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（内部管理）みっきぃホールのテレビについて (2018/4/24）  

（意見要旨）みっきぃホールにあるテレビを昼の時間以外にも見ら

れるようにしてもらいたい。  

（回答）  

 このたびは｢市民の声の箱｣にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

 みっきぃホールは、市民団体等の作品展示や催しの開催が可能なス

ペースを設けて市民交流の場として活用していただいているほか、市

民の皆様の利便性を高めるために、福祉コンビニや銀行のＡＴＭコー

ナーを設置しています。  

 みっきぃホールは、皆様に気持ち良く利用していただくため、市議

会の中継放送など、広く市民の皆様にお知らせする情報以外のテレビ

は放映していませんでした。  

現在は、来庁者やみっきぃホール利用者の皆様など、多くの方が休

憩される昼の時間帯のみ、テレビ番組を放映していますが、今のとこ

ろ、災害などの緊急時を除き、放映する時間を追加、延長する予定は

ありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。  

 

（担当）  

  三木市総務部財政課財産管理係  

電話 0794-82-2000（内線 2456）  

 

 

（内部管理）堀光美術館のパンフレットについて (2018/5/17）  

（意見要旨）堀光美術館の予定パンフレットを置いてほしい。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

 堀光美術館の催しにつきましては、４月から１０月開催分までの予

定チラシ（ A4三つ折り）を市役所３階情報公開コーナーのラックに設

置していましたが、すでになくなってしまっていました。チラシを補

充いたしましたので、ご利用ください。  

次回からは、設置する部数を増やすとともに、残部数についてもチ

ェックし、ご不便をおかけしないように努めます。  

 

（担当）  

  三木市教育総務部文化・スポーツ課  

  電話 0794-82-2000（内線 3550）  



4 

 

（内部管理）消防団員報酬の徴収について (2018/5/24）  

（意見要旨）神戸市の消防団員報酬の徴収がニュースで問題になっ

ているが、三木市の分団でも団員報酬が全額徴収されている。長

年の慣習で逆らえない。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

三木市では、消防団員報酬を団員に直接支給するため、各団員の個

人口座に報酬を振り込んでおりますが、調査したところ報酬の全額ま

たは一部を徴収している分団・班がありました。  

分団・班の運営については各分団・班で決められていますが、報酬

の徴収については、団員が納得の上での同意が必要になると考えてお

ります。このことについて、分団・班内で適切に行われるよう、消防

団に対して周知してまいります。  

 

（担当）  

  三木市消防本部総務課  

電話 0794-89-0170 

 

 

 

（内部管理）市役所の時計について (2018/6/28）  

（意見要旨）市役所の時計が止まっている。修理をお願いします。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

市役所内及び周辺に設置している時計を確認しましたが、止まって

いる時計はありませんでした。  

市役所内の時計の一部には、標準電波を受信して時刻の乱れを自動

で修正する「電波時計」を設置しています。気象条件等により電波が

受信できない時に、時計が止まるなど正確な時刻補正ができなくなる

ことがありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。  

 

（担当）  

  三木市総務部財政課財産管理係   

電話 0794-82-2000（内線 2456）  
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（内部管理）市役所の空調について (2018/6/29、 7/2）  

（意見要旨）市役所が暑い、エアコンをもっと早く入れてほしい。

エアコンの効きが悪く暑い。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

市役所内の空調については原則、室温が２８度を超えるとともに湿

度が高い場合等に運転しています。  

また、室温については国が省エネルギー対策で推奨する２８度にな

るよう設定しています。場所によっては暑く感じるところがあるかと

思いますが、省エネにご理解とご協力をいただきますようお願いいた

します。  

 

（担当）  

  三木市総務部財政課財産管理係   

電話 0794-82-2000（内線 2456）  
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（内部管理）まごの手活動について (2018/6/29）  

