」と「ふれあい号」の２台で、１日１
０便２１停留所を運行しております。 
お問合せのありました病院等への移動サー

ビスですが、福祉バスは、市内の公共施設を中
心に巡回していますので、ご希望には添えませ
んが、社会福祉協議会で福祉有償運送事業とし
て、外出に困難を伴う要援護高齢者等に対し通
院等の際に福祉車両で送迎するサービスを実
施しています。 
ご提案いただきました事項につきましては、

今後の福祉事業に反映させていただきたいと
考えております。ありがとうございました。 

高齢介護・障害福
祉課 

6/20 議会 
先日、議会を傍聴に行かせて頂きました。 
傍聴席から見えるのは、市の職員さんですよね。市長を

はじめ、部長・次長・理事・(課長）クラスの職員さんだと

日頃は、本市行政にご協力賜わり誠にありが
とうございます。この度は、本市職員の態度で
ご不快な思いをおかけし、大変申し訳ございま
せんでした。 

人事課 



思うのですが、その中の１人の方の態度があまりにも悪す
ぎると感じました。椅子に反り返ったり、腕組みしたり肩
肘ついてそこに顎を乗せて話を聞いてたり、横向きになっ
てみたりと・・ 
一体、何様のつもりなのでしょうか？見ていて気分がわ

るかったです。普段の態度がそのままでてしまっているの
では？せめて、傍聴席に市民が来てる時くらい態度を改め
てほしいものです！ 
職員のマナーの向上を求めます。 

今後は、このようなことのないよう、職員の
マナー研修の充実を図っていきたいと思って
おります。 

7/1 市のホームページを もっとわかりやすくして下さい 
特に、担当の受付時間がすぐわかりません。住民票写が

必要になりホームページを見ました。簡単な事ですが、ま
ず必要な情報です。 職員以外の方に、時々使い勝手を試
してもらうと、より良いものができると思います。 

 市役所の開庁時間は、トップページの「市役
所案内」からご閲覧いただけます。また、その
他の情報に関しても「目的別で探す」や「暮ら
しのガイド」、「各課のご案内」をはじめ、様々
な切り口から必要な情報をお探しいただけま
すが、市民のみなさまにとって、より閲覧しや
すいホームページとなるよう今後も引き続き
改善していきたいと考えております。 

秘書課 

7/2 スポラの利用について 
子供の市民だけにしてほしいです。他市の人達が子供の

プール講座を利用できて高石市に住んでいるのに、定員一
杯でいつまでたっても通えない。 

スポラたかいしでのコナミスポーツの自主
事業である水泳教室にお申し込みいただき、お
待ちいただいていることについては、市として
も今後改善、検討の余地がないかについて働き
かけているところでございます。空きが出た際
は、待っている方に順次案内しているとのこと
ですので、今しばらくお待ちいただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。 

保健医療課 

7/2 鴨公園のトイレの汚さにはビックリ。綺麗にしてほしい。 当公園におきましては、朝夕にトイレの清掃
を行っています。最近、トイレの美化に支障を
きたしている事案が発生していると報告され、
パトロールを実施し必要であれば清掃を行い
トイレの美化に努めてまいります。 

土木公園課 

7/25 通園（学）路について 
取石２丁目３４のスクールゾーンの字が見えない程消

えているので、夏休みが終わるまでに、どうかよろしくお

消えかかっているスクールゾーンの文字に
ついては施工いたします。 

ご指摘いただきました道路につきましては、

土木公園課 



願いします。 
重ねて取石２丁目３４～３９までは細くてゆるやかな

坂道でカーブになっており車も割と多く、ガードレールも
途切れます。民家の方か駐車の車も時々見ます。 
色分けをした歩行者用ロードにして下さい。（緑色や明る
いオレンジ色にしてもらえるとスクールゾーンが解り易
く車も気をつけやすいと思います。） 
毎日、お忙しいと思いますが、どうかよろしくお願い致

します。 

片側にグリーン路側帯を設置する予定をして
おり協議を進めてまいります。 

7/25 防犯カメラの設置について 
兵庫県宝塚市のテロは、人ごとではないと思います。 

吹き抜けの高石市庁舎は同じ事になれば庁舎丸焼け（全
焼）の恐れもあります。せめて庁舎内要所に防犯カメラを
設置して下さい。市民のみんなの財産焼失から守るため
に。 

