
Ｐ１

受付月 題名 ご意見内容 回答要旨 担当部

5月

幼稚園・小・中
学校の校（園）
庭の芝生化に
ついて

　幼稚園・小・中学校の校（園）庭
の芝生化を検討してほしい。

　ヒートアイランド現象の抑制にも効果
が期待されていますが、整備後の維
持管理など学校の負担が大きくなるこ
とも懸念されます。
　今後、地域による学校支援の中で提
案を検討しています。

教育部

5月
保育園につい
て

　保育園の保育時間・体制の見
直しについて
　・保育条件の緩和
　・土曜日の保育時間の見直し
　・平日と同様　午後7時まで延
長
を希望する。

　保育所は、就労や病気の保護者の
委託を受けて乳幼児を保育することを
目的としており、証明書類によって入
所を判断しています。
　時間外、延長保育については、各園
において保護者からの申し出により対
応しており、土曜日の延長保育は、私
立保育園で１８時までが２園、１７時ま
でが１園で行っています。
　ご意見は、今後の施策推進の課題
として検討していきます。

福祉部

5月
小・中学校エ
アコンについ
て

　４月２０日付の読売新聞で小・
中学校にエアコンを設置する記
事を読んだ。
　子どもたちの身体のためにも、
また、京都議定書が決定された
ところとして、緑（ゴーヤ）のカー
テンを研究し、計画を見直してほ
しい。

　昨年からゴーヤカーテンに取り組ん
でいます。
　また、二重壁・二重天井・屋上緑化・
風通しも検討しています。
　こども達の健康のためにも、エアコン
設置後も室温が２６～２８度よりも下が
らない仕組みも考えています。

教育部

6月
学校給食につ
いて

　学校給食米飯化を希望する。
　また、米飯にふさわしい魚や野
菜中心の献立にすべきである。
　日本の伝統食で咀嚼の強化や
アレルギーの減尐につながるの
ではないか。

　米飯給食は、地元八幡産のﾋﾉﾋｶﾘを
使用し、週３．５回実施しています。旬
の食材を利用した「筍ご飯」や｢豆ご
飯」など日本の伝統食等を積極的に
取り入れるようにしています。
　ジャコやｶﾙｼｳﾑが豊富な「ｶﾐｶﾐﾒ
ﾆｭｰ」を実施するなど食に関する指導
を含んだ献立作成を行っています。米
飯給食の回数増も検討しています。
　パン給食は、子ども達が楽しみにし
ている献立もたくさんあり、完全に無く
すことは出来ません。

教育部

「教育・子育て」について



Ｐ２

受付月 題名 ご意見内容 回答要旨 担当部

7月
学童保育の終
了時間の変更
について

　放課後児童健全育成事業の終
了時間（午後６時）の延長変更を
検討してほしい。

　閉所時間の延長を実現するには、指
導員の配置という大きな問題があり、
すぐに対応をすることは困難ですが、
現在、指導員配置についての方策を
検討しているところです。

福祉部

10月

文化センター
ミニギャラリー
の照明につい
て

　文化センターミニギャラリーの
照明を松花堂美術館の照明と同
じにしてほしい。
　現行では、赤外線が出て展示
物の色が変わってしまう。

　紫外線カット照明は、照度が落ちて
暗く感じるため、ミニギャラリーで明る
さが必要な展示では、逆に照度を上
げてほしいとのご要望をいただいてい
ます。
　このため、微妙な色調を表現された
い場合には、展示室の利用をお願い
します。

教育部

10月

子育て応援特
別手当に関す
る対応につい
て

　１０月の広報やわたに子育て
応援特別手当支給に関する記事
が載っていた。
　その後、支給凍結の報道が
あったが、市によっては独自に
支給されるところもあると聞き、
また、HPに訂正の記事が載って
いなかったので問い合わせた
が、対応した職員の態度が悪
かった。

　不十分な説明対応で不愉快な思い
をさせてしまい、申し訳ありませんでし
た。職員指導の徹底を図っていきま
す。
　子育て応援特別手当については、
国の執行停止を受け、計上した予算
の扱いについて議会に諮っていきま
す。
　正式に決定され次第、広報やわた・
ホームページを通じてお知らせしま
す。

福祉部

11月
図書館の貸し
出しについて

　子供がよく図書館を利用してい
るが、借りたい本がない時は予
約をしている。
　今回、予約をした本の連絡が
来ず、既に１ヶ月以上が経ってい
る。
　先に借りられている人に対して
督促等はしないのか。

　予約をされた図書の返却期限が過
ぎていたので督促を行ったところ、直
ちに返却していただけない状況でし
た。
　今後も予約図書については、督促回
数を増やすなどの対応で迅速にご利
用いただけるよう工夫します。

教育部

「教育・子育て」について



Ｐ３

受付月 題名 ご意見内容 回答要旨 担当部

11月
音の祭典の中
止について

　音の祭典inＹＡＷＡＴＡがインフ
ルエンザの影響で中止になった
が、客演指揮者、演奏家のギャ
ラは支払わざるを得ない。
　出演のために練習し、日程調
整してきたが、直前に中止となっ
た。出演出来る団体が１つでもあ
れば、中止してはいけない。
　当然インフルエンザが長引け
ば、市民音楽祭も中止しなけれ
ば辻褄が合わない。

