
平成 30年度あなたの声まとめ（FAX・Eメール含む） 

平成 30年 8月集計分 

№ 投書日 方法 内容 あなたの声の内容 回答の内容 対応課 

331 8.3 投書 意見 

歩道に沿って公園、スーパーがあります。利用者は歩行

者、自転車、スケボー、ベビーカー、押し車、車椅子など

です。歩道には街路樹、電柱があり、さらに固定のごみ箱

がいくつもあります。 

現状の歩道では人と人とのすれ違いが出来ない為、片方

が車道に出て通行しています。危険です。この歩道を安心

して快適に通行できるようにお願いしたい。 

対策 

1.年中放置してあるごみ箱の撤去し、早急に指導し実施し

てください。どの町内でもゴミ箱は朝出し、夕方に片付を

していますが占用は出ていますか。 

2．街路樹の撤去 

街路樹で歩道がさらに狭くなっている。緑は近くに公園

もあり十分です。 

3.電柱の移設 

歩道は歩行者の安全を確保するものです。歩行に支障と

なる物を設置しないこと。車道、民地、公園で十分です。 

1.ごみ箱について 

ごみ箱等の管理は自治会で行っているところです。ごみ集

積場所の相談がある場合、集積方法として簡易的なネット、

コンフレ等で対応を指導し、ごみ収集後歩道等通行の支障が

ないように後片付けを指導しています。 

 現地確認したところ、折り畳み式のごみ箱でありました

が、長形であるため折りたたまず、そのままの状態でした。 

 そのため、今回のような通行等に支障が生じていることに

より、ごみ集積場所を管理している自治会に、後片付けの徹

底または軽量な簡易的なごみ箱等へ変更を指導していきま

す。 

2.街路樹の撤去について 

歩道や道路の通行支障となる樹木剪定を行い現場で確認

していただき対応しました。 

3.電柱の移設について 

 市では、電柱の設置許可については、原則「適当な場所が

なく」かつ「一般交通に対し支障とならない場所」である場

合において認めることができます。宅地分譲など新規に開発

された区域においては、民地への電柱設置を指導しておりま

すが、既存道路については、歩道内の車道寄りの位置に設置

廃棄物対策課 
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の許可を行っています。 

332 8.6 メール 要望 

街灯が無いことおよび機能してない件について 

一号線が二車線から一車線になるアクトス付近にある

街灯が二カ所続けて切れていて機能していません。しか

も、普段アクトス、ドラッグストアがあり、明るく気付き

にくいのですが、その街灯以外無いので店が閉店した後は

真っ暗です。とても市内中心部とは思えない暗さです。早

急に何とかして下さい。 

切れている箇所をなおすのはもちろん、等間隔に街灯を

設置して下さい。 

要望のご連絡をいただきました案件について、三重県

四日市維持出張所にメール文を送信し、道路灯球切れ修

繕と道路設置依頼を行いました。また、出張所からも連

絡を行うようお願いしました。 

アセットマネ

ジメント課 

333 8.6 メール 要望 

以前、桑名に住んでいました。桑名を出た後すぐに生活

保護を他市で受けました。ある機関に相談したところ、公

課禁止(第 57 条)、差押禁止(第 58 条)により、私への差し

押さえは法令違反です。ただちに執行を取り消してくださ

い。現在も皮膚疾患で仕事をしていません。後で医者の診

断書を送ります。執行を取り消してください。 

お問い合わせいただきました件につきまして、市税が未納

となっているため国税徴収法第 141 条に基づき給与照会を

させていただきました。よって財産調査の段階であり給与差

押は現在執行しておりません。今後の納税に関するご相談は

桑名市役所税務課収税対策室までご来庁いただくか、お電話

にてお問い合わせいただきますよう、お願いします。 

税務課  

収税対策室 

334 8.6 メール 要望 

普段、車を使うのですが市街道路のラインが消えている

のが目立ちます。 

 停止線も消えかけているのがあり、どちらが優先かの認

識をするにも困難だと思いますが、市として道路整備をす

る予定はありますか。 

 信号機も古い物は色が見えにくく西日と重なって交差

アセットマネジメント課では、市道の規制以外の区画線を

毎年標示しております。 

主に、自治会や桑名市通学路安全プログラム等で要望され

た箇所や、道路パトロールにより交通量が多く、優先道路が

不明な箇所を標示しております。 

要望いただいた市道ラインの薄い箇所を提示していただ

アセットマネ

ジメント課 
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点事故が目立ちます。市内の交通事故多発場所の事故原因

