
 

市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

・９／２～９／８まで資料整理のため休みとしてい

るが、本当に必要なのか否か、疑問である。毎月月

末も資料整理として休んでいるのに 

 

・基本的に公共施設は出来る限り休まず、開業して

いることが公共（市民）サービスなのではないか？ 

 

日頃より、本市図書館を御利用いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

毎年９月に設けている資料特別整理期間は、高松市図
書館の所蔵する約１２５万点すべての資料について、

「所定の場所に並んでいるか」「台帳のデータと実際の

資料が一致しているか」「汚損、破損している資料はない
か」等、蔵書の状態の確認・調査を行うために設けてお

り、利用者の皆様に必要な資料を確実に提供するために

は、欠かせないものです。 
なお、資料特別整理は、市立図書館６館がすべてが 

一度に休館することがないよう、日程をずらして行って

いますので、お急ぎの場合は、開館しているほかの市立
図書館を御利用いただきますようお願い申しあげます。 

令和４年度資料特別整理期間 

９月 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

中央図書館   休館     

夢みらい図書館     休館  

瓦町サテライト        休館    

牟礼図書館  休館      

香川図書館        休館  

国分寺図書館   休館      

 （令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

少し前にコロナの本部に電話をかけた時、若い感

じの女性の高い声で早口で話すので聞き直したと

ころ急に大声になり益々甲高く（電話なので

耳にキンキンしてくる）怒り口調になったので 

びっくりしました。 

初めからイライラしているようでしたが、こんな

対応をされ非常に感じが悪かったです。異常です

ね。他の課にも電話をかけますが、忙しくても気持

ち良い対応をしてくれますよ。 

 

御意見、ありがとうございます。 

この度は、新型コロナワクチン接種本部の電話におけ

る職員の対応により、不快な思いをされましたこと、ま

ずもってお詫び申しあげます。 

窓口や電話で対応する際には、相手の立場にたって、

分かりやすく丁寧な言葉遣いを心掛けるよう、日頃より

指導してきたところでございますが、この度の御意見を

受けまして、当該職員に注意・指導するとともに、この

ほかの職員にも、改めて注意喚起いたしました。 

今後とも、市民の皆様に信頼していただける窓口対応

ができるように、努めてまいりたいと存じます。 

御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

１７：００過ぎにＴＥＬしても全く応答なし。そ

の後、１７：４０分頃に来庁してＴＥＬしてみても

全員がＴＥＬ無視。書類を渡す際、すごく面倒そう

な表情あり。何も言わずに受け取ってデスクに戻

る。最近、職員のそういった行動が目立っている。

万が一の連絡すらとりずらい。 

 

この度は、窓口において、不快な思いをされましたこ

と、まずもって、お詫び申しあげます。 

早速、御指摘の内容を、職員に周知し、今後もなお一

層、親切・丁寧な対応を心がけるよう指導いたしました。 

また、電話対応に関しては、下記の規則において午後

5 時までと定められておりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

  

     高松市の執務時間を定める規則 

 高松市の執務時間は、高松市の休日を定める条例（平

成元年高松市条例第 4 号）第 1 条第 1 項に規定する日

を除き、午前 8 時 30 分から午後 5 時までとする。 

 

（令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

○○とネームプレートに書いていました。なんぼ

忙しいのかしりませんが、「すいません」と何回言

っても返事もしない。 

高い市民ぜいを払っているのに返事ぐらいして

もバチもあたらないのではありませんか。 

 

