
タイトル 市民の声 回答 受付日

広報の配布
日の件

広報の配布日についてお聞きします。月初に配
布される事が多いですが遅くとも月末に配布さ
れて次月の情報が得られるのではないでしょう
か。
今月も今現在配布されていませんが、もう今日
の情報は得られません。配れば良いと言う安易
な考えは改めて貰って市民の税金を無駄にする
ことなく有効に使って下さい。御回答よろしく
お願いします。

　平素より広報はんなんをお読みいただき、ま
た、この度は貴重な御提言をいただき厚く御礼
申し上げます。
　「広報はんなんの配布日」につきましては、
当月にお知らせする記事が正確で新鮮なものに
なるよう、令和２年度配布分まで配布委託業者
との間で発行月の３日までの配布として契約を
締結しております。そのため、広報誌に掲載す
る記事内容につきましても、開催日や申し込み
日が発行月の４日以降の記事内容になるよう配
慮しております。
　今回のご提言につきましては、今後の広報は
んなん発行業務の参考とさせていただきます。
　引き続き、市民の皆様へ確実に情報をお届け
できるよう努めてまいりますので、今後とも、
広報はんなん発行業務につきまして、ご理解ご
協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。
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タイトル 市民の声 回答 受付日

遠足につい
て

コロナウイルスが心配な中遠足に行った理由が知りたい
です。バスのキャンセル料などの兼ね合いがあったのか
もしれませんがまずは子どもの安全が優先なのではない
でしょうか？
子どもが帰ってきてから「コロナウイルスの人はおらん
かったで」と言っていましたが遠足先で先生たちがそん
なことを話されていたのでしょうか？
いなかったと言いきれるのでしょうか？
今日子どもが持って帰ってきた手紙に石田と尾崎の参観
の中止が書かれていましたが遠足と参観では遠足の方が
不特定多数の人とかかわるリスクが高いように感じます
がどうして参観のほうは中止になって遠足は中止や行き
先をバスを使ったりするのでなく近所の公園にするなど
ではなかったのでしょうか？
コロナウイルスについてのお手紙を今回の前にいただい
たときに阪南市は危機管理をきちんとされているんだな
と思っていましたが残念です。
インフルエンザは特効薬がありますがコロナウイルスは
まだ薬がないどんな病気かもまだまだ分からないところ
が多い病気ですよね？
仕事をしているので預けるしかない、預けたらそこのや
りかたに従うしかない、もしかしたらコロナウイルスに
感染するのではと思いながらも遠足に行かせるしかない
のは公立としてどうなのでしょうか？

　平素は、本市保育所運営にご理解・ご協力を賜り、厚
くお礼申し上げます。また、このたびは貴重なご質問・
ご意見をありがとうございます。
　さて、お尋ねのありました標記の件について、次のと
おりご回答します。
　このたびの新型コロナウイルス感染症の発生を受け、
市立保育所では、時々の社会状況や国・大阪府との連携
をふまえた阪南市新型コロナウイルス対策本部会議での
決定に基づき、行事の内容や実施・中止等を決めており
ます。この新型コロナウイルス感染症への対応におきま
しては、日々状況が変化しておりますことから、各時点
での状況に応じた決定となりますことをご了承くださ
い。
　なお、市立保育所における行事の実施や日々の保育活
動においては、国の示す感染症予防のための手洗い、咳
エチケットを励行し、またアルコール等による消毒を活
用し、併せて児童の体調の変化を注視するなどして感染
症対策を行っているところです。
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タイトル 市民の声 回答 受付日

学童保育の
お弁当持参
日の廃止と
小学校のバ
スなどでの
送迎につい
て

学童保育の際、夏休み時など、１日を通して預
ける時、お弁当を毎日作れないので、お弁当代
などがかかっても良いので、安全面・衛生面と
手間を考えると、保育園などの様に用意して頂
きたいです。
よろしくお願いします。
また、昨今、不審者や小さな子が犠牲になる事
件などもあります。又、阪南市は、坂の上の住
宅も多いので、スクールバス配備をお願いしま
す。
費用はかかっても良いのです！！
子供達の為に、ぜひ、実現、お願いします。