と対策はする予定なのでしょうか。 

き確認を行いますので、お手数をお掛けしますが、再度メー

ルまたは、直接ご連絡を頂ますようお願いします。 

 

※桑名市で標示できるもの 

白線・規制以外の文字（スクールゾーン等）・交差点マ

ーク（Ｔ・十字）となります。 

※規制とは、（桑名警察署） 

黄色の線（追越禁止）・止まれ（停止線）・横断歩道・横

断歩道予告お問い合わせのありました、信号機も規制とな

ります。信号機や、停止線等の規制については、お手数で

すが桑名警察の交通規制課に直接お問い合わせをお願い

します。 

桑名警察 0594-24-0110（代） 

335 8.6 メール 要望 

昨日も桑名市で 39・8 度を記録したばかりですが、この

猛暑の中、中学校では部活動が通常通り行われておりま

す。桑名市内においても、熱中症でお亡くなりになられた

方もお見えになるというのに、市政では何も学校に対して

対策が取られていないことに、人命を、軽んじているので

は無いかと思われます。 

 実際、学校内で、暑さで部活中に体調を悪くする生徒が

いるにも関わらず、猛暑の中、日々部活動が行われている

ことを、市は把握されていないのでしょうか。 

7月 18日に発生した愛知県の小学生の死亡事案を踏まえ、

想定を超える暑さの現状況下においては、過去の経験則は通

用しないものとし、必要に応じた部活動や体育等の教育活動

の内容変更または中止等の決断を行うよう指導をしたとこ

ろです。夏季休業中の部活動においては、時間帯や内容をで

きる限り配慮するとともに、活動時間 2時間以内が望ましい

としております。 

 今後も引き続き、生徒の健康管理を十分に行いながら活動

を進めていくよう改めて指導してまいりますので、ご理解い

学校支援課 
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 何かあってからでは遅いので、早急に対処して頂くよう

お願いいたします。 

ただきますよう、よろしくお願いします。 

 なお、部活動においては、各部の状況の違いもありますの

で、当該学校へ直接ご質問、ご意見等いただけると幸いです。 

336 8.6 メール 質問 

今年の図書館サテライトガレッジはいつ頃始まります

か。どんな内容の講座ですか。開催日時も併せて教えてく

ださい。 

今年度のサテライトカレッジにつきましては、現在、講師

を依頼する三重大学側と講義内容等の調整をおこなってお

り、調整が整い次第、広報誌及びホームページ等でお知らせ

いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたしま

す。 

生涯学習・ス

ポーツ課 

337 8.9 メール 要望 

「桑名駅西／仮駐輪場／東方字堅縄 284-5／250 台」 に

ついては、平日朝「7 時 10 分」頃、満車になる旨の表示、

看板が掲げられていますが、育児や介護等で「7 時 10 分」

より早朝に駐輪できない事情が有る利用者は、結局、鉄道

踏切を渡って「駅北自転車駐車場(有料)」を利用されてい

る方が、多いと存じます。 

 逆に、「7 時 10 分」より前に（無料で）駐輪できる人は、

育児や介護等の時間的制約が無く、比較的、時間の融通が

効く人が、無料駐輪場の恩恵に預かっている可能性が有り

ます。 

結論として、介護や育児で結局、有料駐輪場を利用して

いる方の中には、当該駐輪場も、一層の事【月極め有料】

にしてしまって、「7 時 10 分」よりも遅くても月極め契約

で、駐輪できる環境を望んでいる方も、少なからずいると

桑名駅西仮駐輪場につきましては、昨年閉鎖いたしました

駅西駐輪場の緩和措置として当面の間継続することとして

おりますが、閉鎖を含め検討しているところでございます。  

現在ご利用いただいております皆さまにご迷惑をお掛け

しますが、駅北駐輪場には空きスペースがございますので、

ご利用いただくことをお願いします。 

環境安全課 
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存じます。（踏切を渡らなくても良いので。） 