 この度は、窓口における職員の対応について、不快な

思いをされましたこと、まずもってお詫び申しあげま

す。 

 いただきました御意見を受けまして、職員に対し、窓

口の状況に気を配り、お声がけをするなど丁寧な対応を

常に心がけるよう、改めて指導したところでございま

す。 

 今後とも、市民の皆様に信頼されるよう、市民サービ

スの向上に努めてまいりたいと存じます。 

 御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

福祉の相談をするために行ったけれど、職員が全

員こちらを向いていて、話を聞かれているような気

がして相談できなかった。 

隣の包括支援センターのように相談しやすい席

の配置にしてほしい。 

 仏生山総合センターを御利用いただき、ありがとうござ

います。 

この度は、福祉の相談にお越しいただきましたにも関わ

らず、お話を伺えませんでしたこと、誠に申し訳ございま  

せんでした。 

本年３月１日に開設した 「高松市仏生山交流センター」

（愛称：ふらっと仏生山）は、健康づくりに関する講座やイ

ベントなどを開催し、市民の皆様の健康力向上につながる

きっかけの場所となることを目指すとともに、市民の皆様

に、より身近な場所で幅広い行政サービスを受けていただ

けるよう、総合センターを始め、地域包括支援センターや保

健センターを併設した複合施設となっております。 

このようなことから、日々、様々な御用件で多くの市民の

皆様が御来館されますので、仏生山総合センターにおきま

しては、順番に早くお声かけをさせていただき、目的の窓口

に円滑に御案内できるよう、職員の座席を正面向きに配置

しているものでございます。 

しかしながら、御提言のように、プライバシーや個人情報

の取り扱いに特に配慮を要するような相談等の場合もござ

いますので、そのような場合には、別途、相談室で伺うこと

としておりますので、安心して御相談等にお越しいただけ

ればと存じます。 

（令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

・９／２～９／８まで資料整理のため休みとしてい

るが、本当に必要なのか否か、疑問である。毎月月

末も資料整理として休んでいるのに 

 

・基本的に公共施設は出来る限り休まず、開業して

いることが公共（市民）サービスなのではないか？ 

 

日頃より、本市図書館を御利用いただきまして、誠に

ありがとうございます。 
毎年９月に設けている資料特別整理期間は、高松市図

書館の所蔵する約１２５万点すべての資料について、

「所定の場所に並んでいるか」「台帳のデータと実際の
資料が一致しているか」「汚損、破損している資料はない

か」等、蔵書の状態の確認・調査を行うために設けてお

り、利用者の皆様に必要な資料を確実に提供するために
は、欠かせないものです。 

なお、資料特別整理は、市立図書館６館がすべてが 

一度に休館することがないよう、日程をずらして行って
いますので、お急ぎの場合は、開館しているほかの市立

図書館を御利用いただきますようお願い申しあげます。 

令和４年度資料特別整理期間 

９月 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

中央図書館   休館     

夢みらい図書館     休館  

瓦町サテライト        休館    

牟礼図書館  休館      

香川図書館        休館  

国分寺図書館   休館      

 （令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

少し前にコロナの本部に電話をかけた時、若い感

じの女性の高い声で早口で話すので聞き直したと

ころ急に大声になり益々甲高く（電話なので

耳にキンキンしてくる）怒り口調になったので 

びっくりしました。 

初めからイライラしているようでしたが、こんな

対応をされ非常に感じが悪かったです。異常です

ね。他の課にも電話をかけますが、忙しくても気持

ち良い対応をしてくれますよ。 

 

御意見、ありがとうございます。 

この度は、新型コロナワクチン接種本部の電話におけ

る職員の対応により、不快な思いをされましたこと、ま

ずもってお詫び申しあげます。 

窓口や電話で対応する際には、相手の立場にたって、

分かりやすく丁寧な言葉遣いを心掛けるよう、日頃より

指導してきたところでございますが、この度の御意見を

受けまして、当該職員に注意・指導するとともに、この

ほかの職員にも、改めて注意喚起いたしました。 

今後とも、市民の皆様に信頼していただける窓口対応

ができるように、努めてまいりたいと存じます。 

御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

１７：００過ぎにＴＥＬしても全く応答なし。そ

の後、１７：４０分頃に来庁してＴＥＬしてみても

全員がＴＥＬ無視。書類を渡す際、すごく面倒そう

な表情あり。何も言わずに受け取ってデスクに戻

る。最近、職員のそういった行動が目立っている。

万が一の連絡すらとりずらい。 

 

この度は、窓口において、不快な思いをされましたこ

と、まずもって、お詫び申しあげます。 

早速、御指摘の内容を、職員に周知し、今後もなお一

層、親切・丁寧な対応を心がけるよう指導いたしました。 

また、電話対応に関しては、下記の規則において午後

5 時までと定められておりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

  

