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●平成 29年度「ご意見」受付・対応結果 一覧表（全 25件） 

平成 30年 12月 12日 秘書広報課 広報広聴係 作成 

「回答日」欄の※印 … 意見者の住所（回答文書の送付先）や氏名等が不明だったため、回答できなかったものです。 

受付 

番号 

受付方法 

（場所） 

受付日 意見者記名 ご意見等の概要 回答日 回答・対応等の概要 

あり 匿名 

１ 市政報告会 

アンケート 

4/3 ○  吾田小学校の通学路（横通

～小学校）にガードレールの

設置を。交通事故が心配。 

4/24 （回答担当部署：建設課） 

 ご指摘の箇所は、歩道幅員が２．５ｍ確保され、また、

交差点には横断防止用の防護柵を設置している。日南市

教育委員会とも協議し、通学路合同点検においても歩行

者等の安全確保が確認されているので、現時点では、防

護柵の設置は考えていない。 

２ ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

4/18 ○   他市町村で取得した応急

手当普及員の資格を日南市

でも有効に。当該資格は３年

で失効するため、再講習を受

講したい。市の「応急手当の

普及啓発の推進に関する規

則」は、消防庁の通知に基づ

き改正を。 

5/2 （回答担当部署：消防本部 警防課） 

他市町村で取得した資格は本市でも有効であり、当消

防本部でも再講習が可能。新規講習や再講習に関しても

今後計画的に実施していく予定。 

「応急手当の普及啓発の推進に関する規則」について

は、平成 29年９月１日に改正、施行した。 

３ メール 

(地域振興課宛) 

4/25 ○   母子家庭で、母親は朝から

夜まで働き、子どもが親代わ

りに小さい子どもの世話を

している現実がある。 

5/8 （回答担当部署：こども課） 

 市では、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成、福

祉資金貸付制度などの経済的な支援のほか、母子自立支

援員や家庭児童相談員が相談に応じ、ファミリーサポー

トセンターで育児の援助などをしている。また、社会福

祉協議会も「ひとり親家庭のためのハンドブック」を作

成し、支援策が実際に役立つよう努めている。今後さら

に、ひとり親家庭に対する支援を充実させる。当該家庭

に対して声掛けいただけるのであれば、市こども課や社

協に気軽にご相談くださるよう、お伝えいただきたい。 

注）担当部署名は、平成 29年度時点の名称です。 
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「回答日」欄の※印 … 意見者の住所（回答文書の送付先）や氏名等が不明だったため、回答できなかったものです。 

受付 

番号 

受付方法 

（場所） 

受付日 意見者記名 ご意見等の概要 回答日 回答・対応等の概要 

あり 匿名 

４ メール 

(総合戦略係宛) 

5/8 ○   花立公園さくらまつりＢＧ

Ｍがロックなので、情緒を味わ

えない。総合支所にメールや電

話をしたが、無反応。 

5/8 （回答担当部署：観光・スポーツ課） 

 来年度の開催では、来場者の皆さまがゆっくりと

桜の美しさを感じられる雰囲気になるよう、ＢＧＭ

も含めた会場づくりを同まつり実行委員会で検討す

る。 

５ メール 

(まちづくり係

宛) 

5/15 ○  誘致ＩＴ企業が事業譲渡し

たが、日南市に移住し入社した

娘が、インターンとして無給で

働くことに。市が責任を持っ

て、娘の身分保障を企業と交渉

してほしい。 

5/17 （回答担当部署：商工政策課） 

譲渡先企業としては、今後のスキルアップ次第で

正社員としての可能性もあるようだ。 

譲渡先企業は、専門性があり、規模も数倍大きいこ

とから、企業の成長に向け前向きな移管である。 

誘致企業のみならず、市内企業の倒産や撤退によ

り雇用の場が失われることのないよう、行政ででき

る側面支援に努めたい。 

6･7 ご意見用紙 

(本館ポスト) 

5/17 ○  市消防本部ホームページで

は、市内のＡＥＤ設置場所の検

索が困難だ。市内でＡＥＤを設

置している場所や使用可能時

間帯を表示するアプリの導入

を。 

5/31 （回答担当部署：消防本部 警防課） 

当消防本部のホームページのＡＥＤ設置マップを

分かりやすく更新した。 

ＡＥＤ設置場所のスマホアプリは、各機種対応の

アプリを検索しダウンロードして使用することがで

きる。 

８ 便箋など 

(本庁総合案内) 