 高石市庁舎では、警備員が建物内を定期的に
巡回しております。ご提案のありました監視カ
メラの設置については、プライバシーの保護、
費用等の問題もあり、今後の課題と考えます
が、これからも警備員との連携を強化し、庁舎
内の監視及び警備に努めてまいります。    

庶務課 

7/30 近年、ゲリラ豪雨が常々重大な災害をもたらしています
が、取石南保育園のちょっと北側に小さな川があります。
住宅地を縫うような形で取石、くら寿司高石店の横、綾園
を通っていますが、溢れると一気に住宅地が浸水する恐れ
があります。加茂、羽衣地域はよく整備するために議案に
上がっているようですが、取石地区はさっぱりです。是非、
集中豪雨が起こった際の危険区域を市で把握して改善し
てください。 

随時、水門等をパトロールし、ゲリラ豪雨に
備えております。引き続きチェック箇所のパト
ロールを強化いたします。 

土木公園課 

8/27 羽衣小学校の通学路の交通安全について 
 羽衣小学校への通学路で小学生への交通事故発生の危
険を感じる箇所があります。 
それは、オークワから羽衣小学校へ東向きに入る道路で
す。一方通行ですが、道幅が狭く、朝はタクシーもかなり
のスピードで走っています。今のところ事故は起こってい
ないようですが、第二の亀岡事故が起こってしまうのでは
ないかと感じます。このままでは、認識していたのに対応
ができていなかったと非難されかねないと思います。ひょ
っとしたら、すでに議論され、対応済なのかもしれません

ご指摘のあった道路については、すでに路側
帯を緑色に舗装し、さらに路面標示をし、ドラ
イバーに注意喚起を行っている状況でありま
す。さらに、速度を落とさないドライバーへの
注意喚起として、当該道路の電柱に「飛び出し
注意」の看板を張り付けいたしました。    

土木公園課 



が、何らかのご検討をいただきますよう宜しくお願いいた
します。 

9/2 南海中央線について 
７月 6 日に新しい道路が出来て大変広くて嬉しいのです

が、ジョギングやサイクリングの人達は大喜びしていま
す。私達は中央公民館への道路があの広い通りになって歩
行者が安心して通れると思いきや、対面交通の車で一日中
危ないです。公民館講座に通う時、いつも車をよけて他人
さんの庭先に避難する始末です。一方通行にする等にして
歩行者の安全を考えてもらえませんか。 

道路幅の狭い中央通りを通行していた方に
は、南海中央線の歩道を利用いただくことで、
安全に通行できるようになりました。南海中央
線の利用を促すとともに道路において危険な
個所は引き続き対策を検討してまいります。 

土木公園課 

9/11 あおぞら児童会の申し込みについて 
 昨日、市役所の窓口にて学童保育の申し込みをしました。
念のため、電話にて何点か確認した上で、就職試験を受け
ました。 
 実際窓口にて申し込みをする際に、大変重要な点が全く
違うことがわかり、就業初日から預けることができず大変
困っております。 
 窓口では、「誰が対応しましたか？」と何度も聞かれまし
たが、こちらは「市職員」と話をしたのです。専属の担当
者がいるかどうかもわかりませんが、あまりにもお粗末な
対応だったので意見をさせてもらいました。 
申し込み期限が過ぎているからと、９月１７日の就業初日
から休むこともできず、保育をして貰えないので、本当に
困っています。このままでは失業しかねません。市役所の
責任として誠意ある応対をお待ちしております。 

窓口にての説明事項について意思の疎通を
欠きご迷惑をおかけいたしました。今後このよ
うなことが無いよう説明につきましては細心
の注意を払い対応してまいります。 

生涯学習課 

9/17 ゴミの収集について 
緑を増やそう高石市ですが、植木の葉の収集について考

えてほしい。シール貼になって困っている状況です。植木
の葉のシールは出来ないか。また、自治会未加入者が時々
ゴミを道上に放置されるケースも多々ありますので困っ
ている状況です。なんとかならないか。 

ごみの出し方についての説明を行いました。
また、不法投棄については市で対応を行う旨を
お伝えしました。 

生活環境課 

9/17 高師浜駅舎周辺及び高架下についてですが、駅舎周辺の 高架下の公園については高石市が管理してお 連立交通政策課 



壊れたシャッターや古びた看板の撤去 植え込みの整備
をしてほしい。  
 高架下（公園、駐車場）は古いフェンスの交換、ブロッ
ク片や石などの撤去をお願いしたい。 
 せっかくの風致地区なので綺麗にしてほしい。 