（意見要旨）三田市で行われている、一人暮らしのお年寄りや高齢

者世帯の困りごとを近隣住民が手助けする「まごの手活動」を三

木市でも行ってもらいたい。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

少子高齢化などによる高齢者世帯が増加する中で、ごみ出し等の日

常生活の困りごとは、本市でも課題となっています。今後は、市民に

よる支え合い活動を支援する体制づくりを進めてまいります。  

また、日常生活の手助けをしてもらいたい高齢者と、手助けをした

い方が互いに会員登録をし、支え合う活動として「高齢者ファミリー

サポートセンター」を開設しています。  

 日常生活でのお困りごとなどがあれば、一度お問い合わせください。 

 

●三木市高齢者ファミリーサポートセンター  

〒 673-0413 三木市大塚 1丁目 6-40（総合保健福祉センター内）  

電話 83-7300 FAX 86-0860 

 

（担当）  

  三木市健康福祉部介護保険課介護予防係   

電話 0794-82-2000（内線 2305）  
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（内部管理）三木コミュニティスポーツセンターのエアコンについて

(2018/7/23）  

（意見要旨）三木コミュニティスポーツセンターのアリーナのエア

コンを稼働させて欲しい。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

 三木コミュニティスポーツセンターのアリーナには、観客席上部に

家庭用と同程度のエアコンしか設置されておらず、稼働させてもアリ

ーナ全体の冷房効果は期待できません。また、電気代等も考慮し現在

使用をしておりません。新たなエアコンの設置についても、多額の費

用が掛かることから設置は難しい状況です。  

 一方、福井コミュニティセンターについては、大会議室（体育館）

に業務用のエアコンを設置しております。この大会議室は、スポーツ

団体にもお貸ししておりますので、ご利用ください。なお、大会議室

の利用にあたりましては、施設の窓口にて事前申込をお願いいたしま

す。  

 

○福井コミュニティセンター (福井 3丁目 9-1) 電話８２ -７３００  

 

（担当）  

  三木市教育委員会教育振興部生涯学習課  

電話 82-2000（内線 3580）  
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（内部管理）市の予算配分について (2018/8/3）  

（意見要旨）みっきぃ夏まつりや金物まつりは、市の財政が厳しい

のであればやめるべきだ。もっと予算が必要なところに使ってほ

しい。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

 みっきぃ夏まつりは、花火だけではなく市内団体などを中心とした

ステージイベントや総踊りが催されるなど、市民の皆様が主役となっ

た市民まつりとなっています。市への愛着・郷土愛を育むまつりとし

て、今後も継続していく予定です。  

また、金物まつりは、毎年 10万人以上の方が訪れる市内最大の催しで、

産業振興を主な目的とし、特産である三木金物を中心に三木市を広く

発信できる絶好の機会と捉えており、こちらも継続していく予定です。 

上記のまつりは今後も継続していく予定としていますが、少子高齢化

などにより今後も市の財政状況は厳しい状況が続くことが見込まれる

ため、他の既存のイベントや事業も含め、その効果を見定めるなど、

真に必要な事業を見極めながら健全財政の確保に努めてまいります。  

 

（担当）  

●市の予算に関すること  

   三木市総務部財政課   

電話 0794-82-2000（内線 2450）  

 ●みっきぃ夏まつりに関すること  

   三木市市民生活部市民協働課   

電話 0794-82-2000（内線 2420）  

 ●金物まつりに関すること  

   三木市産業振興部商工振興課  

電話 0794-82-2000（内線 2230）  
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（ 内 部 管 理 ） 敬 老 会 に 参 加 で き な い 人 の 祝 金 な ど に つ い て  

(2018/8/29）  

（意見要旨）敬老会に参加できない人は祝金などをいただけないの

でしょうか。  

（回答）  

市民の声の箱にご意見いただきありがとうございます。  

敬老会につきましては、毎年各地区において、様々な催しを企画し、

開催していただいております。  

ただし、ご病気などにより敬老会に出席したくてもできない方もい

らっしゃることから、地区によっては、記念品等を直接お渡しされて

いるところもあります。  

地区によって実施方法は色々なので、地区の区長様にお尋ねくださ

い。  

 

また、市では地区の催しとは別に高齢者の長寿をお祝いするため、

敬老祝金をお渡ししています。  

この祝金は、年度ごとに節目年齢の７７歳、８８歳、９９歳、１０

０歳以上になられる方に対してお渡ししているもので、すべての方に

お渡ししているものではありませんのでご理解くださいますようお願

いします。  

 