55/22 ○   市長の何らかのアイデアの

助けにならないかと思い、太陽

光発電に関する新聞記事を届

けた。 

5/31 （回答担当部署：地域振興課） 

 本市でも、地形や気象などの優位性を活かした、持

続可能なエネルギーの可能性については、非常に期

待。今後、環境関連産業の育成や雇用の創出といっ

た、経済対策としての効果も創出していく。 

注）担当部署名は、平成 29年度時点の名称です。 
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「回答日」欄の※印 … 意見者の住所（回答文書の送付先）や氏名等が不明だったため、回答できなかったものです。 

受付 

番号 

受付方法 

（場所） 

受付日 意見者記名 ご意見等の概要 回答日 回答・対応等の概要 

あり 匿名 

９ メール 

(秘書広報係宛) 

5/25 ○   市広報誌お知らせ版は、横書

きなのになぜ右綴じなのか、理

由を知りたい。 

5/25 （回答担当部署：総合戦略課） 

 カラーの市広報誌「好きです にちなん」が、縦書

きと横書きが混在し、右綴じであるため、お知らせ版

も右綴じに合わせている。 

10 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

5/30 ○   社会福祉協議会・南郷支所に

設置されていたヘルストロン

がなくなった理由を知りたい。 

6/6 （回答担当部署：総合戦略課） 

社会福祉協議会に確認したところ、南郷支所のヘ

ルストロンは、設置後 15年以上経過し老朽化してい

たため、事故の発生などを懸念し撤去したそうで、現

在のところ、再び設置する予定はないようだ。 

12 メール 

(秘書広報係宛) 

7/1  ●  市公式ホームページに掲載

してある市勢要覧が 2009 年版

で古いので、最新版に更新すべ

き。 

※ （回答担当部署：総合戦略課） 

 本市では、市勢要覧は作成しないこととし、平成 26

年度にポケットフォルダーを作成。市ＨＰには、その

ポケットフォルダーと、市勢要覧 2009（平成 21年 11

月発行）を掲載している。 

13 郵便 7/3 ○   滋賀県在住の母子家庭だが、

日南市に移住した場合の各種

支援策（生活保護、生活困窮者、

住居など）を知りたいので、資

料を送付してほしい。 

7/25 （回答担当部署：地域振興課、こども課など） 

 移住、子育て支援、ごみ、学校区、就学援助、職業

紹介、就業支援、ハザードマップなどに関する資料を

送付。 

注）担当部署名は、平成 29年度時点の名称です。 
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「回答日」欄の※印 … 意見者の住所（回答文書の送付先）や氏名等が不明だったため、回答できなかったものです。 

受付 

番号 

受付方法 

（場所） 

受付日 意見者記名 ご意見等の概要 回答日 回答・対応等の概要 

あり 匿名 

14 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

7/10 ○   新聞記事で猪八重渓谷での

釣りが紹介されたが、森林セラ

ピー基地内のコケの保護が心

配だ。 

7/24 （回答担当部署：北郷町総合支所） 

 同渓谷は国有林で、国有林内では許可なしに森林

の産物（樹木、植物、コケ等）を採取することが森林

法で禁止されていて、違反すると処罰される。同渓谷

の入り口には「樹木、植物、コケ等の採取の禁止」や

「動植物の採取は違法」といった看板が設置されて

いる。今後も、同渓谷入山者に対し、マナーを守った

利用を指導していく。 

15 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

7/10 ○  市広報誌「好きです にちな

ん」27ページのレシピを切り取

ると、その裏面の顔写真が切れ

てしまうので、考慮を。 

7/13 （回答担当部署：総合戦略課） 

担当部署でも見直しを検討中だった。既に印刷中

の 7/15号は間に合わないが、8/15号から誌面レイア

ウトを見直す。 

16 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

8/28 ○  台風５号の大雨により広渡

川が危険水位に達し、北郷町鵜

之木地区に避難勧告が発令さ

れたが、指定避難所の農村セン

ターは川が氾濫したら危険だ。 

9/19 （回答担当部署：総務課） 

 北郷地区の風水害避難場所である公共施設の大半

が、浸水区域に建設されているが、農村センターやさ

くらアリーナ周辺には、徒歩での避難や、大人数の収

容を考えた場合に、近辺に代替の施設がないため、浸

水想定が１ｍ未満であり、２階やアリーナ観覧席等

への避難誘導が可能なことから、それらの施設を避

難所として指定している。 

 ただし、気象庁の大雨特別警報発令など大規模災

害の危険性が高まる場合は、高台の自治公民館を避

難所として開設し、そこへ誘導することになる。な

お、県が土砂災害基本調査や新たな水害の浸水想定

の設定作業中なので、これらの結果が判明次第、必要

に応じて、見直す予定。 

注）担当部署名は、平成 29年度時点の名称です。 
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「回答日」欄の※印 … 意見者の住所（回答文書の送付先）や氏名等が不明だったため、回答できなかったものです。 

