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●平成 28年度「ご意見」受付・対応結果 一覧表（全 33件） 

平成 29年８月 29日 秘書広報係（広報）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 メール 

(秘書広報係宛) 

4/16 ○  「妊娠初期から中学卒業までの市

民に提供する子育て関連システム」

開発における初期的な調査協力のお

願い。 

4/22 （回答担当部署：こども課） 

 まずは、担当部署がお話を伺う。 

２ 郵便 

(市役所宛) 

5/2  ●  友人である市臨時職員が退職し

た。関係職員への指導を。 

※ （対応担当部署：農政課） 

 上司が当該職員と面談し、経緯を聞き取り指

導した。 

３ ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

5/11 ○   マイナンバーカード交付窓口の職

員からの説明に対し不服がある。 

5/11 （回答担当部署：市民生活課） 

 窓口職員の説明は、当初から不備がなく、再

説明したら、意見者本人が納得された。 

４ メモ書き 

(本庁総合案内) 

5/17  ●  他人の温泉利用者証(後期高齢者

医療保険)を利用している人がいる

という噂を聞いた。 

※ （対応担当部署：国保年金課） 

 利用者証には、氏名・性別等の記載があり、

利用回数の制限もある。また、交付時には本人

のみ利用できると伝えてある。 

当該施設から毎日、市へ利用状況報告が提出

されている状況であるが、もし、不正利用の事

実が確認されれば、適切に対処したい。 
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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 

５ ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

5/17 ○  ① つわぶきハーフマラソンの練習

コースを日南総合運動公園中心に

考えてほしい。 

② 市内のイベント情報がつかみに

くい。 

5/24 （回答担当部署：観光・スポーツ課、広報係） 

① 日南総合運動公園を中心とした公道上に

練習コースを設定するのは、安全確保の観点

から問題がある。同マラソンのコース図を参

考に練習していただきたい。 

② 広報誌や市公式ホームページ、市役所公式

フェイスブック等にイベント情報を掲載し

ている。 

６ メモ書き 

(本庁総合案内) 

6/1  ●  高齢なので資源ゴミを公民館まで

運べない。可燃ごみ置き場に出せない

か。 

※ （対応担当部署：美化推進課） 

 資源ごみ排出が困難な高齢者への個別支援

体制は、現時点では整備されていないので、近

所や班、自治会などに協力をお願いしていただ

きたい。高齢化に伴う資源ごみ排出方法の見直

しについては、今後の研究課題とさせていただ

く。 

７ メール 

(秘書広報係宛) 

6/10 ○   教育委員に「保護者である者」を任

命し、教育委員の属性をホームペー

ジで公表するよう検討してほしい。 

6/22 （回答担当部署：総務課） 

 いただいたご意見は、次期教育委員の選任も

含め、参考にさせていただく。 

（その後、平成 29 年 5 月の市議会臨時会で保

護者である者を選任した。） 

８ ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

6/13  ●  市長の顔写真入り広告が多い。公

金による自己ＰＲのようで、良い感

じがしない。 

※ （回答担当部署：広報係） 

 市長の顔写真入りポスターなどは、市政のリ

ーダー自らが積極的に取組を推進している姿

勢のアピールや、市長による発信（トッププロ

モーション）として、効果的な広報手段だと考

えるため、今後も全庁的に積極的に取り組む。 
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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) 

6/16  ●  中国人観光客が大型店やコンビニ

で集団万引きしているのをご存じ

か。 

※ （対応担当部署：観光・スポーツ課） 

 コンビニ等から市へ万引きに関する報告や

苦情はないが、今後さらに外国人観光客の増加

が見込まれるため、地域全体でのおもてなしや

対応について、体制を整えていきたい。 

10 郵便 

(秘書広報係宛) 

6/21 ○  ① 市広報誌 6/15 号で紹介されて

いた市民にお世話になったことが

あり、感謝している。 

② 大堂津駅にトイレがなくて困っ

たことがある。 

7/7 （回答担当部署：広報係、地域振興課） 

① 市民主体の地域づくり・人づくりの模範と

なる市民だと存じている。これからも、広報

誌をご愛読いただけると幸い。 

② 大堂津駅のトイレは、施設の老朽化や維持

管理等の経費削減、ＪＲ利用者にとっては汽

車内にトイレが設置されていることなどか

ら、平成 19 年２月に撤去し、当時、地元説

明会を実施し、ご理解いただいた。 

11 メモ書き 

(本庁総合案内) 

6/23 ○   本庁機能移転に伴う、「手話奉仕員

養成講座」開催会場の確保をお願い

する。 

6/29 （回答担当部署：福祉課） 

 当該講座は、本市の地域生活支援事業の「手

話奉仕員養成研修事業」でもあるため、新たな

場所の確保に協力させていただく。 

12 メール 

(秘書広報係宛) 