　留守家庭児童会における長期休暇期間中の昼食の提供方法として
は、自前給食での提供、もしくは外部発注による宅配弁当での提供
が考えられます。
　しかし、自前給食を提供するためには、大規模な施設改修に加
え、専門職を配置しなければならず、財政面を勘案すると困難であ
ると想定しています。
　一方、外部発注による宅配弁当の提供では、民間事業者に食の安
全性（アレルギー対応等）や配達の正確性（配達時間・個数）とい
う項目を満たしていただくともに、たとえ発注個数が少数であって
も対応していただくことが必須であるなど、条件が厳しくなってい
ます。
　以上を踏まえ、長期休暇期間中の昼食提供の可否について、指定
管理者に問い合わせたところ、即時の対応は難しいという返答があ
りました。
　しかし、貴方からのご要望を真摯に受け止め、市としては、指定
管理者に対して、今後、上記の条件を満たす民間事業者からの提案
があれば、宅配弁当の導入を前向きに検討するよう促してまいりま
す。
　また、市内の小学校の通学に関しては、本市では国の設置指針を
参考に、約４ｋｍまでの通学距離の通学方法は徒歩を原則としてお
り、現在、市内小学校の通学距離は、遠いところでもほとんどが概
ね３ｋｍまでとなっています。
　よって、平成２５年４月の尾崎小学校と福島小学校の統合はもと
より、その後の小学校の統合により現状の通学距離が長くなった場
合においても、スクールバスは導入しておりません。
　なお、市では公用車の一部を青色パトロール車として公務の際に
は併せて巡回を行っているほか、市教育委員会と警察で不審者等の
情報を共有して随時パトロール等を行い、子どもたちの安全確保に
努めております。

2020/1/17



タイトル 市民の声 回答 受付日

バスについ
て

私は現在、舞地区に住んでいます。
事情があり、しばらくバスで市役所等に行って
いましたが、毎回満員でした。私は小さい子ど
も（1,3歳）を2人連れており、3歳の上の子は
バスの乗り降り・運転中立って過ごすのは怖い
ようで、座れないときは二人とも抱っこして
乗っていました。バスに乗っていらっしゃるか
たの中には、席を譲ってくださる方も何人もい
ました。
満員のバスをご高齢の方々が立って乗ってい
らっしゃるのを何度も見ましたが、とても気に
なっています。舞などではバスが必須の方も多
いと思いますし、これから免許返納などでさら
に利用者は増えると思います。今後、そうした
地区のバスについてどのように考えていらっ
しゃるのでしょうか。

　本市コミュニティバスをご利用いただき、あ
りがとうございます。
　さて、コミュニティバス「光陽台・舞コー
ス」については、市内6コースのなかで、利用
者数が最も多い傾向にあります。
　コミュニティバス運行補助事業については、
運行事業者である南海ウイングバス南部（株）
の合理的な事業運営の判断のもと運行してお
り、当コースを含め、現時点で利用者の積み残
しが確認されていないことから、現バス車両に
より運行しているところです。
　今後、ご提言いただきました内容や、各地域
におけるバス利用状況を踏まえ、事業全体の観
点から、効率的な運営及び効果的な運行をめざ
し、運行事業者である南海ウイングバス南部
（株）と調整を図ってまいります。
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タイトル 市民の声 回答 受付日

避難所の民
間施設など
の活用につ
いて

現在住んでいる地域では、下荘小学校体育館が
指定避難所になっておりますが、370名の収容
人数と聞いております。台風19号の影響で、避
難所が満杯になった府中市では、刑務所に協力
していただき、体育館などを借り受け避難所に
したと聞いております。
このようなことが起こる前に、民間施設などと
の協定も含め、多くの避難所を確保していただ
きたいと思います。