受付 

番号 

受付方法 

（場所） 

受付日 意見者記名 ご意見等の概要 回答日 回答・対応等の概要 

あり 匿名 

17 メッセージ 

(市 Facebook ペ

ージ宛) 

9/17 ○  台風による浸水被害があっ

た延岡市のホームページを見

たら、避難場所のトイレの様式

や、身障者用トイレの有無、市

職員がいるかいないかの記載

までされていた。本市でも知ら

せるべき。 

10/2 （回答担当部署：総務課） 

延岡市の事例なども参考にしつつ、きめ細かな情

報提供ができるよう改善していく。 

18 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

9/19 ○   北郷地区の避難所の見直し

について、具体的に提案する。

また、避難行動要支援者名簿は

作成しているか。 

10/3 （回答担当部署：総務課） 

県が作成する予定の新たな浸水想定の状況を確認

後、その結果に応じて、自治会等を交え協議してい

く。また、避難行動要支援者名簿は作成している。 

20 メッセージ 

(好きぃ～部 

Facebook ページ

宛) 

10/1 ○   北郷の黒荷田地区の道沿い

の、昔は田畑だったと思う草む

らが山林化しないよう、ボラン

ティアで草刈りしたり、いっそ

ヤギでも放したりして除草す

ることはできないか。故郷の原

風景を保つことも、人を呼ぶ里

づくりになる気がする。 

10/18 （回答担当部署：北郷町総合支所） 

 地域ならではの景観の良さを維持・活用していく

ことは、大切な取り組みだ。本市は、美しいまちづく

り景観基本条例を制定しているので、今後も、市や市

民、事業者等が、それぞれの担う役割を認識し、互い

に連携、協働して、魅力ある景観の保護、育成、創出

に努めていく。 

21 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

10/10 ○   自治会の防災マニュアルの

作成を検討中。避難行動要支援

者名簿を自治会や自主防災組

織に提供できないか。 

10/25 （回答担当部署：総務課） 

避難行動要支援者名簿は毎月更新しているが、本

人の同意が必要であることから自治会長や自主防災

組織へ提供していない。避難の際に支援が必要な方

などについて、各自治会で福祉委員や民生委員を中

心に状況を把握されているので、そうした方々への

対応を防災マニュアルに掲載していただきたい。 

注）担当部署名は、平成 29年度時点の名称です。 
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「回答日」欄の※印 … 意見者の住所（回答文書の送付先）や氏名等が不明だったため、回答できなかったものです。 

受付 

番号 

受付方法 

（場所） 

受付日 意見者記名 ご意見等の概要 回答日 回答・対応等の概要 

あり 匿名 

23 メール 

(総合戦略課宛) 

10/27  ● 雨の日に、子どもの遊び場が

ない。おび杉ドームのような屋

根の下に、大型のアスレチック

や遊具があったら、炎天下でも

雨天時でも安心して遊べる。 

※ （回答担当部署：総合戦略課） 

 受信メールを市長まで回覧。 

24 

・ 

25 

ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

10/27 

 ・ 

11/8 

○   自主防災組織の自主防災部

規約(案)を作成したので、確認

してほしい。避難行動要支援者

名簿を自主防災組織に開示し

ないと、災害時に役に立たない

のでは。 

11/17 （回答担当部署：総務課） 

 規定案は、自治会の中で検討・調整され同意が得ら

れれば、特に支障はない。実行する中で不備な点があ

っても適宜、改正されれば結構。関係者で考え地域の

実情に合った体制を構築いただきたい。避難行動要

支援者名簿の提供は、本人の同意が必要であること

から考えていない。まずは、民生委員や福祉委員と連

携し、地域内高齢者の日常の状況把握から取り組ま

れるとよいのではないか。 

26 メール 

(総合戦略課宛) 