6/21 

6/23 

 ● ① 空き家対策について問い合わせ

たが、連絡がない。 

② 今日、市の担当者が来た。明日に

でも、その担当者に電話をして、今

後の対応を確認する。 

6/23 （対応担当部署：広報係） 

① 問い合わせされた連絡先や連絡方法、日時

などを教えてほしい。 

② 担当部署への電話確認をお願いする。 

 

 

 



4 

 

「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 

13 メモ書き 

(本庁守衛室) 

7/26  ●  保健福祉総合センター２階の女子

トイレが汚い。 

※ （対応担当部署：財務課） 

 清掃業務の徹底を委託先へ指導した。今後は

定期的にチェックし、これまで以上に清潔な環

境整備に努める。 

14 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

8/10 ○   大分県豊肥振興局による飫肥杉に

関する視察の問い合わせがあったの

で、パンフレット等はないか。 

8/23 （回答担当部署：水産林政課） 

 当該視察に、本市が誇る地域資源「飫肥杉」

をご提案いただき、感謝申し上げる。飫肥杉の

見学箇所として、２箇所をご紹介し、その資料

を送付する。（三ッ岩林木遺伝資源保存林（北

郷）・オビダラリー（飫肥）） 

15 文書 

(本庁総合案内) 

9/26  ● 社会福祉協議会について（わかり

にくい決算報告、寄附金の有効活用

など）。 

※ （対応担当部署：広報係） 

届いた２通（同じ内容）を福祉課と社協に渡

した。 

16 ご意見用紙 

(南郷ハートフ

ルセンター) 

9/26 ○  同センター生涯学習館１階の男子

トイレ内に段差があり、気付かず、つ

まずく人が多い。 

10/11 （回答・対応担当部署：生涯学習課） 

 別添の写真のとおり段差を解消し、さらに赤

いテープを貼って注意喚起した。 
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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 文書 

(本庁総合案内) 

10/3 ○   非婚の場合も、離死別のひとり親

と同様の支援（寡婦控除など）をお願

いする。未婚のシングルマザーの場

合は、寡婦控除が受けられず、所得税

や保育料が発生し、一時給付金など

も受けられない。 

10/31 （回答担当部署：こども課） 

国が定める地方税法では、未婚・非婚者は寡 

婦控除の対象となっていないので、所得税や住 

民税の課税額にも影響する。このように法律で 

規定されているので、市町村独自で、控除の対 

象とすることができない。 

市としては、ひとり親の自立支援、子育て支 

援は、離婚・未婚によらず行うべきであると考 

えている。今後も子育てがしやすいまちづくり 

のため、様々な制度の改正などについて、機会 

を捉え国や県への要望を行うほか、子育て支援 

策の充実を図っていく。 

18 文書 

(本庁総合案内) 

10/17  ● 人口減少の中、８～９世帯しか住

民がいない自治会がある。このまま

では行き詰まる。自治会の区域の見

直しは必須だ。 

※ （対応担当部署：地域振興課） 

 小規模自治会等の統合については、今年６月

に自治会等活性化検討会を設置し、自治会が自

主的に運営できる組織となるための検討・支援

を行っている。 

19 ご意見用紙 

(南郷ハートフ

ルセンター) 

10/20 ○   同センター生涯学習館への浄水器

（冷水機？）設置の検討を。 

※ （対応担当部署：生涯学習課） 

 同館内の図書館奥に冷水機を設置している。

より分かりやすくするために、設置場所の案内

を表示する。 

20 メール 

(総合戦略課宛) 

10/27  ● （意見者本人の希望により、記載を

省略） 

※ （省略） 
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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 

21 文書 

(本庁総合案内) 

11/2  ●  日南総合運動公園内の野外休憩

所・喫煙所・ごみ箱設置の見直しを

（分煙や、ごみの持ち帰りを）。 

※ （対応担当部署：観光・スポーツ課） 

 喫煙所の設置場所を見直し（廃止６箇所・移 

動２箇所・現状維持５箇所）、多目的体育館内 

のごみ箱を撤去する。 

22 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

11/9  ● 開催日や募集期限などを過ぎたポ

スター・チラシ等を撤去してほしい。 

※ （対応担当部署：広報係） 

 全職員宛にメールで「行事の開催期日や募集

期限などを過ぎたチラシ等をそのまま掲示・設

置し続けないなど、チラシ等の適切な管理を」

と周知した。 

23 メール 

(秘書広報係宛) 