 つきましては、朝、夕、毎日、踏切を渡る時間も惜しい、

育児や介護で家庭生活を支えている市民の為に、当該駐輪

場の【月極め有料化】について、広義の福祉的観点からも、

ご検討のほう、よろしくお願いいたします。 

338 8.13 投書 意見 

窓口の応接について（農業年金手続き） 

6 月上旬、農業者年金基金から、年金の現況届が送付さ

れましたが、父が亡くなっていたので、農業委員会にその

旨を告げました。 

そうしたところ 8 月 2 日に農業委員会事務局からＪＡで

の手続きが未了のため早急にＪＡにて手続きしてほしい

との文書が届きました。 

私の認識としては、事務局で手続きした際に応接された

職員の方から特に何のアドバイスもありませんでした。 

当初、窓口におもむいた際にＪＡでの手続きが必要であ

る旨の助言をいただいておれば、余分な手続きをする必要

はありませんでしたので、今後は応接の際、配慮された方

がよいと思います。 

お手間をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。 

平素より、来庁された方、ご相談いただいた方には負担が

少なくなるよう、また、手続きなどが重複しないよう心がけ

対応しているところでございますが、今回は案内が至りませ

んでした。 

今後はより一層気を配り、余計なご負担が無いよう努めて

まいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

農林水産課 

農業委員会 

339 8.13 メール 要望 

桑名市内の幼稚園・小学校・中学校の全てにエアコンの

設置を早急に検討していただきたい。桑名市は全国的にみ

ても夏の気温が高く、夏休み前や夏休み後の時期は熱中症

の危険もあります。全国的にも小中学校のエアコン設置が

近年、地球温暖化の影響等により夏季の気温が高いこ

とから、子どもたちの健康について、ご心配いただき誠

にありがとうございます。 

 教室にエアコンを設置することについては、保護者の

教育総務課 
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進む中、桑名市においても他の事業に優先して設置導入を

図るべきと考えます。 

 平成 31 年度予算で予算化し、平成 31 年 5 月までに導入

完了させてください。 

方、地域住民の方、学校関係者など多方面からご要望を

いただいているところです。 

 中学校の普通教室には、エアコン設置が完了していま

すが、音楽室など特別教室には設置されておりません。  

また、小学校では、保健室やパソコン教室、プレハブ

教室を除く教室にはエアコンが設置されていない状況で

す。幼稚園につきましても、一部の保育室を除いてエア

コンは設置されていません。 

 学校や幼稚園では、子どもたちが熱中症にならないよ

う、健康状態をしっかり把握することに努め、子どもた

ちの状況を見て、エアコンのある教室（保健室等）に移

動させるなど、工夫をしながら授業を行っているところ

です。他には、教育委員会から各校（園）の保健室に水

に溶かして飲む経口補水パウダー等を配布したり、9月 3

日から 7 日までの運動場での運動会・体育祭の練習、体

育の授業は原則禁止とし、児童生徒が暑さに慣れる期間

を設けるなどの措置を講じたところです。 

 教育委員会としても、教室へのエアコン設置について

は、重要な課題であると認識しており、今年は、6月から

9月末までの間、学校や幼稚園の教室の温度を測っている

ところです。 

 室温調査の結果も踏まえ、検討を重ねていきたいと考
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えているところですが、エアコンの導入時期については、