11/13 ○   子どもたちのインフルエン

ザ予防接種費用が高額だ。少し

でも負担を減らしてもらうと

摂取しやすくなるので、検討

を。 

11/24 （回答担当部署：こども課） 

 市の限られた財源の中で、予防接種助成の優先順

位などを考えて検討していく。 

28 メール 

(秘書広報係宛) 

3/3 ○   道路で猫や犬が死んでいる

風景を見たくない。危険な市街

地だけでも、自動車の速度を

30km制限に。 

3/6 （回答担当部署：市民生活課） 

 市道等の制限速度を決める場合は、市民の皆さん

などから警察署へ寄せられた要望を宮崎県公安委員

会に送り、同公安委員会が決定するといった流れに

なっている。なお、今回の要望内容は、市から日南警

察署へ連絡済み。 

注）担当部署名は、平成 29年度時点の名称です。 
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「回答日」欄の※印 … 意見者の住所（回答文書の送付先）や氏名等が不明だったため、回答できなかったものです。 

受付 

番号 

受付方法 

（場所） 

受付日 意見者記名 ご意見等の概要 回答日 回答・対応等の概要 

あり 匿名 

29 行政相談(3/2) 

(南郷ハートフル

センター) 

3/6 ○  ① 南郷町の新開地区は、土地

所有者が高齢化し、荒廃が進

んでいるので、農業生産団地

や商業施設、観光スポーツ施

設などに活用できないか。 

② 空き家対策で所有者を調

べる際に、個人情報保護のた

めに土地台帳や名寄帳など

を閲覧することができない

ので、調べられない。 

3/23 （回答担当部署：地域振興課） 

① 新開地区は、県のほ場整備事業により整備され、

本市の農業基盤を支える重要な農地として利活用

されおり、現在も農業振興地域に指定している。高

齢化が進む農業の後継者育成対策を講じながら、

今後も農地として活用していく。 

（回答担当部署：税務課） 

② 家屋に関する閲覧は、閲覧できる関係者の範囲

が「地方税法」により定められている。閲覧できる

関係者とは次の方々。なお、土地については有料で

閲覧できる。 

・所有者等（納税義務者）・賃借権者等（借地人、

借家人等の当該資産の使用者又は収益を目的とす

る権利を有する者）・資産の処分をする権利を有す

る者（破産管財人、保全管理人、金融整理管理人

等）・上記のものの成年後見人、または委任を受け

た代理人 

（回答担当部署：市民生活課） 

② 「空家等対策の推進に関する特別措置法」により

所有者の調査を担当職員が行うことができるが、

相談者への調査情報の提供はできないこととされ

ている。 

注）担当部署名は、平成 29年度時点の名称です。 
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「回答日」欄の※印 … 意見者の住所（回答文書の送付先）や氏名等が不明だったため、回答できなかったものです。 

受付 

番号 

受付方法 

（場所） 

受付日 意見者記名 ご意見等の概要 回答日 回答・対応等の概要 

あり 匿名 

30 ご意見用紙 

( 本 庁 総 合 案

内) 

3/12  ● 転出届の手続きをした際に待

たされ、国保の窓口に案内された

が手続きは必要なく、再び待たさ

れた。謝罪の言葉もなく、急いで

いたので腹が立った。 

※ （回答担当部署：市民生活課 戸籍住民係） 

 待ち時間の説明や、お待たせしたことへの声掛け

などが足りなかったため、お客さまが不満に思われ

た。今後の窓口対応について、13 日に係員全員（市

職員・嘱託職員・臨時職員）で次のとおり徹底するよ

う確認した。 

・受け付けや確認は、正確・迅速・丁寧に行う。 

・時間の掛かる手続きの場合は、受け付け時にその

旨を説明する。 

・長時間お待ちのお客様に対する声掛け対応を心掛

ける。 

32 ご意見用紙 

( 本 庁 総 合 案

内) 

3/28 ○   文化センターの外壁が、いつま

でも黒いまま。水圧洗浄でも良い

ので、少し美観も考えて。市民と

して恥ずかしい。 

4/2 （回答担当部署：生涯学習課） 

 文化センターの外壁は、屋根がなく、汚れやすい構

造。外壁の美観を取り戻すには、塗り替えか、洗浄の

方法が考えられる。施設の維持管理においては、限ら

れた財源の中、施設の安全性・機能性の保持を優先

し、美観が後回しになっており、市民の皆さまにとっ

てはご不快のことと存じるが、ご理解を。 

注）担当部署名は、平成 29年度時点の名称です。 

 