　各地域避難所において被災者の収容が困難と
なったとき、または収容力に余力がないとき
は、別の避難可能な施設に避難していただくこ
とになること、また、被災地域が広域にわた
り、阪南市域内に予定した避難所が使用できな
くなった場合は他の市町村及び大阪府に応援を
要請することになると考えています。
　なお、民間施設等でご協力いただける施設に
つきましては、地震災害発生時などの災害時に
おける一時避難所としての使用に関する協定等
を順次締結しています。

2019/11/27



タイトル 市民の声 回答 受付日

災害時の備
蓄について

現在住んでいる地域では、下荘小学校体育館が
指定避難所になっておりますが、災害時の備蓄
品が保管されていないと聞いております。
保管場所として、空き教室などの活用や10年以
上放置されている旧はつめ幼稚園などを活用す
るなどできないものでしょうか。ご教授願いた
い。
また、住民1人当たり、どの程度の災害備蓄を
考えているのでしょうか。ご教授願いたい。

　現在の下荘小学校の教室については、平成28年4月に箱作小学校と下荘小学校が統
合したこともあり、現在はすべての教室を有効に活用している状況です。
　旧はつめ幼稚園の園舎の使用については、施設用途に応じた消防署等への手続き
と届出等に加えて、必要不可欠な電力契約や消防設備など、一定の初期投資と維持
管理費等の費用が必要となり、本市の厳しい財政状況を総合的に勘案すると、建物
の使用については、極めて困難であります。
　災害時の園庭の一時的な利用については、土砂災害特別警戒区域の付近であるこ
とや、建物周辺が草等により園庭までの動線がないこと、また万が一に建物の及ぼ
す影響などの課題がありますが、諸条件を整えたうえで、災害（地震）時の自主的
な避難地（オープンスペース）としての利用は可能と考えています。
　また、阪南市地域防災計画におきましては、生活救援活動が迅速かつ適切に行え
るよう、大阪府の重要物資の備蓄等の考え方を参考とし、重要物資確保の基準につ
いて以下の目標量を設定しています。
 (1) アルファ化米等
避難所生活者数の1食分を大阪府及び市町村がそれぞれ備蓄
(2) 高齢者用食
避難所生活者数(要援護高齢者等)の1食分を大阪府及び市町村がそれぞれ備蓄（人口
比2%で算出）
(3) 粉ミルク
避難所生活者数（乳児）の1日分を大阪府及び市町村がそれぞれ備蓄
（人口比1.5%、人工授乳率70%で算出）
(4) 哺乳瓶
避難所生活者数（乳児）分を市町村が備蓄、大阪府は予備分を備蓄
（人口比1.5%、人工授乳率70%で算出）
(5) 毛布
避難所生活者のうち避難行動要支援者分（子ども、高齢者等）（人口比30%）を市町
村が、その他を大阪府がそれぞれ備蓄
(6) おむつ
避難所生活者数（乳児）の1日分を大阪府及び市町村がそれぞれ備蓄
（人口比3%、1日5個で算出）
(7) 生理用品
避難所生活者数（女性）の1日分を大阪府及び市町村がそれぞれ備蓄（幼児、高齢者
を除いた人口（人口比65%）のうち女性（人口比51%）、1日5個で算出）
(8) 簡易トイレ
避難所生活者100人に1基を市町村（ボックス型）が備蓄、大阪府は組立型を500人に
1基備蓄、調達する仮設トイレを含めて100人に1基を確保

2019/11/19



タイトル 市民の声 回答 受付日

指定避難所
及び指定緊
急避難場所
について

下荘小学校体育館には、収容人数として、370
名が定員と聞いております。1人当たり何㎡で
計算されたものでしょうか。
また、下荘小学校校区の自治会住民の総人口及
び事業所などの従業員を含めた人数からして、
充分であると考えているのでしょうか。阪南市
としてのお考えをご教授願いたい。

