平成 31 年 1 月～3 月分
回答日

ご意見・ご要望

回答

担当課

各種証明書を交付する際に、第三者によ 町民課
H31/1/18 証明書もらうのに、本人確認が多すぎると
思います。
る虚偽の申請を防止するため、窓口へ来ら 電話：288-2124
れた方の本人確認を行っています。確認方
意見を対処してくれてるのですか？
法については、法令などで定められ、公的
広報に、町民の意見、対処等をのせてみて 機関が発行する顔写真入りの運転免許証
はどうですか。
や個人番号カードをお持ちでない方には、
出した本人は対処されたかどうか分りま 健康保険被保険者証など２以上の書類に
せん！
より確認することとされていますのでご
理解をお願いします。
ご意見箱からの回収は毎月行っており、 総務課
内容に応じ各所管の担当において検討し、 電話：288-2120
回答を作成しております。連絡先が記載さ
れたご意見等には、取り違いがないように
直接連絡のうえ回答させていただく場合
もあります。また、ご意見の中で行政サー
ビスの向上に直接つながるものに対して
は直ちに実施することもあります。
ご意見及び回答の掲載につきましては、
役場とシグナスに掲示するとともにホー
ムページに順次掲載することとしており
ます。
H31/1/18 貼ってある字が小さくて読めません

ご意見及び回答の掲載については、今後 総務課
は、掲載する字体や文字の大きさに留意 電話：288-2120
し、町民の皆さまが見やすい、読みやすい
掲載に努めてまいります。

新幹線の見える丘公園に設置していま 都市建設課
H31/1/24 月に４回新幹線に乗っていますが、かなり
前から、Ｉ LOVE TSUBATA のライトが す「I ♡（ハートマーク） つばた」のサイ 電話：288-6703
消えています。
ンにつきましては、平成 30 年 3 月 30 日
元に戻れば良いと思います。
に石川県が当公園を含む北陸新幹線沿線
の区域を屋外広告物の禁止区域に指定し
たことから、本町としましても、北陸新幹
線沿線の景観に配慮するため、サインの点
灯を取りやめることにいたしました。
H31/1/22 娘が津幡小に通っています 清水側から
小学校側に渡る際、もみの木カフェの交差
点から津幡工業の交差点まで信号がない
ので不便です。その間にもう１つ横断歩道
があれば・・・と思います
たまにですが信号のないところをスキを
見て渡っている人も見かけます

横断歩道は歩行者の安全性・利便性を考 交流経済課
慮し、視界の良好な場所を選定し、横断歩 電話：288-2129
行者数や交通量、既存の横断歩道との間隔
等を総合的に判断して、石川県公安委員会
が設置しています。
町としましては、新たな横断歩道の設置
について必要性も含め地元区と協議し、石
川県公安委員会への要望について検討し
たいと考えております。

H31/1/24 １．町のプールについて町民賛否を取たら
いかがですか。お金は位かるわかりません
が
私の意見として
各町、市、内灘、かほく市、金沢市にして
も国体又いろな大会も出来プールありま
す。
子孫に借金をのこさないこと。

津幡町で計画している温水プールにつ 都市建設課
きましては、平成 17 年度の第四次津幡町 電話：288-6703
総合計画策定時に実施されたアンケート
においては、温水プールが最も欲しい施設
としてあがっており、また、平成 27 年度
の第五次津幡町総合計画策定時に実施さ
れたアンケートにおいては、みんなが健康
で暮らせるまちづくりに関心が高かった
ことから、町といたしましては、町民の体
力づくり・健康増進を目的とした、誰でも
使える身近なプールの実現をめざしてい
ます。
今後も、施設の内容や整備費用など、町
として、よりよい施設となるよう検討し進
めてまいります。

回答日

ご意見・ご要望

H31/1/24 中条東保育園に子供が通っています。下の
子もいますが、未就園児クラスが月１回で
とてもさみしいです。他の保育園ではたく
さんそういうのをやっているのを見ます
が、自分の子を通わせていないのに未就園
のにだけいくのは気まずいです。来年から
こども園というのに変わるので未就園の
ももっと増えるといいと思います。同じ園
に通っている他のママとかとも交流でき
たらうれしいです。
あと今年の科学のおまつり、デーブ大久保
はムリヤリだな・・・とおもいました。科
学と関係ナイ気が・・・時間も去年より短
くてさみしかったです。