多額の費用がかかることからも、長期にわたる計画的な

取り組みが必要となります。できる限り園児・児童・生

徒の教育環境が良くなるように努めてまいりますので、

ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

340 8.14 メール 要望 

桑名市に 24 時間ジムを建設してほしい。夜勤の時にジ

ムが空いてないので行けなくて困っている。 

フィットネスではなく筋トレのマシン、フリーウェイト

に特化したジムがいい。 

平成 30年 8月現在、桑名市内には民間のフィットネスジ

ム等も含めご要望の 24時間対応のジムはございません。こ

れにつきましては、24時間対応のジム運営に必要となるセ

キュリティシステムの設置、その運営に必要となる経費が地

域のそれを必要とするニーズとのバランスが取れていない

ものと考えられます。 

市としましては、フィットネストレーニングとフリーウェ

イトトレーニングのそれぞれを広く市民に気軽に利用して

いただける施設として、ヤマモリ体育館にマシントレーニン

グルームを設置しております。こちらは、昨年度にマシンを

これまでより広い部屋に移動し、明るくし開放的な部屋でト

レーニングをしていただけます。 

ヤマモリ体育館トレーニングルームは、基本的に毎月第 1

と第 3火曜日の休日を除き、午前 9時から午後 9時まで市内

在住の大人 150円/2時間と安価でご利用いただけますので、

可能な範囲でご利用いただければ幸いです。 

厳しい財政状況の中、広く市民に最低限の料金で利用して

生涯学習・ス

ポーツ課 
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いただく公共施設として、一部に特化した施設の建設・運営

は出来かねますので、ご理解賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

341 8.22 投書 要望 

1.上深谷に下水道を整備してほしい。 

 

 

 

2.家の裏に道路があるが、家と道路の間に大きな水路が

あるため、「占用料」を毎年支払っている状態。道路に

出るための橋も自己負担、橋を通しているから占用料を

支払うというのも、道路がつくられていないから支払っ

ているので、ひだまりばかりにお金を出すのではなく、

地方にも投資してほしい。 

 

 

3.深谷地区に学童がないのでつくってほしい。 

1.現在、桑名市における下水道普及率は 75.6％となって

おり、深谷地区におきましても順次下水道整備を進めて

おります。今後も早期に整備ができるよう努めて参りま

すのでご理解賜りますようよろしくお願いします。 

2.水路及び河川は、県が管理するものと市が管理するも

のがありますが、どちらも公共用地であることから、通

路橋の設置は原則自己負担となり、条例に基づき占用料

を徴収しております。道路整備につきましては、水路及

び河川は洪水の際に安全にこれを流下させ、被害を軽減

させる大切なものであることから、道路へ整備すること

は皆様の財産を守るという性質上、非常に困難と考えて

おりますので、ご理解願います。 

3.学童保育所の設置につきましては、中学校区ごとに需

要の見込みを調査させていただき設置しています。深谷

地区に学童保育所はございませんが、中学校区には 3 カ

所（大成地区 2 カ所、大和地区 1 カ所）設置して、ご利

用いただいています。また、隣接する多度地区にも 2 カ

所設置しています。 

現在、深谷地区には 2 カ所の児童センターがあり、火

上下水道部 

工務課 

 

 

土木課 

 

 

 

 

 

 

 

子ども未来課 

 

 

 

 

 

 



№ 投書日 方法 内容 あなたの声の内容 回答の内容 対応課 

曜日から金曜日は午後 6時まで、土曜日・日曜日・祝日、

学校長期休暇期間は、午後 5 時までご利用いただいてい

るところです。 

このようなことから、深谷地区に新たに学童保育所を

設置することは難しい状況ですので、ご理解いただきま

すようお願いいたします。 

 

 