     高松市の執務時間を定める規則 

 高松市の執務時間は、高松市の休日を定める条例（平

成元年高松市条例第 4 号）第 1 条第 1 項に規定する日

を除き、午前 8 時 30 分から午後 5 時までとする。 

 

（令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

○○とネームプレートに書いていました。なんぼ

忙しいのかしりませんが、「すいません」と何回言

っても返事もしない。 

高い市民ぜいを払っているのに返事ぐらいして

もバチもあたらないのではありませんか。 

 

 この度は、窓口における職員の対応について、不快な

思いをされましたこと、まずもってお詫び申しあげま

す。 

 いただきました御意見を受けまして、職員に対し、窓

口の状況に気を配り、お声がけをするなど丁寧な対応を

常に心がけるよう、改めて指導したところでございま

す。 

 今後とも、市民の皆様に信頼されるよう、市民サービ

スの向上に努めてまいりたいと存じます。 

 御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

福祉の相談をするために行ったけれど、職員が全

員こちらを向いていて、話を聞かれているような気

がして相談できなかった。 

隣の包括支援センターのように相談しやすい席

の配置にしてほしい。 

 仏生山総合センターを御利用いただき、ありがとうござ

います。 

この度は、福祉の相談にお越しいただきましたにも関わ

らず、お話を伺えませんでしたこと、誠に申し訳ございま  

せんでした。 

本年３月１日に開設した 「高松市仏生山交流センター」

（愛称：ふらっと仏生山）は、健康づくりに関する講座やイ

ベントなどを開催し、市民の皆様の健康力向上につながる

きっかけの場所となることを目指すとともに、市民の皆様

に、より身近な場所で幅広い行政サービスを受けていただ

けるよう、総合センターを始め、地域包括支援センターや保

健センターを併設した複合施設となっております。 

このようなことから、日々、様々な御用件で多くの市民の

皆様が御来館されますので、仏生山総合センターにおきま

しては、順番に早くお声かけをさせていただき、目的の窓口

に円滑に御案内できるよう、職員の座席を正面向きに配置

しているものでございます。 

しかしながら、御提言のように、プライバシーや個人情報

の取り扱いに特に配慮を要するような相談等の場合もござ

いますので、そのような場合には、別途、相談室で伺うこと

としておりますので、安心して御相談等にお越しいただけ

ればと存じます。 

（令和４年９月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

レンタサイクルについて 

今日、ＪＲ地下駐輪場で自転車を借りようとしま

したが、ハローサイクリングに電波が悪く利用でき

ませんでした。 

栗林公園へ行く予定だったので、高松市役所にも

レンタサイクルがあると聞き、歩いて市役所まで行

き、自転車を借りました。ここではスムーズにアプ

リが使えました。 

他市や、都内で何度も、ハローサイクリングを利

用していますが、地下に駐輪場がある地域は、な  

かったように思います。 

電波が悪く、観光客にもわかりにくい地下に、 

レンタサイクルを置く必要がありますか。１０台く

らい、地上にもってあがって、レンタルすれば良い

だけではないですか。 

 御意見ありがとうございます。 

 この度は、高松市レンタサイクルを御利用いただきあ

りがとうございます。 

 また、ＪＲ高松駅前広場地下レンタサイクルポートで

は、大変御不便をお掛けいたしましたこと、お詫び申し

あげます。 

 本市では、平成１３年からレンタサイクル事業に取り

組んでおり、本年４月からは、全国展開しているアプリ

「ＨＥＬＬＯ ＣＹＣＬＩＮＧ」での運用を開始したと

ころでございます。 

 御指摘のありました、ＪＲ高松駅前広場地下レンタサ

イクルポートにおける利用改善に向けましては、システ

ム事業者や施設の管理者とともに、電波状況などを踏ま

え、改善策を講じることとしております。 

 また、地上部にポートを設けることにつきましては、

現状では設置場所などの課題があり、直ちに対応するこ

とは困難でございますが、今後、レンタサイクル事業を

民間事業者と連携することも視野に入れていますので、

その中で検討してまいりたいと存じます。 

 御理解賜りたいと存じます。 

（令和４年１０月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年９月受付 

 