（担当）  

  三木市健康福祉部福祉課  

電話 82-2000（内線 2361）  

 

 

（内部管理）市役所前駐車場（文化会館駐車場）について (2018/9/3） 

（意見要旨）市役所前駐車場の幅が狭い。広くしてもらいたい。  

（回答）  

このたびは｢市民の声の箱｣にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

市役所前の文化会館駐車場につきましては、平成 30年度中に全面的

に白線を引き直し、駐車区画を広げる予定としていますので、ご理解

いただきますようお願いします。  

 

（担当）  

  三木市教育総務部文化・スポーツ課  

電話 0794-82-2000（内線 3550）  
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（内部管理）警備員の応対について (2018/9/6）  

（意見要旨）9/1(土 )に書類を市役所に届けに来た際、警備員の応対

が横柄で立腹した。  

（回答）  

このたびは｢市民の声の箱｣にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

このたびは、警備員の対応で大変不快な思いをおかけし、誠に申し

訳ございませんでした。  

今後、このようなことがないよう警備員に対する指導を徹底し、市

民の皆様に対する丁寧な言葉遣いなど、接遇の向上に努めてまいりま

す。  

 

（担当）  

  三木市総務部財政課財産管理係  

電話 0794-82-2000（内線 2456）  

 

 

 

（内部管理）市役所庁舎敷地内の松及び放置自転車・オートバイの撤

去について (2018/9/28）  

（意見要旨）市役所庁舎南側にある枯れた松は見苦しく、危険なの

で撤去するべきだ。また、駐輪場にある放置自転車やオートバイ

も撤去するべき。  

（回答）  

このたびは｢市民の声の箱｣にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

庁舎南側みっきぃ広場の枯れた松は、１０月１０日に撤去しました。 

駐輪場に放置されている自転車、オートバイについては、調査及び

所定の諸手続きに時間を要するため、直ちには撤去できませんが、で

きるだけ早急に撤去できるよう努めてまいります。  

 

（担当）  

  三木市総務部財政課財産管理係  

電話 0794-82-2000（内線 2456）  

 

 

 



11 

 

（内部管理）妊婦健康診査助成券について (2018/10/17）  

（意見要旨）妊婦健康診査助成券について、 4,000 円券が多くとて

も使いにくいので、 1,000 円や 2,000 円の券を増やしてほしい。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

現在、三木市では安心して出産を迎えられるよう、妊婦健康診査費

の公費助成を下表の助成券配布により、 14回実施しています。  

 4,000円券の枚数が多い理由としては、 1回の検査費用が 4,000円程

度になることが多く使用頻度が高いためです。しかし、近年では検査

費用が 4,000円を超える場合も多くなってきたため、平成 28年 4月から

は 1,000円券 7枚を追加しております。  

今後も引き続き、妊婦さんの声や周辺医療機関の状況を確認し、よ

り使いやすい制度に改善するよう努めてまいります。  

 

（担当）  

  三木市健康福祉部健康増進課母子保健係  

電話 0794-86-0900 

 

▼妊婦健康診査費助成事業の助成内容及び利用方法、注意事項  
・  氏名、生年月日、住所を記入の上ご使用ください。  

・  助成券が残った場合、償還払い等に使用することはできません。  

（再発行はできませんので、紛失等にご注意ください。）  

 

助成券  枚数  利用方法  

10,000 円  2 枚  

1 回の妊婦健診につき  

2 枚まで組み合わせて使用できます。  
7,000 円  2 枚  

4,000 円  16 枚  

1,000 円  7 枚  

各回、上記に２枚まで追加して使用できま

す。  

※1,000 円券のみでの使用はできません。  
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（内部管理）市役所庁舎の耐震性について (2018/10/22）  