　避難所の収容人数につきましては、1人当た
り2㎡で計算しています。
　阪南市地域防災計画における地震被害想定
で、最も大きな影響を受けると考えられる南海
トラフ巨大地震が発生した場合の阪南市内避難
所生活者数は6,667人となっています。
　阪南市内51箇所の指定避難所における収容可
能人員は約10,000人となっていますが、下荘小
学校に限らず、各地域避難所において被災者の
収容が困難となったとき、または収容力に余力
がないときは、別の避難可能な施設に避難して
いただくことになると考えています。
　また、被災地域が広域にわたり、阪南市域内
に予定した避難所が使用できなくなった場合は
他の市町村及び大阪府に応援を要請することに
なると考えています。

2019/11/12



タイトル 市民の声 回答 受付日

指定避難場
所について

現在住んでいる地域では、下荘小学校が指定避
難所になっており、災害時の避難所の開設と運
営については、阪南市の職員が、2駅はなれた
所から、駆けつけると聞いております。
道路事情などで職員が来れない場合なども考え
られるため、それらの事態にどのような対策を
考えられているのでしょうか。ご教授願いた
い。

　災害発生時における避難所の開設につきまし
ては、災害対策本部長の指示により職員がただ
ちに駆けつけて開設することになっています
が、道路事情等で自動車の使用ができない場合
は、徒歩等を含めた到達手段を検討するととも
に施設管理者に避難所開設の協力を求めること
としています。
　しかしながら、大規模災害発生時には、状況
に応じて迅速な避難所の開設、運営が必要とな
ることから、今後、近隣自治会・自主防災組織
等の協力をいただきながら避難所開設の手法等
について検討してまいりたいと考えています。

2019/11/5



タイトル 市民の声 回答 受付日

公有財産
（旧はつめ
幼稚園）に
ついて

旧はつめ幼稚園については、閉園後、10年以上
経過していると思いますが、この間、売却もせ
ずに放置していた理由は何なのでしょうか。今
後もこの状態が継続するのであれば、災害時の
やめの備蓄倉庫や一時避難所などに使用しても
らえないのでしょうか。
また、10年以上の間、住民からの要望などがな
かったのでしょうか。あったのであれば、どの
ような内容でしたか。ご教授願いたい。

　旧はつめ幼稚園については、ご指摘のとおり、幼
稚園として使用しないことは決定しているものの、
これまで現有施設を優先として予算と労力を集中し
ていたため、売却を含めた利活用方針については決
定しておりません。
　園舎については、技術職員を含め現場確認をして
おりますが、老朽化が進んでおり、天井や壁などの
傷みが激しく、設備機器類についてもほとんどが使
用できない状況であり、一定の初期投資と維持管理
等の費用が必要となるため、本市の厳しい財政状況
等を踏まえると、ご要望いただいております災害時
のための備蓄倉庫や一時避難所などの使用は困難で
あると考えています。
　しかしながら、災害時の園庭の一時利用について
は、土砂災害特別警戒区域の付近であることや、建
物周辺が草等により園庭までの動線がないこと、ま
た、万が一に建物の及ぼす影響などの課題がありま
すが、諸条件を整えたうえで、災害（地震）時の自
主的な避難地（オープンスペース）としての利用は
可能と考えています。
　また、住民からの要望については、今年度、施設
利用に関しての要望がありました。
　今後も、旧はつめ幼稚園の取り扱いについては、
建物の除却や土地の売却など、いずれの場合も予算
を確保する必要があることから、財政状況を見極め
ながら、限られた予算の中で工夫できないかを模索
してまいります。

