令和２年度あなたの声まとめ（FAX・E メール含む）
令和 2 年 8 月集計分
№

676

投書日

8/4

方法

メール

内容

提案

あなたの声の内容

回答の内容

野生のニホンザルの住民被害です

ニホンザルの対策は見つけ次第追い払い、畑の野菜は電気柵や網で囲

が、大分の高崎山のサルの管理者や愛

い、盗られないようにすることが基本です。今後も住民の方にサル対策の

知県犬山市のモンキーセンターの

方法を伝えながら、全国の取り組みを学び、地域に合った対策を行ってい

方々や京都大学霊長類センターの

きます。

対応課
獣害対策室

方々から、対応を学ぶべき。

677

8/6

メール

PCR 検査は桑名市では 1 日に何件

桑名市応急診療所での PCR 検査は、桑名保健所の依頼を受けて、桑名医

の検査が可能か。二次感染、三次感染

師会が検体の採取を行っています。検査の件数は桑名保健所が市民の方や

を防ぐため、早く検査結果をだしてほ

地域の医療機関からの相談を受けて、検査を行うかどうかの判断をしたう

しい。

えで実施しており、状況により件数が増減していますが、特に上限は設け

保健医療課

ていないとのことです。

質問

また、検査の結果は検査を受けられる方の人数や状況によって、結果が
出るまでの期間も異なっていますので、検査を受ける人は感染拡大の予防
に協力をお願いしています。市としても市民の皆様へ感染の拡大防止にご
協力をお願いするとともに PCR 検査が円滑に行われるよう桑名保健所と
桑名医師会と協力して取り組んでいきます。

678

8/11

メール

要望

「特別定額給付金」支給対象者とな

桑名市も「新生児特別定額給付金」のように基準日外のお子さんに

る基準日を過ぎて生まれた子どもを

ついても必要性は十分認識していますが、コロナ禍における他の経済

対象にした「新生児特別定額給付金」 支援策との兼ね合いもあり、現状では実施に至っていません。
の検討をお願いしたい。他の市町では
実施しているところもある。

今後、桑名市独自の給付金支給等行う場合、市民の皆様に広報やホ
ームページ等でご周知していきます。

新型コロナ給付
金室

新型コロナが流行しているのに、花

679

8/12

メール

お問い合わせの花火大会については、8 月 11 日㈫に開催中止の

火大会を中止にするのが遅いです。全

発表のありました「長島温泉花火大競演」のことと推察いたします。

国的に自粛だからもっと対策してほ

この花火大会の主催は民間企業であります長島観光開発㈱です。報

しい。

道によりますと、一部エリアに入場制限を設けたりするなど感染防止

観光課

に配慮していましたが、管理が及ばない近くの河川敷で密集して鑑賞

要望

している姿が見られたことから中止と判断したとのことです。
なお、桑名市観光協会が主催している「桑名水郷花火大会」は 11
月 21 日㈯に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、5 月 21 日(木)に中止することを決定しています。

680

8/23

メール

要望

私の妻は今年の 10 月中旬に出産予

いただいたご提案は、桑名市も必要性は十分認識していますが、コ

定でお腹の子供への 10 万円の給付

ロナ禍における他の経済支援策との兼ね合いもあり現状では実施に至

を、一部の市町村が行っている。

っていない状況です。

1 年前に大府市から引っ越してきた
が、そちらでは出発祝金として 10 万

新型コロナ給付
金室

今後、桑名市独自の給付金支給等を行う場合、市民の皆様に広報や
ホームページで周知していきます。

円支給するようなので、桑名市でも支
給できるよう検討をお願いしたい。
アイリスパークみぞの公園の身障
者用のトイレの鍵が壊れて困ってい
681

8/25

メール

要望

る人を見かけたので、早急に修理をお
願いしたい。

本日、早速現場確認を行い、材料が調達でき次第修繕を行います。貴重 農林水産課
なご報告ありがとうございました。

公共施設の維持管理について

682

8/25

メール

意見

花の植栽については、人員と限られた予算の中で維持管理を行っていく

市内の多くの施設をよく利用して

必要があり、継続していくことが大変難しいのが現状です。折角ご厚意で

いる。近くの図書館の進入口にあるプ

植えていただいたお花を枯れさせてしまったことは、管理が行き届かず申

生涯学習・スポー
ツ課

ランターの花が枯れているのが残念。 し訳ございません。
施設にきれいな花で向かい入れてく

また、雑草や木の剪定等は、契約業者が9月中に除草作業を行う予定と

れるときは爽快な気持ちにさせても

なっています。ご指摘にありますように枯れた花をそのままにしておくこ

らえるので、各施設の管理を徹底して

とは景観的にもよくないため、今後気が付いた時に対応していきます。

ほしい。
子ども医療費助成に関して、現在、
助成を受けられる対象は扶養者の所

っています。三重県の制度の中に福祉医療費の所得制限については児童手

得制限が設けられている。しかし、子

当法の受給要件に準用し運用するように定められていることから、桑名市

どもは社会全体で育てるものという

の子ども医療費の所得制限を早急に撤廃することは困難でございますが、

考え方からすると、所得による格差を

今後の検討課題とさせていただきたいと考えています。

設けることはおかしい。近隣の名古屋
市や四日市市は既に所得制限を設け
683

8/28

メール

要望

桑名市の福祉医療助成制度については、三重県の制度に準じた制度とな 子ども未来課

ておらず、すべての子育て世帯に医療
費助成をしている。桑名市の今後の発
展を考えたとき若い世代の市民の移
入は歓迎されるべき。桑名市の発展の
ためにもこども医療費助成の所得制
限の撤廃をお願いしたい。