（意見要旨）南海トラフ地震が発生した時、市役所は避難所になっ

ているが、庁舎に耐震能力はあるのか。耐震度を調べるべきであ

る。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

市役所庁舎は、新耐震基準で整備していますので、震度 6強の地震で

は倒壊しない構造になっています。この新耐震基準で建てられた建物

は最大震度７を記録した阪神・淡路大震災でも大きな被害が少なかっ

たことが実証されています。南海トラフ地震による三木市の最大震度

想定は６弱となっています。  

次に避難所について、市役所は避難所に指定していません。市役所

付近の 2次避難所（指定避難所）は文化会館や三木南交流センターなど

となりますので、災害時には、市が発表する避難所情報を確認のうえ、

お近くの避難所へ避難してください。  

 

（担当）  

 ●市役所庁舎の耐震性について   

三木市都市整備部建築住宅課   

電話 0794-82-200(内線 2270) 

●避難所について   

三木市危機管理課   

電話 0794-82-2000(内線 2430)  
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（内部管理）金物まつり・秋祭りの廃止について (2018/10/22）  

（意見要旨）金物まつり及び大宮八幡宮の秋祭りは廃止すべき。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

金物まつりは、毎年 16万人以上の方が訪れる市内最大の催しで、産

業振興を主な目的とし、特産である三木金物を中心に三木市を広く発

信できる機会と捉えており、今後も継続していく予定です。  

なお、大宮八幡宮の秋祭りについては、三木市が実施主体ではあり

ませんので、存続・廃止についてお答えすることができません。  

 

（担当）  

 ●金物まつりに関すること  

  三木市産業振興部商工振興課   

電話 0794-82-2000（内線 2230）  

 

 

 

（内部管理）庁舎内の空調設定について (2018/12/10）  

（意見要旨）庁舎内（特にみっきぃホール）が暑すぎる  

（回答）  

このたびは｢市民の声の箱｣にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

冬季における市役所本庁内の暖房温度は、通常２０℃に設定してお

ります。また、外気温が設定温度を超える場合には、空調運転をとめ

るなど適宜調整を行っています。  

なお、みっきぃホールの空調については、展示室等の利用時のみ運

転しています。ホール内が暑く、室温を下げるなどのご要望がありま

したら市役所４階財政課までご相談ください。  

 

（担当）  

  三木市総務部財政課  財産管理係  

電話 0794-82-2000（内線 2456）  
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（ 内 部 管 理 ） み っ き ぃ ホ ー ル に 設 置 さ れ て い る 机 に つ い て  

(2019/3/12）  

（意見要旨）みっきぃホールに設置されているテーブルの角が、劣

化によりガサガサしている。ささくれが刺さらないか心配なので

修理してほしい。  

（回答）  

このたびは｢市民の声の箱｣にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

ご指摘の机につきましては、先日修繕をいたしました。  

今後も定期的に庁舎内を見回り、適正な庁舎管理に努めてまいりま

す。  

 

（担当）  

  三木市総務部財政課財産管理係  

電話 0794-82-2000（内線： 2456）  
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（内部管理）図書館利用者の話し声について  (2019/3/26）  

（意見要旨）中央図書館の利用者の話し声が大きいことがある。職

員で見回りを行い注意してほしい。  

（回答）  

いつも中央図書館をご利用いただき、ありがとうございます。  

このたびは、図書館の利用に際しまして、不快な思いを与えてしま

いましたこと、お詫び申し上げます。  

図書館は乳幼児から高齢者まで、誰もが気軽に利用できる公共施設

です。  

皆様が気持ちよく図書館を利用できるよう他の利用者のご迷惑とな

るときには、状況を見ながら都度声掛けをさせていただいています。  

また、時代の流れとともに、図書館の役割も変わりつつあります。  

昔は「学生の勉強場所」だった図書館も、今は生涯学習の場として

様々な年代の方にご利用いただき、「本と人」「人と人」が交流する

場としての役割が求められるようになってまいりました。  

そこで、中央図書館では図書館スペースを大きく３つに分け、少し

賑わう中央のカウンター周辺の「ブラウジングコーナー」、子どもた

ちが自由に本にふれられる図書館東側の「児童コーナー」、落ち着い

て読書をしたり、調べ物をしていただける西奥の「閲覧コーナー」を

目的に合わせてご利用いただいております。  

また、パソコン利用をされる方には「研修支援室」や、さらに静寂

を求められる方には、別途「グループ研修室」もご利用いただけます

ので、お気軽にお申し出ください。  

今後も、市民の皆様が利用しやすい図書館づくりをめざしてまいり

ます。  

ご理解とご協力をよろしくお願いします。  

 