り、定期的な清掃を行っております。今後とも
地元のご協力を得ながら環境美化に努めてま
いります。 
 それ以外は南海電鉄㈱の管理物件となりま
すので、いただいたお問い合わせの内容を現地
で確認しつつお伝えしております。 
 なお、羽衣及び高師浜西部地区につきまして
は、まちの防災性を向上するため高石風致地区
の廃止及び用途地域等の変更を行うとともに、
緑化環境を今後も維持・保全していくため緑化
を義務付ける地区計画を決定しております。 

11/12 高石市は他市に比べ情報公開の量が少なく、スピードが遅
い。入札結果は特に遅い。タイムリーに公開して頂きたい。

他市における情報公開の取り組み状況も参考
にしながら、今後の情報公開の内容について検
討してまいりたいと考えております。また、特
にご指摘いただいております工事等の入札結
果につきましては、速やかに公表するよう努め
ますのでよろしくお願いいたします。 

契約検査課 

11/27 公共の場における適切な動物愛好家のマナー向上 
動物愛好家に向けて公共マナーと条例の周知徹底と弱

者への配慮の注意喚起をお願いしたいと思います。 
以下に理由と事象を記入します。 

１．浜寺公園内や羽衣駅周辺で野良猫に餌を毎日与える人
がいます。現場を見たことはありませんが夕方４時前後特
定の場所でキャットフードが散乱し野良猫が１０匹程度
群がっています。 
２．主に浜寺公園周辺で起きることですが、公園内や周辺
の公道で犬のリードを外して散歩をさせている人を３０
分ほど歩くと２～３人見かけます。小型犬が多いですが時
折ゴールデンレトリバーや雑種でも放されています。飼い
主の方に柔らかく話しかけると皆さん自分の犬は特別に
訓練しておとなしく賢いから大丈夫という返答です。大阪
府の条例を小型犬や訓練に適応する犬種は公園で放して
も良いと認識している方が多いのも事実です。飼い主にと

本市におきましては、従前から犬などの動物
飼養者に対し、リーフレットや広報紙等で啓発
活動を行っているところでありますが、今後も
引き続き、マナー向上に向け啓発活動を推進し
てまいりたいと考えておりますのでよろしく
お願いいたします。 

生活環境課 



っていくら賢く大人しい犬であっても動物は思いがけな
い行動をとることがあります。 
３．車椅子を押している人などは困っている様子がありあ
りと感じられてお気の毒です。高石市は市道の幅が狭く、
通行する他人の迷惑を考えてわざわざ公園内を車椅子で
散歩されている方もいらっしゃると拝察します。公園は年
代を問わず健常者以外の方にも等しく楽しめる場であっ
て欲しいと感じます。もちろん大阪府や堺市でも様々な取
り組みを行っていますが、高石市でも今まで以上にアピー
ル性ある啓蒙活動をお願いしたいと考えます。 

12/9 小学校のトイレ 
洋式トイレに一日も早くして下さい。家庭で和式はもは

やありませんので、なかなか練習ができません。特に大便
ができる一年生は少ないので（背の低い子は特に）学校の
トイレが嫌で憂鬱になり行きたがらない子も多々います。
トイレで不安が増えるのはおかしいです。洋式を希望しま
す。 

平成２２年度の学校耐震・大規模改修工事に
おいて、トイレブースの交換や手洗い場の改修
など、一定トイレ環境の整備を実施しておりま
す。今後も洋式トイレの設置などについても検
討してまいります。 

教育総務課 

12/24 公園の利用について 
綾園 4 丁目うさぎ公園にて、高石スカイハイツの住人が

イベントをするたびに公園を独占している。１２月２２日
は餅つきを朝早くからし、公園の真中にテーブルを並べ水
道を独占する。餅つきが終わる午後からはバーベキューを
真中で大人たちが始める。まるで自分達だけのスペースの
ように酒を飲み大騒ぎ。子供達は遊べないし他の人達がま
ねをしては困る。ただでさえ深夜、中・高生が火遊びをし
ているので困っているが、大人のする行動とは思えない。
マナーに欠ける。マンションに集会室があるはずである。
マンション内のイベントは、その中ですべきである。２２
日は風が強く煙やにおいなど大変迷惑なものだった。花見
などスカイハイツはイベントが多いが公園の使用は今後
一切やめるべきである。 
 