342 8.23 メール 意見 

ごみ収集車とよくすれ違うのですが、助手席の人が靴を

脱いで、ダッシュボートに足を乗せているのをよく見かけ

ます。子供にシートベルトをして、ちゃんと座っていなさ

いと言っているかたわら、すごく迷惑です。この車が左折

してくる時に接触しそうになりました。こちらは、歩行者

の時です。それから注意して見ていると助手席の人が、全

く左や左後方を確認していません。この人にごみの、分別

の仕方を聞いて次の時、その通りに出したら、運転手の方

に注意されました。細かい所まで丁寧に教えて下さいまし

た。助手席の人は、何か紙を見ながら、説明していたのに、

間違っていて、運転手の方は、何も見ないで、教えて下さ

いました。車の横には業者名が書いてありました。 

乗車中の態度及び安全運転について、業者に対して厳重注

意いたしました。社内でも教育を行う旨回答を得ておりま

す。 

 また、家庭ごみの分け方・出し方については、ご不明な点

がございましたら廃棄物対策課までご相談ください。ご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

廃棄物対策課 

343 8.27 投書 意見 

旧西医療センターおよび旧南医療センターの跡地は今

後どうなるのでしょうか。 

旧桑名西医療センターの土地、建物は、跡地活用事業者公

募プロポーザルにより、買い取り予定者が決定しています。 

今後、契約締結後に建物が解体され、医療・介護関連施設

が整備される予定です。 

総合医療セン

ター 



№ 投書日 方法 内容 あなたの声の内容 回答の内容 対応課 

旧桑名南医療センターの土地、建物は、当法人が桑名市か

ら借り受けて運営してまいりましたが、現在改修中の病棟が

オープンしましたら、市に返還する方針です。 

建物は市が所有していますが、土地は一般の方が所有して

おりますことから、返還後は、市が建物を解体し、更地にし

て所有者にお返しする予定です。 

344 8.28 投書 意見 

住所の表記について 

多度庁舎の所在表記は多度町一丁目 1 番地 1 であって、

ホームページに掲載されている多度町 1 丁目 1 番地 1 の表

記は誤りでないでしょうか。一度ご確認ください。 

多度庁舎住所の丁目の表示につきましては、ご意見い

ただいたとおり、原則、戸籍などの公文書では、漢数字

を使用することとなっております。 

一方、便宜上、アラビア数字を使用することも認めら

れており、市町村役場便覧でもアラビア数字を使用して

多度庁舎の住所が表記されています。 

 このことから桑名市のホームページにおいても、全て

の人に伝わりやすいよう横書きの場合は、便宜上、アラ

ビア数字を使用し多度庁舎の住所を表記しておりますの

で、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 この度は貴重なご意見をいただきありがとうございま

した。今後も皆さんに伝わりやすい情報が発信できるよ

う、ホームページの作成に努めてまいりますので、何卒

よろしくお願い申し上げます。 

秘書広報課 

345 8.28 メール 要望 
ごみの回収車について 

片側一車線の道路を逆走するような形で、反対車線の右

ご意見いただいた内容と、交通ルールを遵守することを記

載した文書を収集事業者に送付し対応いたしました。 

廃棄物対策課 



№ 投書日 方法 内容 あなたの声の内容 回答の内容 対応課 

側に停車し回収しているのをよく見かけます。非常に危険

な行為です。大変な仕事だと思いますが、朝は交通量も多

く事故につながる可能性があり、ルールの無視はあっては

ならないことです。収集車だけの特例でもあるのでしょう

か。基本的な交通ルールの尊守、徹底をお願いします。ル

ートの都合上、回収場所に改善の必要があるならば自治体

と協力し改善をお願いします。 

346 8.30 投書 質問 

先般、行政改革推進会議を傍聴して市職員の市有財産使

用料に係る駐車場利用料金改定に係ることについて気掛

かりな事がありましたので質問させていただきます。 

1.説明者から近隣の駐車場利用料金を調査し市場価格との

乖離が大きくなったため、市有財産を使用する市職員及び

民間人の月額利用料金を改定するという旨の説明があり

ましたが、今回の駐車場利用料金の件は市職員と民間人が

対象なのでしょうか。教職員等は対象ではないのですか。 

2.教職員が対象者である場合、仮に何らかの事由で減免さ

れているとすれば、法的根拠をご教示ください。 

あなたの声について以下のとおり回答します。 

 

 

1.対象者に教職員が含まれるのかについて 

 現要綱では小学校、中学校及び幼稚園を除く桑名市の施設

を対象としておりますので、教職員は含まれておりません。 

 

 

2.減免の法的根拠について 

「桑名市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に

関する要綱」では、対象施設として「対象となる行政財産は

桑名市の施設とする。ただし、小学校、中学校及び幼稚園は

当分の間除くものとする」としておりますので減免ではあり

ません。 

しかし、ご指摘につきましては、対象とする施設や通勤自

財政課 



№ 投書日 方法 内容 あなたの声の内容 回答の内容 対応課 

動車の考え方を整理するなどひとつの課題として考えてい

きたいと思います。 

347 8.30 メール 質問 

1.公園などの公共施設の水道水は全て飲んでも大丈夫で

しょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.逆に飲んではいけない水（蛇口含む）には必ず「飲料不

可」の旨の表示がされているのでしょうか。 

 