2019/10/3



タイトル 市民の声 回答 受付日

公有財産に
ついて

2018.12.4受付の市民の声（タイトル：早く解
決）の阪南市の回答の中で、「市の厳しい財政
状況や建物を保有継続するリスクを鑑み、引き
続き、1日も早い建物の売払いに向け取り組ん
でまいります。今後とも、本市行政の推進につ
きまして、ご理解とご協力を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。」とありました
が、旧はつめ幼稚園なども上記とおなじような
お考えなのでしょうか。おそらく閉園後、10年
以上経過されていると思いますが、どのような
お考えで放置されているのでしょうか。この10
年間に行った建物売払いに向け取り組んだこと
などをご教授願いたい。
また、市の厳しい財政状況や建物を保有継続す
るリスクについて、わかりやすく具体的な数字
を含め、ご教授願いたい。

　旧はつめ幼稚園の園舎については、昭和50年
に建設された建物で耐震性能が確認されていな
い状況にあり、閉園後は、本市の厳しい財政状
況を総合的に勘案し、建物の維持管理費がかか
らないよう各種設備機能を停止した状況にあり
ます。
　今後も、旧はつめ幼稚園の取り扱いについて
は、建物の除却や土地の売却など、いずれの場
合も予算を確保する必要があることから、財政
状況を見極めながら、限られた予算の中で工夫
できないかを模索してまいります。
　また、市の厳しい財政状況や建物を保有継続
するリスクについて、わかりやすく具体的な数
字を含め、ご教授のことについては、本市の財
政状況は、平成30年度決算では財政調整基金残
高が約4,800万円減少し、財政調整基金を7年連
続取り崩す結果となっており、厳しい状況が続
いております。詳しい財政状況につきましては
広報はんなん11月号及び、本市ウェブサイトに
て掲載しておりますのでご参照いただきますよ
うお願い申し上げます。
　建物を保有継続するリスクについては、大規
模改修や建て替え費用などを含めた試算として
阪南市公共施設等総合管理計画（P22～36）に
記載しておりますので、本市ウェブサイトなど
からご参照いただきますようよろしくお願い申
し上げます。

2019/10/23



タイトル 市民の声 回答 受付日

阪南市の災
害履歴につ
いて

今月発生した台風19号などの巨大台風や今後必
ず起こると言われている南海トラフ巨大地震な
どが発生した場合、下庄小学校には、370名程
度の収容人数と聞いております。また、そこに
は、災害用の備蓄品もないと聞いております。
したがって、370名以上の避難者があれば、ど
こへ避難していいのかわかりません。過去にど
のような災害があったのかをご教授いただき、
自分なりに、どのような対策を取る必要がある
かを考えたいので、阪南市内に今まで起こった
(1)地震・液状化、(2)洪水、土砂災害、(3)山
林火災などについてご教授ください。

　大阪府の調査による南海トラフ巨大地震の被害想定では、阪
南市内で想定される避難所生活者数は、6,667人となっていま
す。
　阪南市地域防災計画において、阪南市内51箇所の指定避難所
における収容可能人員は約10,000人となっていますが、下荘小
学校に限らず、各地域避難所において避難者の受入れが困難な
場合は、別の避難可能な施設へ避難していただくことになると
考えています。
　備蓄品につきましては、まず、市の備蓄しているものから各
避難所へ供給することとなっていますので、全ての避難所に備
蓄しているものではございません。
　また、阪南市内で今までに起こった災害につきましては、阪
南町史などを参考に下記のとおり回答いたします。