回答

担当課

町立保育園では毎月１回施設開放日を 子育て支援課
設けて、親子が集いふれあったり、こども 電話：288-6726
同士・親同士がかかわりあって友だちを見
つけたりして、親同士の交流の場、また、
子育て相談の場を提供することを目的に、
乳幼児の親子を対象として園舎を開放し
ています。
ご意見にある「他の保育園ではたくさん
そういうのをやっている」とは、子育て支
援センターの取り組みかと思われ、町では
子育て支援センターを町立能瀬保育園、私
立認定こども園４園及び親子支援センタ
ーの合計６か所に開設し、ほぼ毎日開所し
て同様の取り組みを行っています。
今のところ町立保育園の施設開放は月
１回の開催ですが、地域の子育て支援の拠
点として、他園の施設開放も気軽に利用で
きるような環境づくりに今後も取り組ん
でまいります。なお、施設開放や子育て支
援センターは、未就園児のお子様はどなた
でも利用することができますので、遊びの
場、交流の場としてお気軽にご利用くださ
い。
今年の科学の祭典は、東京オリンピック 教育総務課
開催も近いことから「スポーツ科学」をテ 電話：288-8508
ーマとし、元プロ野球選手で球団の監督も
務められたデーブ大久保さんをお呼びし
ました。
時間や内容につきましては、子どもたち
に科学に興味関心をもってもらえる催し
となるよう、今後さらに開催方法等を工夫
してまいります。

図書館では、持込パソコンの利用にあた 図書館
H31/1/17 図書館にパソコンを使えるスペースをお
願いします（電源を使える）
り、パソコン操作時にキーボードやマウス 電話：288-2126
から出る音を考慮し、持込パソコンの利用
を１階「インターネットコーナー」に限り
使用可能としております。
「インターネットコーナー」には近隣図
書館の電源利用可能席設置状況を参考に、
６席用意しており、インターネットを利用
しての調べものを希望される方には、イン
ターネット接続専用デスクトップ型パソ
コンを２席分（２台）、持込パソコン用に
４席分（有線ＬＡＮ回線を４回線）用意し
ております。
現在、持込パソコンを図書館で利用され
る際には、ご自身のバッテリーでの使用を
お願いしております。

回答日

ご意見・ご要望

H31/1/16 つばた幼稚園がなくなると聞きました。な
ぜなくなるのですか？すぐ近くに通える
場所があると思って安心して引越してき
たのですが。津幡小の校下にはすみよしと
みおいの２つしかなくなって、どちらもす
ごく人気と聞いています。私たちはその２
つの園に受からなかったら、校区外の不便
なところにあずけなければいけないので
すか？まわりに家がどんどん建っている
のに、園を減らして大丈夫なんですか？あ
と他町から引越してきて、子どもの医りょ
う費がまだかかることに驚きました。前の
町ではだいぶ前から無料でした。津幡町は
子育てしにくい町なんだな・・・と感じて
います。

回答

担当課

津幡町では、県内でも数少ない公立の幼 学校教育課
稚園において、長年に渡り、幼稚園教育を 電話：288-6700
大切にし、その充実に努めてまいりまし
た。
しかしながら、少子化の進展や、共働き
世帯の増加、世帯の核家族化の進行によ
り、保育の需要が高まっていること、さら
には、幼稚園機能と保育園機能を併せ持つ
認定こども園の普及などの理由により、近
年、つばた幼稚園の園児数が減少し続けて
まいりました。今後、適正な園児数での教
育的効果が十分に見込めないことが予想
されることから、町として、この度の判断
に至った次第です。ご理解をお願いいたし
ます。
子どもの医療費自己負担については、本 子育て支援課
来、国の医療保険制度や県内で統一的に公 電話：288-6726
平になることが基本だと考えております。
しかしながら、現状では、各自治体の政策
判断によって負担に対する助成が行われ
ております。本町の子ども医療費助成制度
を維持するためにも現在のところ１医療
機関等あたり通院は１日 500 円、入院は
１か月 1,000 円の受益者負担をお願いし、
１か月の医療費の合計額から 1,000 円を
差し引いた額を助成しておりますので、ご
理解をお願いいたします。
なお、子どもが義務教育を終えても引き
続き保護者が安心して子育てができるよ
うに、平成 31 年４月診療分から子ども医
療費支給対象年齢を入院、通院とも現行の
15 歳までを 18 歳までに拡大することと
なっております。

川井梨紗子選手、友香子選手について 総務課
H31/2/26 川井さん頑張っているから、町が何かして
あげないのですか。
は、町表彰において功績を称えるととも 電話：288-2120
に、お祝いメッセージや垂れ幕など作成
シグナス寒いですね。
し、町を挙げて応援しております。
今後ともお二人のご活躍を応援してま
いりたいと考えております。
H31/2/4

お客様を２F まで上げ、受付させる
さらにトイレは１F へ案内、ゆうどう
体の不自由な方、おとしより、には
不親切でもっとバリアフリーを
意識した
建物こうぞうとすべきです。