11/22 ○   臨時福祉給付金の手続き窓口での

本人確認ミスについて。 

11/24 （回答・対応担当部署：福祉課） 

 課長・課長補佐・本件担当職員が謝罪して、

今回の原因や、職員教育の徹底を説明し、お詫

び文書をお渡しした。 

25 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

12/1  ●  市民生活課の受付窓口職員の態

度・言葉遣い・不親切な対応に対し、

最低限のマナーをお願いする（回答

は必要ない）。 

※ （対応担当部署：市民生活課） 

 来庁者それぞれに応じた丁寧かつ迅速な対

応を実践し、課の組織目標として、窓口対応の

スキルアップに取り組む。 

26 文書 

(本庁総合案内) 

12/7  ●  競争入札参加資格審査申請がもっ

とスムーズになると良い。また、職員

の接遇に、指導不足を感じた。 

※ （対応担当部署：財務課） 

 同申請書の受付を改善する（県を参考に、２

年後の次回は全業者にはがきで通知し、持ち込

みの申請書も全て受け付ける）。接遇に十分留

意し、注意する。 

 

 

 

 



7 

 

「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 

27 ご意見用紙 

(本庁総合案内) 

12/16 ○   鵜戸小中学校近くの宮浦バス停待

合所の屋根が破損している。早急に

対処してほしい。 

2/28 （回答担当部署：地域振興課） 

この待合所は宮崎交通が設置したのではな

く、以前、近隣にあった保養所（デンサン）が

小屋を設置し、地元自治会へ寄贈した。現在そ

の管理責任は地元自治会にあるため、管理者で

ある地元自治会において修繕をお願いしたい。 

28 文書 

(本庁総合案内) 

2/13 ○  自宅への通路の通行を妨害する隣

人がいる。現場を調査し、早急な対

策をお願いしたい。 

2/28 （回答担当部署：下水道課・建設課） 

 道路の通行を阻害する行為は、道路交通法に

抵触する恐れがあるため、日南警察署に事情を

説明するとともに、隣人の方がそのような行為

をされた場合は、警察に連絡されるよう相談者

に説明した。 

29 メール 

(秘書広報係宛) 

3/6 ○   日南市の地籍調査測量図の交付手

数料が他市より高い件などについ

て、金額設定の根拠を知りたい。金

額を見直すなら、早急な対応と回答

を。 

3/8 （回答担当部署：税務課・農村整備課） 

 手数料については、条例で設定してあるた

め、改正にあたっては多くの皆さんの要望・陳

情によって検討することになる。土地調査士会

等で検討していただきたい。なお、地籍調査担

当課で手数料条例制定当時や、１市２町合併時

の調整状況などを確認するので、しばらく時間

をいただきたい。（後日、地籍調査係が意見者本

人と面談して、手数料設定の根拠等を説明し、

了承された。） 

30 ご意見用紙 

(まなびピア) 

3/2  ●  ２月 28日、まなびピア図書館の開

館時間（９時）に開館していなかっ

た。 

※ （対応担当部署：生涯学習課） 

 深くお詫びをし、早番(8:30 出勤)と遅番

(9:30出勤)の勘違いがないよう、勤務時間・開

館時間の徹底を強く指導する。 
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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 

31 ご意見用紙 

(まなびピア) 

3/2  ●  図書館の蔵書点検に伴う休館日

は、市広報誌や館内表示、窓口など

で、もっと親切な周知・対応を。 

※ （対応担当部署：生涯学習課） 

 休館日は、市広報誌や図書館ホームページな

ど６つの方法でお知らせしたが、より分かりや

すい周知・対応に努める。 

32 ご意見用紙 

(南郷町総合支

所) 

3/28 ○   防災行政無線の電池液漏れについ

て、市民に徹底してほしい。 

5/9 （回答・対応担当部署：南郷町総合支所） 

 総合支所に故障等の連絡があったら、随時、

修繕等の対応をしている。今後、乾電池の取り

替え方法など、市広報誌や啓発用ポスターで周

知する。 

33 ご意見用紙 

(南郷町総合支

所) 

3/28  ● （南郷町総合支所の）玄関の案内図

をきれいにした方が良い。お知らせ

も貼ってはどうか。 

※ （対応担当部署：南郷町総合支所） 

 玄関の案内図は、整備に向け検討する。また、

掲示物の内容を精査し活用する。 

34 メール 

(秘書広報係宛) 

3/30 ○   生活保護ケースワーカーの対応に

不満がある。改善と対応を考えてほ

しい。 

4/7 （回答・対応担当部署：福祉課） 

（個別具体的に状況・対応を説明した上で）今

後もこれまで同様、各ケースワーカーに対し、

差別することなく、指導すべき点については適

切な指導を行うよう指導していく。 

 