　平成２１年１１月９日時点で新型イン
フルエンザの感染で学校閉鎖等とな
り、特に小学校で感染が急速に拡大
する状況になりました。
　このような経過から緊急的な措置と
して、向こう１週間の小学生による屋
内での他校との交流行事を中止した
ものです。
　音の祭典in八幡は、教育委員会が
開催している子供の教育のための行
事であり、開催目的からも中止はやむ
を得ないと判断したところです。
　市民音楽祭に関しては、市の主催行
事ではないので、市民音楽祭実行委
員会で判断されます。

教育部

2月
保育料決定通
知書の配布に
ついて

　保育料決定通知書は、保育園
から封筒にも入れないで手渡さ
れる。
　各家庭の収入により保育料は
算定されているので、個人情報
の保護に努めてほしい。

　保育料決定通知書を封筒に入れ、
保護者の方にお配りするよう改善しま
す。
　日常的に当たり前のように執り行わ
れている業務が気のつかないところ
で、多くの方々に良くない気分をもたら
しておりましたことを反省しておりま
す。

福祉部

2月
ふるさと学習
館存続につい
て

　平成２２年１月２０日に八幡市
教育長あてに「ふるさと学習館存
続並びに拡充の方向に善処を願
う」旨の要望書を提出した。
　学習館の方からのお礼はあっ
たが、関係者からの返事が無
い。
　現時点で決まっている方向性
だけでも教えてほしい。

　今回、学校再編に伴い、八幡第四小
学校が閉鎖となることから、ふるさと学
習館を旧八幡東小学校へ移転する検
討を進めております。
　具体的には、大量にあります考古遺
物や農具類は旧八幡東小学校へ移
転し、主に小学校の歴史教材に活用
し、古文書や美術工芸品は松花同美
術館別館で展示することを検討してお
ります。
　移設にあたって、これら文化財の移
動、展示・公開の方法など解決しなけ
ればならない課題に取組んでいるとこ
ろです。

教育部

「教育・子育て」について



Ｐ４

受付月 題名 ご意見内容 回答要旨 担当部

2月
公立幼稚園の
おやつについ
て

　第４幼稚園に通園させています
が、月１回のお誕生会で出され
る「おやつ」について疑問があ
る。
　添加物だらけのおやつから手
作りおやつ（ふかしいもなど）に
するべきである。
　また、自給率を上げ、「かむ」食
事をさせるため米飯給食にして
ほしい。

　ご意見のとおり、内容や与え方、適
量については、十分な配慮が必要で
あると考えています。
　第４幼稚園のおやつの年間計画で
は、保護者の方のご意見も参考にしな
がらアレルギー対応にも配慮していま
すが、手軽に使える市販菓子を選ぶ
場合も、今後、ご意見の内容を十分に
配慮して決めていきたいと考えていま
す。

教育部

3月
曙椿が咲いた
ことについて

　一昨年訪問させていただいた
折り、明田市長にいただいた曙
椿が花を咲かせるようになりまし
たので、お知らせします。
　今年度も９月初旬に修学旅行
生が松花堂を訪問する予定で
す。市長のお話をお伺いできれ
ばと楽しみにしております。

　ご連絡ありがとうございます。 政策推進部

3月
子ども達の教
育について

　子ども達は、何のために勉強を
しなければならないのか分かっ
ていないと思われる。
　将来の夢を叶えるには、どんな
勉強をしなければならないかを
子ども達に教えてほしい。
　子ども達が自発的に勉強する
姿勢を身につけさせる取り組み
をお願いする。

　子どもたちに学ぶ意味を教えること
は、大変重要であると考えています。
　今後も夢を実現するための考える
力、志を育む意欲、確かな学力をあら
ゆる場面で育てていきたいと考えてい
ます。

教育部

3月
教育予算につ
いて

　八幡市は、本当に教育を大事
に考えているのか。
　予算化されているのは、国の
補助金で賄える施設設備ばか
り。本当の教育環境の向上にお
金を使うことを考えないといけな
いのではないか。
現場では、もっと人・物・金が必
要である。
　教育費とは、現場の補助員を
増やすとか教育効率を上げる環
境を整えることをいうのではない
だろうか。

　八幡市では、学校教育の充実をより
重要な課題として取り組んでおり、平
成２１年度より「新学校教育充実計
画」を策定し、教育環境の充実にも努
めております。
　施設のハード面に限らず、各小学校
への学校図書館司書の配置、すべて
の学校への特別教育支援員の配置、
教育困難校への教育支援員、養護支
援員の配置などソフト面での支援も
行っております。
　教育現場における人的支援を行い、
教員が子どもと触れ合う時間を確保
し、より望ましい教育の推進に努めて
います。

教育部

「教育・子育て」について