（担当）  

  三木市教育振興部中央図書館  

電話 0794-83-1313 
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（窓口サービス）出産後の手続きについて (2018/7/12）  

（意見要旨）出生届を出せば、マイナンバーカードや乳幼児等医療

費助成など必要な手続きを一括でしていただけるようにしてもら

いたい。また、 FAX や郵送での申請の対応やどんな手続きが必要

かわかる一覧表みたいなものがあると助かる。出産後に市役所へ

何度も行くのは困難。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

 出産後の各手続きに関して、出生届の提出による一括での手続きは

できませんが、市民課窓口で出生届を提出された方に「お誕生おめで

とうございます」という出産後に必要な手続きを記載した一覧表をお

渡しし、スムーズに手続きをしていただけるようご案内しています。

ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

また、マイナンバーカードや乳幼児等医療費助成の申請については郵

送でも対応しています。  

  

（担当）  

  ●出生届やマイナンバーについて  

   三木市市民生活部市民課  

電話 0794-82-2000（内線 2370）  

  ●乳幼児等医療費助成について  

三木市健康福祉部医療保険課福祉医療係  

電話 0794-82-2000（内線 2341）  
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（窓口サービス）国民健康保険税の期日の記載について (2018/7/23）  

（意見要旨）国民健康保険税の納税通知書に支払期日や引落日の記

載がなかった。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

国民健康保険税の納税通知書に引落日が明記されていなかったこと

について、ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。  

支払期日については、納税通知書の３ページに記載している納期限

のとおりとなります。なお、一括振替の方については１期の納期限（７

月３１日）が引落日となります。  

来年度以降は納税通知書に引落日（振替日）の記載を行う予定とし

ております。  

 

（担当）  

  三木市総務部税務課市民税係  

電話 0794-82-2000（内線 2318）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

（窓口サービス）フロアマネージャー・福祉コンシェルジュについて

(2019/1/11）  

（意見要旨）フロアマネージャーと福祉コンシェルジュに質問した

が、わからないと答えられた。質問に対して明確に答えられない

フロアマネージャーなどは必要ないのでは。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見いただきありがとうございます。 

まず、フロアマネージャー（総合案内人）については、来庁者に対

して窓口への案内や市民課での手続きにおける簡単なお手伝いが業務

の内容となっています。  

また、福祉コンシェルジュ（福祉制度案内人）についても、福祉部

門に関する窓口への案内や事前の聞き取りが主な業務となっていま

す。  

そのため、すべての質問に対してお答えができるわけではないこと

をご理解ください。また、各課の業務内容の詳細については、各担当

課までお問い合わせいただきますようお願いいたします。  

 

（担当）  

●フロアマネージャーについて  

三木市総務課財政課財産管理係  

電話 0794-82-2000（内線 2456）  

  ●福祉コンシェルジュについて  

   三木市健康福祉部福祉課生活支援係  

    電話 0794-82-2000（内線 2390）  
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（窓口サービス）幼児二人同乗用電動アシスト付自転車の譲渡につい

て (2019/2/5）  

（意見要旨）電動アシスト自転車の譲渡について、申し込むか検討

するために実物を見たかったが断られた。１３，０００円も支払

うのに見られないのはおかしい。また、電話の応対も不愉快だっ

た。  

（回答）  

このたびは、電話応対について不快な思いをさせてしまい、誠に申

し訳ありませんでした。  

 今回、譲渡予定の幼児二人同乗用電動アシスト付自転車は、１歳

～６歳までの幼児２人の子育て中の保護者に無償で貸し出す事業で使

用していたものです。長年の使用によりキズの発生やバッテリーの消

耗量等状態の違いが生じているため、譲渡の申込に際して利用者個々

の希望を叶えることができないことから、事前確認をお断りしていま

した。  

 しかしながら、自転車のメーカー名や大きさなどを確認したいと

いう思いも充分理解できるため、譲渡に際しては特定の自転車を指定

することができないことを前提に事前確認していただくことも可能で

あったと考えられます。結果として、配慮が足りない対応になってし

まったことを重ねてお詫びいたします。  

 