(1)・南海大地震　昭和21年12月21日早朝、震源地が南海道沖
でマグニチュード8.1、震度4の地震が阪南町域を襲い、相当の
被害が出た。
・液状化については確認されていません。
(2)・昭和27年7月梅雨前線豪雨　当時の東鳥取村の鳥取池が決
潰し、同村と尾崎町一帯を水害にさらし、多数の犠牲者と多大
の損害をもたらした。
・平成7年7月に箱作小学校の校門前の道路（下荘122号線）の
東側斜面の一部が地すべりし、道路に土砂が流れ込んだ。
・平成30年7月豪雨で、いずみが丘地区と住金団地地区との間
の法面で土砂崩れが発生した。
(3)山林火災につきましては、泉州南消防組合阪南消防署へお
問合せ願います。
その他、台風被害として
・昭和36年9月第二室戸台風　最大瞬間風速は60メートルに達
し、東鳥取町、南海町において公共の建物の被害、民家の全・
半壊や一部破損など、被害を受けなかった家がないほどであっ
た。
・平成30年台風第21号　風速50メートル余りの猛烈な風により
多数の建物被害が発生した。市内を横断する府道沿いで電柱等
の倒壊があり、その影響により市内で大規模な停電が発生し
た。

2019/10/18



タイトル 市民の声 回答 受付日

土砂災害警
戒区域なら
びに土砂災
害特別警戒
区域内の建
物について

2019.2.8受付の市民の声（タイトル：阪南市
「子育て拠点の再構築」案について―再提案）
の阪南市の回答の中で、南海トラフ巨大地震の
津波浸水想定区域にある尾崎幼稚園の建て替え
について記載されていましたが、土砂災害警戒
区域および土砂災害特別警戒区域内に建設され
ている住民センターなどの建物については、ど
のようなお考えでいるのかをご教授ください。
また、大災害時に、そのような区域内に建設さ
れた指定避難所に避難するということですか。
その自治会や住民からの要望書、意見書の提出
などありませんでしたか。ご教授ください。

　住民センターにつきましては、学識経験者、関係団体
の代表者、市民公募委員にて組織され、今年度設置いた
しました、阪南市住民センターあり方検討審議会におい
て、地域の住民センターのこれからのあり方等について
検討しており、土砂災害特別警戒区域並びに土砂災害警
戒区域等の施設の立地条件も踏まえた、住民センターの
あり方の議論も進められていくものと考えています。
　次に、本市の小中学校及び幼稚園については、一部の
建物は土砂災害警戒区域内に建設されています。これら
の建物を保有する施設については、土砂災害が生じるお
それのある区域であることを普段から認識し、大雨等の
警報発令時は、園児・児童に直接危険が及ばないように
休校園とすることで安全確保に努めています。
　指定避難所につきましては、阪南市総合防災マップに
記載のとおり、市が避難勧告や避難指示などを発令した
時や、大地震が発生した時は、施設の安全確認後に避難
所を開設します。
　また、避難所は災害種別毎に指定されており、発生し
た災害に対して安全性が確認されている避難所を開設し
ます。
　なお、自治会や住民からの要望書、意見書について
は、提出等はございませんでした。

2019/10/17



タイトル 市民の声 回答 受付日

2019/10/10

耐震化され
ていない住
民センター
について

阪南市総合防災マップの避難所リストの中に
は、耐震化されていない多くの住民センターが
指定避難所になっておりますが、大災害時（南
海トラフ巨大地震・巨大台風など）に、それら
の建物に避難するということですか。ご教授く
ださい。

　阪南市総合防災マップに記載のとおり、市が
避難勧告や避難指示などを発令したときや、大
地震が発生したときは、施設の安全確認後に避
難所を開設します。
　なお、避難所は災害種別毎に指定されてお
り、発生した災害に対して安全性が確認されて
いる避難所を開設します。



タイトル 市民の声 回答 受付日

住宅地に現
れるイノシ
シなどの対
策について

2019.5.30受付の市民の声（タイトル：アライ
グマなどの外来生物について）の阪南市の対策
が記載されていましたが、イノシシについて
は、どのような対策を考えられていますか。
また、10年以上放置されている旧はつめ幼稚園
周辺で、イノシシを見かけたという方もいたと
聞きます。教育委員会の行政財産についてどの
ような管理をされているのでしょうか。
近隣の住民に被害が出るようでは困りますの
で、阪南市では、どのような対策を考えられて
いますか。ご教授ください。