私は、たまにですが、他のホゴ者の人と話をする

事がありますが、担当者がいないと、あのホゴ者な

ら対応しない（したくない）と時間がかかってから

対応したり、今のホゴ者の事を聞かず、就業の事だ

け、ホゴ者にウリの事を、へいきでやってます。そ

れだから８月２５日にケイサツ事が、おきるので

は、生活福祉課は国の決めた事だからと言い、ホゴ

者１人・１人にあった事をしている、よりそってい

る何を言ってるのですか、このような事、他にも  

やっといて、何かあると国のせいですか、なので先

月のような事が、おきるのでは、このような事、他

にやってる事、国がやらせてるとの事なので国に聞

くつもりではありますが申し分けありませんが、あ

なた方は人と思えません。 

 

 この度は、御意見ありがとうございます。 

本市におきましては、生活保護の相談から相談者それ

ぞれの状況に合わせて、適切な助言を行うなど、親切・

丁寧な対応を心掛けているところでございます。  

御意見があった件につきましては、深く受け止め、相

談者には親切・丁寧な対応を心掛けるよう、改めて職員

全員に指導してまいりたいと存じます。 

 

（令和４年１０月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１０月受付 

 

【まなびＣＡＮ駐輪場についてのお願い】 

二段式駐輪場の下段に駐輪しづらく、頭を打つな

ど危ないと思います。結果、金具の手前に駐輪され

る方も多くじゃまになってしまっています。いつも

まなびＣＡＮを利用させて頂いていますが、上段の

利用者は見たことがありません。 

できれば上段の金具を取り外していただいた方

が利用者としては助かります。 

この度は、御意見を頂きまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 また、日頃より高松市生涯学習センター（「まなび

CAN」）を御利用いただきありがとうございます。 

 まなびＣＡＮの駐輪場では、御不便をお掛けしてお

りますこと、お詫び申しあげます。 

 駐輪場につきましては、専有面積の中で 1 台でも

多くの方に御利用いただけるよう、二段式駐輪場を整

備しており、最近では、自主学習スペースの無料開放

などにより、学生等の御利用も増えていることなどか

ら、駐輪場の御利用も増えてきているところです。 

御指摘のありました、上段部分の撤去につきまして

は、利用者の駐輪スペースの確保などの課題があり、

直ちに対応することは困難でございますが、今後、老

朽化対策などを含めた駐輪場の整備を検討する中にお

いて、利用者からの貴重な御意見とさせていただきた

いと存じます。 

今後とも、利用者の皆様に御満足いただけるサービ

スの提供に努めてまいりますので、御理解賜りたいと

存じます。 

 （令和４年１０月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１０月受付 

 

受付に人がいなければ、ずっと、談笑されていま

す。 

これで、よいのでしょうか？ 

もっと、する事はあります！！ 

 

御意見ありがとうございます。 

この度は、不快な思いをされましたこと、まずもっ

てお詫び申しあげます。 

この度の御意見を受けまして、職員に対し、業務に

必要のない私語は厳に慎むとともに、服務規律の遵守

を徹底するよう周知したところでございます。 

今後とも、さわやかで親切・丁寧な対応を心掛け、

市民の皆様に信頼されるよう、市民サービスの向上に

努めてまいりたいと存じます。 

御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年１０月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１０月受付 

 

香川県アイパル受講しています。 

１かい休けい室にて、お昼に５、６名の女性が大

声で食べ、役所の中のこと（来た人や電話の）話し

ています。 

とても心配になります。職員なのでしょうか？い

やな気持になりました。 

 

この度は、アイパル香川にて、不快な思いをされま

したこと、まずもってお詫び申しあげます。 

公共の場での利用マナー等も含めた職員の資質向上

に向けて、研修等の機会を通じ、今後とも職員への指

導を行っていきたいと存じます。 

御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年１０月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１１月受付 

 

マイナンバーカードの受取について通知が届い

たが、本人が入院中であり、対応を伺おうと、窓口

へ何度も電話しているが、いつも通話中である。 

回線数が少ないのか？電話がつながるよう対応

をお願いしたい。 

 