 

（担当）  

三木市市民生活部生活環境課交通防犯係  

電話 0794-82-2000（内線 2386）  
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（窓口サービス）戸籍の発行について  (2019/3/20）  

（意見要旨）戸籍の申請時に戸籍が発行できるまでの具体的な日時

を教えてもらいたい。他の手続きを行う際に戸籍ができていなか

ったため、 2 度手間になった。  

（回答）  

市民の声の箱に貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

このたびは、戸籍謄本等の証明書交付に関してご不便をおかけし、

誠に申し訳ありませんでした。  

原則、戸籍届出は受付・受理をした翌日から４日後に証明書発行が

可能な状態になるようにしておりますが、お客様の届出内容によって

は日数が前後する場合もあり、発行が可能になる時間帯をお伝えをす

ることはできません。  

今後も窓口での受付の際に、お客様に対し証明書等の利用状況を確

認し、ご不便がないように努めてまいります。ご理解いただきますよ

う、お願いいたします。  

 

（担当）  

  三木市市民生活部市民課戸籍係  

電話 82-2000（内線 2377）  
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（まちづくり）防災意識の強化について (2018/7/12）  

（意見要旨）先日の水害の際に、避難勧告が発令されている地区で

も避難していない人が多かった。小野市では洪水になった際にこ

こまで浸水するというような掲示がいたるところにされている。

三木市でも同じように防災意識を高めることが必要だと感じた。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

 平成３０年７月豪雨災害におきまして、ご指摘のとおり避難勧告に

より実際に避難された方は、避難勧告の対象者数と比較するとかなり

少なくなっています。  

 堅固な建物であれば屋外に避難するのでなく、２階等へ垂直避難す

る方法もありますが、それらを考慮しても避難者数は少なく、市とし

ても課題としているところです。  

 市では、市民の皆様の防災意識強化のため、自治会等で組織された

自主防災組織の研修会や地域での防災講話などを実施しております

が、今後も、他市の対応策も参考にしながら、より一層防災意識の高

揚と啓発に努めてまいります。  

 

（担当）  

   三木市危機管理課  

電話 0794-82-2000（内線 2430）  

 

 

（まちづくり）東自由が丘 1 丁目のロータリーについて (2018/8/3）  

（意見要旨）東自由が丘 1 丁目のロータリーに蜂の巣があって危険。

また、路上駐車が目立つのでレッカー移動してもらいたい。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

 8月 6日に現地確認をし、蜂が飛んでいることは確認できましたが巣

の所在は不明でした。具体的な位置をご教示ください。  

 また路上駐車については、市道で違法に駐車をしている車両があり

ましたら、警察に通報するなど対応してまいります。  

 

（担当）  

  三木市都市整備部用地管理課  

電話 0794-82-2000（内線 2241）  
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（まちづくり）避難勧告の対象地域の周知について (2018/8/20）  

（意見要旨）先日の水害の際に発令された避難勧告の対象地域が三

木地区や志染地区などで掲載されており、具体的な地名がわから

なかった。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

平成３０年７月豪雨災害におきまして、ご指摘のとおり避難勧告の

対象地域が三木地区や別所地区など大きな単位での発表であったた

め、わかりにくい状況でした。ご迷惑をおかけし申し訳ありませんで

した。  

文字数に制限のある緊急エリアメールを除き、ホームページなどで

はよりわかりやすい情報提供に努めてまいります。  

また、災害時により迅速かつ正確な避難行動をとれるよう、日頃か

ら防災情報マップなどで自宅や学校、職場などの地域がどういう種類

の災害が発生した際に危険が生じやすい地域なのかを確認いただきま

すようお願いいたします。  

 

（担当）  

  三木市危機管理課  

電話 0794-82-2000（内線 2430）  

 

 