旧桑名駅の東口の改札を出た先に
ある駅周辺案内図は新駅舎のどこか
684

8/30

メール

提案

ご指摘の旧駅舎の東口改札の先にある駅周辺案内図ですが、JR 東海様

駅周辺整備課

で取り付けていたものになります。新しい駅構内には設置しないと聞いて

に移動する計画はあるか。新駅舎に足 おりますが、ご意見があったことを伝えさせいただきます。
を運んだが、駅周辺の案内図がなかっ
たので、旧駅舎から移動させてもらい

また、市で設置しています駅周辺の案内は東口広場北側に設置してあり
ますので、ご利用ください。

たいと思った。
現在の北勢線が 1961 年までは、桑
名京橋駅が存在し、寺町商店街の近く

北勢線が採用している軌道幅 762ｍｍ（ナローゲージ）の鉄道は、以前 MaaS 推進室
は国内各地で運行されていましたが、昭和 40 年代までにそのほとんどが

まで路線があったことを最近知った。 廃止され、現在、運行しているのは、「北勢線、あすなろう鉄道、黒部峡
北勢線では桑名京橋駅以外にも、稗田

685

8/30

メール

提案

谷鉄道」の３路線だけです。

前駅、坂井橋駅、養老鉄道には東方駅

また、モータリゼーション等の進展により、多くの地方鉄道において長

がかつて存在し、路面電車の桑名電軌

期的な利用者の減少傾向が続くなか、北勢線においては、近畿日本鉄道㈱

があったことも知った。かつて駅があ

から三岐鉄道㈱への営業譲渡、沿線市町による支援、駅の統廃合・廃止移

った場所に立て札を設置し、地元の人

転、リニューアル事業、パーク＆ライドの推進などを行い、事業の安定化

や旅で訪れた人に理解を深めてもら

と鉄道事業の存続に取り組んできております。

うというのはどうでしょうか。日本で

市としては、引き続き、北勢線の利用促進、地域の魅力、北勢線の歴史

唯一 3 種類の線路幅が揃っている西

の発信を行う方法を検討し、地域住民の重要な移動手段として、多くの方

桑名第 2 号踏切道にも付近に立て札

に親しまれ、利用される北勢線となるよう努めます。

を設置してもらいたい。日本で唯一な

次に、３種類の異なる線路幅を体験できるロケーションについては、こ

のでもっと PR しないと勿体無く感じ

れまでもホームページやパンフレットなどで発信をしてきたところでご

る。以上の内容を、ご検討を願う。

ざいますが、本年 8 月 30 日からは桑名駅自由通路より一望していただけ
るようになりました。これからも、桑名市にしかないロケーションを、し
っかりとその魅力をＰＲしていきたいと思います。

来年度正和北幼稚園が現在人数が
届かず休園予定になりそう。
通える範囲として七和保育園を検
討していたが七和保育園も定員オー
バーで募集がないかもしれないとい

686

8/31

メール

要望

正和北幼稚園の令和 3 年度の入園募集については、入園希望者が 7 人で 新 た な 学 校 づ く
ありました。10 人以下であったことを受け、残念ながら、来年度、正和
北幼稚園は休園させていただくこととなり、ご希望に沿うことができず大
変申し訳なく思っております。
本市では、公立幼稚園の園児数が減少を続け、子どもたちの社会性を育

う状況。保育園側が定員オーバー寸前

むための必要な人数が確保できない園がでてきました。その為、24 園あ

なのに幼稚園を減らすのはどうかと

った園を、中学校ブロックを基本として統合し 11 園とすることで、集団

思う。希望人数が少しでもいれば明正

規模の確保を行ったところです。しかしながら、再編後も園児数の減少は

幼稚園など他の公立幼稚園と合同授

続いている現状です。

業という形で教育していくのは難し

り課

来年度の正和北幼稚園の開園は、私どもも願っていましたが、もとより

いか。あと正和北幼稚園は 2 年保育を

再編は子どもたちの社会性を育むための集団規模を確保するために行っ

希望しているようだが桑名市側から

た対策でありますことをご理解いただけると幸いです。

できないという返答がきたが、具体的
な理由を教えてほしい。
桑名駅が新しくなったが、毎朝バス
を利用する人にとって、東口のバスロ
687

8/31

メール

意見

通勤、通学に大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。今回、東口 駅周辺整備課
のバスロータリー側の階段については、仮の階段とさせていただいていま

ータリー側の階段は狭すぎると思う。 す。市では、駅前広場整備を計画しており、その中で、北勢線やバスロー
朝の時間は特に会社員や学生で行列

タリー、駅周辺の施設等への歩行者動線を考慮したエスカレーター、階段

ができている。バスや北勢線の利用者

などの整備を進めることとしています。しばらくの間、ご不便をお掛けし

のことも考えて作って欲しかった。

ます。