ご不便をおかけしておりますこと、まずもってお詫

び申しあげます。 

新たなマイナポイント事業の開始に伴い、マイ 

ナンバーカードのお問い合わせが急増しており、電話

が非常に繋がりにくい状態となっております。現在、

電話対応の人員を増員するなど、円滑に対応できるよ

う努めているところでございます。 

 ご理解賜りたいと存じます。 

 

 （令和４年１１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１１月受付 

 

非常に威圧的な態度で、話し方が横柄。市の職員

の勤務とは思えない。窓口で話していると失礼な物

言いで口調が偉そうに言う。他の職員や上司もそれ

について聞いているのに何も言わないのは、不思議

です。 

早く他の課か市役所からいなくなってほしい。 

 

 御意見ありがとうございます。 

 この度は、窓口での当課職員の対応につきまして、

不快な思いをされましたこと、まずもってお詫び申し

あげます。 

 接遇に関しては、日頃より、親切・丁寧な応対を心

掛けているところでございますが、この度の御意見を

受けまして、改めて、気持ちが良い対応に努め、市民

サービスの向上により一層取り組んでまいるよう指

導、周知いたしました。 

 御理解を賜りたいと存じます。 

 

 （令和４年１１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１１月受付 

 

１１月１４日、マイナポイント取得の為に昼１時

頃市役所１２Ｆに行き、ポイントだけが欲しい旨を

伝えた所「突き当りの奥の方にある空いたイスに 

座っていて下さい」と言われた。番号札もいらない

と言ったので言われた通りに奥から６番目の空い

たイスに座った。 

この多い人の中で名前も言わず番号札も持たず

いつどのような形で呼ばれるのか不安になりなが

ら３０分くらい待ったが、入口の人達が来てすぐ入

口のイスに座っているので聞きに行くと「このイス

が空いたら座って下さい」と言われた。１１番の所

が空いたので座った。すぐ前で割込みしたとかしな

いとか少しもめていた。 

私は何の為に訳の分からない奥のイスに座って

ムダな時間を過ごしたのか分からない。この混雑の

中案内はきちんとして欲しい。帰りにネームを見

た。「○○」とあった。全くちがう案内するのは止め

て欲しい。税金の無駄な人はやめてもらって下さ

い。２時４５分手続き出来ず帰りました。 

この度は、本市が業務委託により設置しているマイ

ナポイント支援窓口の混雑、及び同窓口職員の対応に

ついて、不快な思いをされましたこと、まずもってお

詫び申しあげます。 

マイナポイントの受け取りに際し、御自身でスマー

トフォン等を操作されるのが不慣れな方や、スマート

フォン等をお持ちでない方向けの、マイナポイント支

援窓口につきましては、国の施策である「マイナポ 

イント第２弾」に加え、香川県の施策である「県民生

活支援事業」が開始されて以降、お問合せが非常に増

えており、混雑が続いている状況にございます。 

そのため、マイナポイント支援窓口を、11 月 18 日

から、１階ロビーに移動するとともに、順番待ちに混

乱の生じないよう、同窓口に来られた方には、番号札

又は順番待ちリストを用い、順にお呼びしているとこ

ろでございます。 

今後とも、公平で親切・丁寧な対応を心掛けるよ 

う、改めて職員全員に指導してまいりたいと存じま

す。御理解を賜りたいと存じます。 

（令和４年１１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１１月受付 

 

生活福祉課について 

国の基準にのっとり、その人にそって対応してい

るとか言ってますが、高松福祉課はそのような事は

していません。 

なぜなら年が近く、にている所もあるのに保護費

が差があり、１～２ヶ月でほうもん（１～２ヶ月で

何が変わるのですか）、保護者を人として見ていな

いじじつ、ウソ（保護者に対し）や他に多数ありま

す。 

下で見ましたが、ジケン事は公表するべき、保護

者全員集めて圧力をかけ、何が、おもしろいのです

か。 

高松どくじ（基準）なのですから、受付対応くら

い、まわりと話ばかりしてないで対応するべき。 

 