１月２４日に実施したホール事業では、 生涯教育課
多くのお客様にご来場いただき、また入場 電話：288-2125
無料で全席自由ということから、お客様に
入場していただく導線設定について、ホー
ル２階入口から入場していただくことが
最もスムーズで混乱がないと判断しまし
た。お客様には階段から上がっていただく
・階段の登りおりが大変では
導線が主でしたが、エレベーターもあり、
・駐車場がせまい、あぶれたら役場へ案 お身体の不自由な方にはスタッフがそち
内、遠すぎる
らをご案内しておりましたが、混雑のため
荒天のときは大変
か、気が付かず、大変申し訳ありませんで
もっと隣接の駐車場があるとよい
した。今後は、エレベーターへのご案内を
分かりやすくする工夫をいたします。
駐車場に関しましては、当館の駐車スペ
ースには限りがありますので、満車時には
臨時駐車場をご利用いただくほかありま
せん。車でお越しの際は、早めにお越しい
ただくか、混雑が予想される時は公共交通
機関のご利用や乗り合わせ等のご協力を
お願いいたします。

回答日
ご意見・ご要望
回答
担当課
ご意見ありがとうございます。
総務課
H31/2/19 子供が政治に興味をもってくれるような
取り組みをしてください。また、夏に参議
津幡町選挙管理委員会では、小学６年生 電話：288-2120
院選挙がありますが、若い人たちが選挙に が授業で政治や選挙について学ぶ機会を
行くように呼びかけてください。今、自民 捉え、政治について・選挙についての講義
党政権が続きこの国はくさりはてていま と模擬投票を体験していただく「模擬投票
す。例えば、消費税１０％これは社会保障 体験教室」を行っています。今年度は町内
のために引き上げるのだ！と言っていま ５小学校にご協力いただき実施しました。
すが、３％→５％→８％の間にしっかりと
また、津幡町子ども会連合会が主催する
くぎって使われたか？というと、まったく 「つばた子どもフェスティバル」において
使われていません。立憲民主党も１０％に も模擬投票体験を行っています。
はいずれするべきと言ってますが、今あげ
若年層への啓発は非常に重要なことで
るのに反対なのは自民党政権下では得た あると認識しており、今後も模擬投票体験
税が正しくつかわれるかどうかが不安だ 教室等を通じて更なる啓発に努めてまい
から、反対しているのです。財務省がポイ ります。
ント制度で国民負担をやわらげる・・・な
どとほざいていますが、基準がものすごく
復雑であり、結局はみんな０％で買いもの
をすることになるでしょう。そこが財務省
のねらいです。
自民党は１０％にして、得た税収を少子化
問題や高齢化問題に使うと言っています
が、そもそも少子化問題は、どの政党より
も企業から献金を沢山もらっている自民
党が、企業に有利な法をつくり続け、非正
規雇用者の割合が４割にまで増大し、若者
で、ある程度の収入を得ることが、少子化
が拡大していることの大きな要因です。本
気で国民によりそってないんですよ。今の
政権の言う国民というのは、自分たちに金
を与えてくれる人を言ってるんです。ホン
ト、増税なんて付け焼刃にすぎません。国
民によりそってないから、今こんなことに
なっているんです。まあ、自民は一番献金
を沢山もらい、一番世襲議員も多いそんな
党ですからね。
総務省が、IoT テロ防止のため、日本中の
ルーターや IoT 機器にランダムに侵入し
て、チェックをすることを５年間もやるこ
とを知っていますか？
厚生労働省の問題もあり、もう国なんて信
用できません。こんなの「一億総監視社会」
のできあがりですよ。しかし、こんなくさ
ったことをする国でも、国のリーダーを選
ぶ権利をもっているのは私たちです。私た
ちの選択が今、こんな結果をまねいている
のです。
こんな小さな町でも子供たちの意識をか
えていくことは本当に重要なんです。日本
国民は単純なので、その政党が政権をもっ
ている時、景気がよければ、そこの党を支
持するんですよ。日本の景気なんて、アメ
リカの景気がよければ、よくなります。だ
から民主党は自民党に選挙で負けたんで
す。でもあの時何がありましたか？東日本
大震災ですよ。その対応もまずかったのな
んだの言われて選挙に負けました。じゃあ
あの時他の政党だったらしっかりと経済
に対応して災害にも対応できたのか？い
や無理でしょ。単純な理由で選んじゃう子
供たちや、人がらだけで投表している老人
の意識改革を今こそお願いします。

回答日
H31/3/6

ご意見・ご要望

回答

担当課

・自転車おきばのまんなかのところに屋根
文化会館は施設全体の調和を重視し総 生涯教育課
がほしい
合コーディネートされて設計されたもの 電話：288-2125
・自習スペースふやしてほしい
であり、駐輪場においても同様となりま
９時半から並ぶのはつらすぎ
す。文化会館のコンセプトやデザイン性 図書館
を尊重し今後とも運営したいと考えてお 電話：288-2126
り、ご意見のような改修は現在考えてお
りません。
また、図書館での持込学習は、ご存じの
とおり図書館棟２階学習スペースにてお
願いしており、机 16 台、座席 32 席用意
し、机ごとの照度を確保するため各机頭
上付近にスポットライトを設置していま
す。しかし、このスペースは避難経路にも
なっているため、これ以上の机や椅子の
増設は難しい状況であります。ご理解・ご
協力をお願いいたします。