今回の件について、綾園うさぎ公園の清掃等
に協力していただいている公園愛護会の会長
（スカイハイツ役員）にお聞きしたところ、高
石スカイハイツの住人の有志による公園の使
用らしいとのことでありました。公園の全部ま
たは一部を独占して利用する場合には利用者
は市の許可を事前に受けるルールになってお
りますが今回、公園を使用するに当たり、市に
は許可申請がありませんでしたので、今後使用
する際には必ず許可申請をすることと、公園管
理に支障のある行為は禁止されている旨を綾
園スカイハイツ自治会を通じ伝えていただく
ようお願いいたしました。 

土木公園課 



12/24 高石スカイハイツ横の公園で住民が酒を飲み、バーベキ
ューで大騒ぎ。公共の場でやめてほしい。みっともない。

上記と同じ回答 土木公園課 

1/15 ごみ有料シールについて 
３～４日前にスーパーハヤシにゴミの券を買いに行か

せたのですが２，０００円分は売れないと言われました。
券がなくなる？とか言う理由でした。仕事をしているので
何度も行けないので、まとめて買える様にしておいてほし
い。 

一時、有料普通ごみ処理券の在庫数が少なく
なり、販売枚数を制限しておりました。ご不便
をおかけして申し訳ありませんでした。今後、
制限をかけることの無い様に努めてまいりま
すので、よろしくお願い致します。 

生活環境課 

2/10 夜間、公園への立ち入りを制限することについてご検討い
ただければと思います 
具体的に新公園の夜間立ち入りに関して、過去、夜間に

騒ぐ、花火、バイクの乗り入れなどで警察へクレームを相
談させて頂いておりますが一向に改善されません。近隣地
区が堺市であるため市警への相談では、たらい回しにされ
るなどもありました。結果的には警察へ相談するわけです
が、公園の管理がどちらの担当になるのかわかりません
が、夜間、管理をぜひご検討いただければと思います。 

新公園管理事務所の管理人による警備につ
いては、現在午後７時半までとさせていただ
いております。 
夜間まで管理人を置くことは困難ですので、
夜間の騒音などの迷惑行為の禁止や、警察署
と連携をはかりバイクの乗り入れ禁止等の看
板を設置するなどの注意並びに喚起に努めて
まいります。ご理解のほどよろしくお願い致
します。 

土木公園課 

3/10 震災時小中高生の対応 
東南海の地震の際、津波の発生が予期されています。そ

の対策として、避難時に児童にライフジャケットを装着さ
せるのはどうでしょうか？テレビで大阪市内の避難訓練
を拝見したのですがその際、児童がライフジャケットを装
着していた映像を拝見しました。高石市でも 小中高、幼
稚園、保育所でライフジャケットの設置を行ってはどうで
しょうか？高石市は大阪市内より早く津波の到達が起き
ると思われますので、市町村・都道府県の枠を超えて子供
を守る対策については取り入れて行って欲しいと思いま
す。 

平成２４年８月に発表された本市への津波到
達時間が 109 分後ということを受け、津波対応の
取組みとして、浸水地域からの水平避難が十分
可能であるという判断より、各学校において広域
避難地への水平避難を基本的な対応として実
施しております。（昨年の市総合避難訓練の際
にも訓練を実施しました。） 

万が一にも津波に巻き込まれれば、ライフジャ
ケットを装着していたとしても、児童の安全は確
実に確保できるとは考えておりませんので、津波
に巻き込まれない防災教育の徹底を図っている
ところです。 

教育指導課 

3/11 ３人乗り対応自転車に対する補助について 
以前にも提案させていただいたのですが、泉大津市・堺

市でも補助金やレンタルの支援制度があります。高石市で
もぜひ補助金等の導入をお願いします。平成２１年第４回

平成２１年７月１日から道路交通法施行規
則が改正され、３人乗り自転車が使用できるよ
うになりました。子育て世帯におかれまして
は、保育所の送迎等でご利用される方もおられ

子育て支援課 
 



定例会でも一般質問があり、調査研究すると当時の部長が
答弁されていました。調査研究の結果をお教え下さい。よ
ろしくお願いします。 

ると思います。調査しましたところ、３人乗り
自転車は発売当初１０万円前後の価格帯でし
たが、最近では３万円～５万円程度の商品も見
受けられます。このような状況を勘案し、現時
点において３人乗り自転車の購入補助は予定
しておりません。ご理解のほどよろしくお願い
いたします。 

 