この度は、御意見ありがとうございます。 

本市におきましては、生活保護の相談から相談者そ

れぞれの状況に合わせて、適切な助言を行うなど、親

切・丁寧な対応を心掛けているところでございます。  

御意見があった件につきましては、深く受け止め、

相談者には親切・丁寧な対応を心掛けるよう、改めて

職員全員に指導してまいりたいと存じます。 

今後においても、関係法令等の順守を基本とし、公

平かつ公正に担当業務を実施し、市民福祉の向上に努

めてまいりたいと存じます。 

 

（令和４年１１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１１月受付 

 

職員の○○さんは、態度が失礼すぎです。言葉使

いも、何もかも失礼です。 

介護保険課の職員の方々の質が問われます。 

 

御意見ありがとうございます。 

この度は、不快な思いをされましたこと、まずもって

お詫び申しあげます。 

この度の御意見を受けまして、親切・丁寧な言葉遣い

や対応を心掛けるよう、当該職員に対し注意・指導した

ところでございます。 

今後とも、市民の皆様に信頼していただける窓口対応

となるよう努めてまいりたいと存じます。 

御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年１１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１１月受付 

 

月曜の新聞あったので、今日の新聞いそいでよみ

たいというおじさんにゆずって、昨日の新聞（以前

提案した休館日の）よんでました。 

 

この度は、御意見を頂きまして、誠にありがとうご

ざいます。 

また、日頃より高松市生涯学習センター（「まなび 

CAN」）を御利用いただきありがとうございます。 

まなびＣＡＮでは、２階の交流サロンにおきまし

て、生涯学習に関する情報のほか、本市からのお知ら

せを始め、イベント情報や新聞などを、来館者の皆様

に閲覧できるようにしております。 

休館日の新聞も閲覧したいとの御意見を頂き、交流

サロンにおきまして、当日分に加え、前日分の新聞も

閲覧できるようにいたしました。 

今後とも、利用者の皆様に御満足いただけるサービ

スの提供に努めてまいりたいと存じます。 

 

（令和４年１１月回答） 

 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１１月受付 

 

時々利用する市役所１Ｆで良く見掛ける守衛 

さん。いつ来てもフットワーク良く動き回ってお

り、市民に対しても気持ちよく対応してくれる。先

日は、駐輪場で鍵が固着して開錠が出来ず困ってい

ると、この守衛さんがわざわざ事務室からスプレー

油を持って来てくれて解決してくれました（感謝）。 

そうかと思うと、別の守衛さんは、自転車が乱雑

な並びであろうと、出しづらそうにしていようと、

近くでボーっと突っ立っているだけで何もしない。

又、別の守衛さんは案内所の中にまで入り込んで窓

口の女性職員と長時間ダベっている。（ちゃんと仕

事しろーっ！と言いたい） 

上司の方々、不真面目な守衛メンバーは入れ替え

て下さい！ 

 

御意見ありがとうございます。 

この度は、守衛職員の対応につきまして、不快な思

いをされましたこと、まずもってお詫びを申しあげま

す。  

本庁舎の守衛業務につきましては、財産経営課の職

員により行っておりまして、日頃から、お客様の立場

に立った対応を心掛けるよう、指導しているところで

ございます。 

この度、貴殿からいただきました御意見の趣旨につ

きましては守衛職員に伝えるとともに、改めて、守衛

職員として適切な行動等に努めるよう、指導したとこ

ろでございます。 

今後とも研修等を通じて、市民の皆様を温かく迎え

るさわやかな市役所づくりに努めてまいりたいと存じ

ます。 

御理解を賜りたいと存じます。 

（令和４年１１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１１月受付 

 

生活福祉課の○○〇氏（男）の対応が立ったまま、

にらむような上からの物言い。 

人としてどうなんですか、〇〇〇〇〇〇全体とし

て何とも思わないのですか。意見を書いても、つた

わってないから様々な事をホゴ者に対し、何をやっ

ても、それらが、ゆるされてるのです。話をしても、

聞いてるフリだけです。 

もう、つかれてしまいました。 

 