（まちづくり）生垣の刈り込みについて (2018/11/5）  

（意見要旨）三木市大村の国道 175 号につながる靴屋と中華料理屋

の前の道路脇の生け垣が高く、見通しが悪いので危険です。もっ

と低く刈り込んでください。  

（回答）  

このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

今年度、台風や大雨の影響による災害現場の草刈りなど緊急対応の

ため、生垣の刈り込みなど通常の作業が遅れており、誠に申し訳あり

ません。  

該当場所につきましては、年内には刈り込みをする予定ですので、

いましばらくお待ちくださいますようお願いいたします。  

 

（担当）  

  三木市都市整備部用地管理課管理係  

電話 0794-82-2000（内線 2242）  
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（まちづくり）移住・定住応援動画について (2019/1/11）  

（意見要旨）「キミもミキになる」のダンスが非常に面白いので、運

動会や盆おどりなどで踊ってもらいたい。  

（回答）  

このたびは、三木市の移住・定住応援動画『キミもミキになる』に

ついて、ご好評いただきましてありがとうございます。  

この動画を作成するにあたりたくさんの市民の方にご出演いただ

き、完成した動画については、撮影にご協力いただいた施設や団体、

市内の小学校や認定こども園等へ周知しております。  

市でも、より多くの方に動画をご覧いただき移住・定住をみんなで

盛り上げるため、YouTube三木市公式チャンネルにてプロ―モーション

動画をはじめ、ダンスの振付け動画の配信を行っています。また、市

ホームページの移住・定住ページでは音源をダウンロードでき、イベ

ント等でご活用いただけるようにしていますので、ぜひご活用くださ

い。  

 

（担当）  

  三木市総合政策部縁結び課  

電話 0794-82-2000（内線 2382）  
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（まちづくり）犬の放し飼いについて (2019/3/4）  

（意見要旨）犬を放し飼いにしていて、道の真ん中に動かないでい

るので困っている。  

（回答）  

市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうございます。  

市では、隣近所への気配りなど正しいしつけを行っていただけるよ

う、犬の飼い主に対してパンフレットの配布や広報紙などを通して一

般的な啓発を行っています。  

しかし、実際の個別案件につきましては、獣医師など専門職を配置

する兵庫県動物愛護センターが飼い主への指導などを行っておりま

す。  

その際、動物愛護センターでは、市など第 3者を介しての通報は受け

付けておりません。お手数をおかけしますが、兵庫県動物愛護センタ

ー三木支所（電話 84－ 3050）まで直接ご連絡・ご相談いただきますよ

うお願いします。  

 

（担当）  

  三木市市民生活部生活環境課  交通防犯係  

電話 82-2000（内線 2386）  

 

 

 

（健康福祉）教育センターの喫煙所について (2018/6/28）  

（意見要旨）児童センター（教育センター）の階段横に喫煙所があ

り、駐車場を利用するときに煙が気になります。移動をお願いし

ます。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

また、当センターにお越しになられた際に、たばこの煙で不快な思

いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。  

教育センター北側階段横の喫煙所につきましては、駐車場の利用者

に配慮し、教育センター南西側に移動いたします。  

 

（担当）  

   三木市教育センター  

電話 0794-83-2020 
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（交通）バスの増便について (2018/5/28）  

（意見要旨）さつき台から三木営業所行のバスが火・金のみとなっ

ているが、毎日運行してもらえるともっとイオン等に行きやすく

なる。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

さつき台を経由する路線バスは、ほかにも北播磨総合医療センター

方面行きバス（１０３番  緑が丘駅・三木南・三木ルート、平日の毎

日運行）があり、「中央公民館前」などで乗り継いでいただくことで、

「三木営業所」まで行っていただくことが可能です。  

バスの乗継ぎの際、「ニコパカード」を利用して６０分以内（降車

から次の乗車まで）であれば、２乗車目の運賃から自動的に８０円（小

児・障がい者４０円）割引が受けられます。  

市内路線は限られた台数のバスで運行していることから、現行以上

の増便が困難な状況です。乗継ぎが必要となりご不便をお掛けいたし

ますが、ご理解いただき、既存のバス路線をご利用くださるようお願

いいたします。  

 

（担当）  

   三木市都市整備部交通政策課  

   電話 0794-82-2000（内線 2267）  

 

 