　阪南市におきましては、住宅地や農地などにイノシシ
が出没した場合は、市民の方からの情報提供を受けた
後、現地確認、パトロールを実施し、庁内の関係課、泉
南警察署及び大阪府へ連絡するとともに、猟友会尾崎支
部に情報を提供し、捕獲を依頼しています。
　実績としましては、年間25頭程度の捕獲を行っている
ところであります。
　泉南警察署及び大阪府との連携のもと、引き続き対応
に努めてまいりますので、ご理解・ご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　なお、教育委員会の行政財産についての管理につきま
して、旧はつめ幼稚園の園舎は各種設備機能を停止し、
園庭を含めたフェンス内の敷地については、門扉は施錠
して外部からの侵入防止に努めているところです。
　フェンス外の法面などについては、隣接住民の方に対
し、ご迷惑がかからないよう適宜草刈りなどを実施して
います。
　本市の厳しい財政状況等を勘案しますと、当面は、現
在の管理方法を継続することになりますが、ご理解いた
だきますようお願いします。

2019/10/3



タイトル 市民の声 回答 受付日

住民票写し
など各種証
明書のコン
ビニ手続き
化希望

住民票などの各種証明書発行をコンビニエンス
ストアでも発行できるようにして欲しい。
隣の泉南市でできて、我が阪南市でできないの
はとても不公平に感じる。
はっきり申して、行政サービスの質の「格差」
が生じているのではないか。
前向きに善処していただきたい。

　ご要望いただきました「住民票写しなど各種
証明書のコンビニ手続き化」についてですが、
証明書コンビニ交付サービスを利用するために
は、「利用者証明用電子証明書」の格納された
マイナンバーカードが必要となります。
　しかしながら、本市マイナンバーカードの平
成30年度末での普及率は、12.7％と低い状況と
なっております。また、併せて、コンビニ交付
サービスを実施するためには、多額の初期費用
や維持経費がかかります。このことから、サー
ビスを開始しても費用対効果が見込めない状況
となっており、現状においては、コンビニ交付
サービスは見送っております。
　現在、平日の窓口以外での住民票写しなどの
各種証明書の発行は、郵送や月に一度の日曜開
庁で行っておりますが、今般、マイナンバー
カードの取得に向けた取り組みを強化していく
との方針を国が示したことから、マイナンバー
カードの普及率の推移を見守りつつ、コンビニ
交付サービスについては検討してまいりたいと
考えております。

2019/8/2



タイトル 市民の声 回答 受付日

尾崎保育所
等の安全の
早期達成の
ための提言

　子育て拠点の再構築につきましては、平成30
年9月「阪南市子育て拠点再構築方針中間とり
まとめ」として、子育て拠点整備特別委員会に
お示しし、同年12月広報はんなんにおいて、子
育て拠点再構築の現状について、として周知を
行ったところです。
　また、平成31年3月、阪南市子ども・子育て
会議より、「阪南市における就学前の教育・保
育・子育て支援のあり方について」の答申があ
りましたことから、現在、子育て拠点の再構築
の具体化に向け、取り組んでおります。
　今後、子育て拠点の再構築に係るスケジュー
ル等をお示しし、いただいたご意見も大切にし
ながら、子どもの安全確保を含めた課題の解決
に取り組んでまいります。

2019/7/1



タイトル 市民の声 回答 受付日

アライグマ
などの外来
生物につい

て

和泉鳥取駅付近にアライグマが生息していま
す。
和歌山北部紀ノ川沿いでは被害がひどくなって
いるようですが、阪南市では対策などは考えら
れていますか。

アライグマにつきましては、農作物を食害する
ほか、家屋に浸入して生活環境に汚染が発生す
るなどの被害があります。
阪南市におきましては、家屋や農地などにアラ
イグマが出没する場合は、市民の方からの申請
により、アライグマの捕獲檻の貸出を行ってい
ます。
また、捕獲されたアライグマについては、市が
委託先である大阪府に個体を持込み、安楽死措
置を行ったのち、市の火葬施設にて処分を行っ
ています。
実績としましては、年間60頭程度の措置を行っ
ているところでありますが、依然として被害の
情報が寄せられる状況であることからも、大阪
府との連携のもと、引き続き対応に努めてまい
りますので、ご理解・ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