この度は、御意見ありがとうございます。 

本市におきましては、生活保護の相談から相談者そ

れぞれの状況に合わせて、適切な助言を行うなど、親

切・丁寧な対応を心掛けているところでございます。  

御意見があった件につきましては、深く受け止め、

相談者には親切・丁寧な対応を心掛けるよう、改めて

職員全員に指導してまいりたいと存じます。 

今後においても、関係法令等の順守を基本とし、公

平かつ公正に担当業務を実施し、市民福祉の向上に努

めてまいりたいと存じます。 

 

（令和４年１２月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１１月受付 

 

２児の母です。 

もっと子どもたちに外国人と交流できる場所を

作って欲しいと思います。 

グローバル化が進んでおり、このご時世なかなか

海外にもでれず、もっと外国人、外国語に今いる地

域内で触れさせてあげたらいいなと思いました。 

考えていただけると嬉しいです。 

この度は、御意見ありがとうございます。 

本市では、姉妹都市であるアメリカ セント・ピー 

ターズバーグ市から高松第一高等学校に英語教師を毎年招

へいしているほか、海外の姉妹都市等から親善研修生が来

高した際には、市内の小学校や中学校などで交流事

業を実施しております。また、（公財）高松市国際交流 

協会では、アイパル香川において、市内の幼児から小学生

を対象に、異文化体験や外国人との交流を行う「国際交流

こどもスクール」を開催しているほか、幼稚園・保

育所等では国際感覚を養うための出前講座である 

「Kid’s 国際理解出前事業」を、また、各地区のコミュ 

ニティセンターでも国際交流イベントを開催していま 

す。 

さらに、学校によっては本市の姉妹都市等の学校と 

オンラインで交流を行い、お互いの文化への相互理解を深

めているところです。 

今後におきましても、これらの事業等を通して、市民の

皆様が気軽に国際交流や国際理解を深めることができる事

業に参加できる機会を提供してまいりたいと存じます。 

（参考）（公財）高松市国際交流協会ホームページ 

http://tia-takamatsu.jp 

 

   （令和４年１２月回答）  



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１２月受付 

 

母（父も原因）のせいで、大変困っていたところ、

みなさんに助けてもらいました。 

本当にありがとうございました。今後もよろしく

お願い申し上げます。 

 

この度は、お褒めの言葉をいただきまして、誠にあ

りがとうございました。 

当課では、日頃から、親切で丁寧な対応に心掛けて

おります。 

これを励みといたしまして、今後におきましても、

より一層、市民の方の立場に寄り添った対応に取り 

組んでまいりたいと存じます。 

 

（令和４年１２月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１２月受付 

 

担当ケースワーカーとその上司より、不適切な対

応を長年にわたり、受けています。 

県から注意が入っても、一向に改善されません。 

上司の指示により、嫌がらせの指示が出ているよ

うなので、改善を求めます。 

個人情報や、守秘義務、職権乱用、越権行為につ

いての知識が無いようなので、指導、勉強して頂き

たいです。 

 

この度は、御意見ありがとうございます。 

本市におきましては、生活保護の相談から相談者そ

れぞれの状況に合わせて、適切な助言を行うなど、親

切・丁寧な対応を心掛けているところでございます。  

御意見があった件につきましては、深く受け止め、

相談者には親切・丁寧な対応を心掛けるよう、改めて

職員全員に指導してまいりたいと存じます。 

今後においても、関係法令等の遵守を基本とし、公

平かつ公正に担当業務を実施し、市民福祉の向上に努

めてまいりたいと存じます。 

 

（令和４年１２月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１２月受付 

 

先日、デジタル商品券の不具合の件で、○○○様、

○○○〇様に連絡したところ、それはクレームでは

ないと言われました。市の職員は、クレームの意味

が全く理解していませんね！ 

 

 この度は、職員の電話対応において、不愉快な思い

をされましたことを、まずもってお詫び申しあげま

す。 

窓口・電話を問わず、対応においては、日頃から的

確な御案内を心掛けるよう、また、親切・丁寧な接遇

を心掛けるよう指導しているところでございます。 

御意見があった件につきましては、深く受け止め、

今後とも、市民の皆様に信頼していただける対応がで

きるよう、改めて職員に指導してまいりたいと存じま

す。御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年１２月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１２月受付 