1つ目のお問い合わせに関して 

上下水道部では水道水の安全性を確保するため、市内各地

での水道水の検査を水道法に基づいて毎日行っております。

お問い合わせの公園などの公共施設に供給されている水道

水は検査上問題の無い安心して飲んでいただけるものとな

っておりますが、各公共施設の給水設備の管理状態によって

飲めるかの判断は変わります。給水設備の管理に関しては、

各施設の管理者が担当しておりますので、各施設管理者へご

確認を頂くようお願いいたします。 

 なお、桑名市の公園施設の蛇口は、全て水道水ですので飲

用できます。しかし、夏場等水道水が温かい場合は、水が冷

たくなるまで放水してから飲用してください。 

2つ目のお問い合わせに関して 

 1つ目のお問い合わせと同様に各公共施設の管理者へご確

認を頂くようお願いいたします。 

 

上下水道部施

設課 

アセットマネ

ジメント課 

348 8.30 投書 要望 

船舶免許の更新時に住所変更をしようと思いました。実

際に引っ越した訳ではなく、区画整理による表記が変更に

なるだけです。担当課に問い合わせたら、有料でしか証明

が出せないと言われました。免許事務の人からはこういっ

住所については、民間組合施行の桑名市西別所北部土

地区画整理事業により平成 26年 1月 24日に換地処分が

行われ、翌日より住居表示の変更がされております。 

 市では、土地区画整理事業による住居表示の変更をす

都市整備課 
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たことによる表記の変更は無料で証明してもらえるとの

ことでした。勝手に住居表示が変更になったのに、有料で

あることはおかしいと思います。 

他の市町村は無料なのでしょうか。今回は時間がなかっ

たので、住民票をとりましたが納得できません。改善して

ください。 

るため「町名変更証明願」を発行しており、この証明手

数料については、桑名市手数料条例第 2条第 1項第 22号

により 1件につき 300円を徴収しております。 

 また、桑名市西別所北部土地区画整理組合から郵送し

ています換地処分通知書においても自動車運転免許証等

の住所変更の手続きの際に必要なものとして、市発行の

町名変更証明（有料）をお知らせしているところでござ

います。 

 なお、他市町村の証明手数料の徴収については、有料

や無料のところもあり、その自治体の条例に基づき判断

をされているものと思われます。いただいたご意見につ

いては、今後の事務の改善にあたり、参考とさせていた

だきたいと思いますので、ご理解賜りますようお願いし

ます。 

349 8.31 メール 要望 

子供が陸上をやっている保護者です。 現在、桑員陸上

競技協会の上層部と行政がもめているため、毎年行われて

いた記録会が今年度はすべてなくなりました。 桑員小学

生陸上競技大会兼いなべ市・東員町小学生陸上競技大会や

三重県小学生陸上競技大会桑員予選会は開催されました

が、公認記録には認定されていません。 記録会もなく、

開催された大会の記録も公認されず、これでは日々頑張っ

ている子供達がかわいそうです。 昨今、スポーツ協会で

桑名市と桑員陸上競技協会様との関係は良好な関係と考

えておりますので、記録会が開催されない理由につきまして

は、桑名市行政との関係によるものではございません。 

また、記録会の開催可否決定、及び記録を公認記録と認定

するための競技場選定等は桑員陸上競技協会様の判断とな

りますので、開催可否、公認可否等の理由につきましては桑

員陸上競技協会様にご確認願います。 

桑名市としても、陸上競技の記録向上に日々努力している

生涯学習・ス

ポーツ課スポ

ーツ振興室 
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色々あり問題になっていますが、ここ桑名でも同じような

ことが起こっています。子供達は被害者です。来年度は記

録会が開催されるように、また開催された大会の記録が公

認記録として認められるよう、はたらきかけていただけな

いでしょうか。よろしくお願い致します。 

 

子供たちの記録を公認記録として認定していただくため、桑

名市主催の桑名市民体育大会（陸上競技）は、平成 29 年度

までは東員町の陸上競技場をお借りしておりましたが、

2017 年 10 月に公認競技場としての公認期限の終期をむか

えたため、今年度は四日市中央緑地公園陸上競技場をお借り

して公認記録会として開催いたしました。 

 桑名市としましては、限られた財源の中で最大限の効果が

得られるよう、今後も努力させていただきますので、ご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

 