2019/5/30



タイトル 市民の声 回答 受付日

信号機につ
いて

万葉苑美容院の十字路が、車の交通が激しく通
学路として、危ないと思います。
優先道路が不明で、せめて点滅信号をつけるべ
きかと思います。
もしくは、通学路の時間は通行禁止にするべき
かと思います。

阪南市及び阪南市教育委員会では、市内の園児
及び児童、生徒がより安心して通園・通学がで
きるよう、通学路の安全対策を推進するため、
警察署や国道、府道、市道などの道路管理者、
学校長やＰＴＡ代表などの関係者による「阪南
市通学路交通安全推進会議」を設置し、毎年合
同点検や具体的な対策の検討や安全対策の検
証、進捗管理などを行っています。
今回の要望箇所についても、既に小学校から報
告を受け、平成26年度の会議の中で検討した結
果、点滅信号を含む信号機については、交通規
制を所管する警察署からは、車や人の交通量な
どが必要条件を満たさないため設置は困難であ
るとの回答を受け、道路管理者による交差点内
の路面標示の対策を講じられました。
その後、平成27年度の検証において、ドライ
バーへの注意喚起として、立体路面標示の対策
が追加されたところです。
また、登校時には警察署や教育委員会による市
内小学校の登校指導を定期的に実施し、今回の
交差点を含む様々なところには、地域の方々や
保護者による見守り活動などにもご協力をいた
だいています。
今後も通学路の危険箇所の解消に向け、関係機
関と連携を図り取り組んでまいります。

2019/5/30



タイトル 市民の声 回答 受付日

図書館に
カートを導
入してほし
い

私は仕事柄、そしてプライベートでも図書館を
頻繁に利用し、ありがたいことに阪南市の図書
館は貸出冊数制限がないのでたくさん借りさせ
ていただくのですが、広い館内をたくさんの本
を持って移動するのが毎回大変です。
また、最近年老いた親を図書館に連れていくこ
とが多いのですが、足が悪く本を持って歩くの
が大変そうです。
他の図書館で見たのですが、スーパーのカート
のような本を入れて移動できるブックカートを
導入して欲しいです。ご検討よろしくお願いい
たします。

カート導入については以前検討し、カートの保
管スペースやコスト面から断念した経緯がござ
いますが、社会の高齢化の進行を踏まえまし
て、あらためて、省スペースカートの研究や予
算確保等に努めてまいります。
なにとぞご理解のほどとろしくおねがいいたし
ます。
なお、当館ではバギーやカート等の持込を制限
しておりませんことを申し添えます。
今後とも、本市図書館運営の推進につきまし
て、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し
あげます。

2019/4/19



タイトル 市民の声 回答 受付日

税金の支払
い方

楽天のアプリで、税金を支払えるようにしてく
ださい。大阪市では、やっています。車に乗ら
ないので、できるととても便利です。

いつも市税の納付にご理解、ご協力いただきあ
りがとうございます。
楽天アプリでの納付ができずご不便をお掛けし
て申し訳ありません。
さて、近年は多様な決済方法が増えており、す
べてに対応することは困難な状況にあります。
このような中、阪南市では、口座振替での納
付、コンビニエンスストアでの納付に対応して
まいりました。
今後も様々な納付方法を検討したいとは思いま
すが、費用や設備等での限界もあり、現状では
対応できておりません。
お手数お掛けしますが、金融機関やコンビニエ
ンスストアでのご納付をお願いします。

なお、口座振替申込書がご入用の際は、送付先
等ご連絡いただきましたら送付いたします。
よろしくお願いいたします。

2019/4/9