（交通）バスの増便について (2018/5/28）  

（意見要旨）志染駅から市役所までのバスの便数を 1 時間に 2 本に

してもらいたい。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

ご意見をいただきました路線バスにつきましては、限られた台数で

運行していることから、現行以上の増便が困難な状況です。  

ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただき、既存のバス路線を

ご利用くださるようお願いいたします。  

 

（担当）  

   三木市都市整備部交通政策課  

   電話 0794-82-2000（内線 2267）  
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（交通）みっきぃバスについて (2018/8/3）  

（意見要旨）みっきぃバスの色を三木市に合う色にしてもらいたい。

また、マイクロバスや小型車などに変更して経済的負担を減らし

てほしい。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

 現在、市内を運行するバス（地域ふれあいバスを除く。）について

は、全て民間のバス事業者が運行しています。旧みっきぃバスもバス

事業者が所有しており、車体の色及び車種について市では変更するこ

とができません。  

 なお、今後ともバスの利用状況の検証を行うなど、効率的で利便性

の高い公共交通網の構築に努めてまいります。  

 

（担当）  

   三木市都市整備部交通政策課  

電話 0794-82-2000（内線 2267）  
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（ 交 通 ） 北 播 磨 総 合 医 療 セ ン タ ー 方 面 行 き バ ス の 見 直 し に つ い て

(2019/1/30）  

（意見要旨）北播磨総合医療センター方面行きのバスが廃止される

と聞いたが、車が運転できない高齢者等にとってなくなると困る

ので見直してもらいたい。  

（回答）  

 このたびは、「三木市バス交通の見直し方針」（案）に係る貴重な

ご意見を賜り、誠にありがとうございます。  

 さて、本見直し方針（案）の策定に当たり、市が単独で補助してい

るバス路線について評価指標を設け、客観的に評価を行いました。  

北播磨総合医療センター方面行きバスは利用者数が少ないため、他の

路線と比較すると利用者数１人当たりの補助金額が約１２倍と高額と

なっており、現時点では全ての北播磨総合医療センター方面行きバス

の評価結果が「要見直し」となっています。  

ただし、全ての路線を直ちに廃止（路線の休止）するというわけでは

なく、バス利用の効果検証期間（平成３１年度中）を設け、地域住民

の皆様に利用促進等を行った上で、それでもなお利用状況に改善がみ

られない路線については、廃止を含めた見直しを実施することとして

います。  

なお、市といたしましては、医療センターへの何らかの移動手段の

確保は必要と考えています。このため、路線が廃止となった場合にお

ける代替案として、鉄道駅やバスターミナルからの乗継ぎによる移動

手段の確保や、福祉施策としてタクシー運賃助成等の拡充などを併せ

て検討してまいります。  

 

（担当）  

三木市都市整備部交通政策課  

電話 0794-82-2000（内線 2296）  
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（教育）部活動等などの乗り合わせについて (2018/6/22）  

（意見要旨）各種学校（高齢者大学含む）の部活動等の試合などで、

個人の車で乗り合わせて行く場合が多いが、交通事故が起きたら

どうするのか。特に高齢者の事故が多い。市が個人の車での乗り

合わせを禁止するべきだ。  

（回答）  

 このたびは、市民の声の箱にご意見をいただき、ありがとうござい

ます。  

学校での部活動は教育の一環であり、移動については公共交通機関

を使うことが基本であると考えておりますが、立地条件などから移動

に公共交通機関を使うことが難しい場合があります。  

そのため、試合などでの移動について、部活動懇談会や保護者会な

どでご理解をいただき、保護者の方々にご協力をいただいております。 

今後も試合などでの移動方法を含め、よりよい部活動の運営について

検討してまいります。  

また、高齢者大学・大学院においては、車を運転できない学生もお

り、自家用車に乗り合わせて活動を行っているサークルもあります。

運転者へ安全運転を呼びかけ、また乗り合わせの強要の無いようお願

いしております。  

 

（担当）  

  三木市教育振興部  

  ●市立学校について  

学校教育課  電話 0794-82-2000（内線 3520）  

  ●高齢者大学について  

   生涯学習課  電話 0794-82-2000（内線 3580）  

 

 