 

忙しいのは十分承知しておりますが、とても感じ

が悪く、見下したような態度でイヤな気持ちになり

ました。特に高齢者に対して、何度か同じ説明をし

ないといけない際は、カードをテーブルにトントン

としてイライラ感が伝わってきます。 

納税として非常に憤慨いたします。人材採用の際

には、人間性を十分に考慮していただきたいです。 

 

この度は、マイナポイント支援窓口職員の対応につ

いて、不快な思いをされましたことを、まずもってお

詫び申しあげます。 

マイナポイントの受け取りに際し、御自身でスマー

トフォン等を操作されるのが不慣れな方や、スマート

フォン等をお持ちでない方向けの、マイナポイント支

援窓口につきましては、本市が業務委託により、本庁

舎、各総合センター及び市民サービスセンターに設置

しております。 

今回の御意見につきましては、委託先を通じ、御指

摘のあった職員に指導するとともに、改めて、再発防

止に向けて全てのマイナポイント支援窓口職員に対

し、周知したところでございます。 

今後とも、市民の皆様に信頼していただける、親

切・丁寧な対応を心掛けるよう、指導を続けてまいり

たいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 

（令和４年１２月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１２月受付 

 

窓口に人が多く待ち時間が長いのに駐車料金を

市民に負担させるのはおかしい。 

先日県庁でコロナワクチン接種で１時間以上 

待っても料金は無料だった。 

 

この度は、マイナンバーカード受け取り窓口の混雑

により、駐車料金を減免できる１時間を超過し、不快

な思いをされましたこと、まずもってお詫び申しあげ

ます。 

本市では、市役所に用務で来庁された方が、中央駐

車場に自動車を駐車された場合、１時間以内の駐車料

金の減免を行っておりますが、市役所に来庁される方

の多くが、通常の場合、短時間で用務を終えられてお

りますことや、本市として、公共交通機関の利用促進

も行っておりますことから、減免時間の延長は考えて

おりません。 

御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年１２月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１２月受付 

 

１階のトイレを使用したのですが、ほとんどが和

式トイレでびっくりしました。 

大学でもほとんど洋式トイレです。高齢者や、身

体が不自由な人にもつかいやすいようなトイレに

したほうがいいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

御意見ありがとうございます。 

 貴殿から頂きました本庁舎の洋式トイレ導入に関す

る御意見につきましては、生活スタイルの変化に伴う

洋式トイレの普及状況を踏まえ、今後、ユニバーサル

デザインの推進を含めた本庁舎の整備を検討する中に

おいて、トイレ整備に関する貴重な御意見とさせてい

ただきたいと存じます。 

 御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和４年１２月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１２月受付 

 

私は、２度コロナワクチンを受けたく電話いたし

ましたが差別により受けられませんでした、キソ 

しっかんが有るのにかかわらず市（ホケン）による

差別行為によるものです。 

さらに５万円給付も支給すらいただけませんで

した。所得か低く物価高、あなた方はボーナス等が

あがり私たちは差別により生活苦です。支給に対し

なぜ審査が必要なのですか、不備等があったのなら

電話確認するべきでは、しないと言う事は最初から

支給する気がない、しょうこです。 

マイナンバーもそうです ケイタイをもって（い

ない？）人はポイントすらもらえません。 

【コロナワクチンについて】 

御意見いただきありがとうございます。 
新型コロナワクチン接種につきましては、現在、初

回接種を完了した方を対象に、オミクロン株対応ワク

チンの接種を行っているところでございます。 
初回接種を含め、接種に関するお問合せは、本市 

コールセンター（０１２０－５２５－２０７）まで御

連絡いただきますようお願いします。 

【５万円給付について】 

「５万円給付」は「高松市電力・ガス・食料品等価

格高騰緊急支援給付金」のこととして回答いたしま
す。 

高松市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付

金は、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税
非課税世帯）に対し、１世帯当たり 5 万円を支給する

もので、国の施策として、全国一律の基準で給付事業

を実施しております。 
本給付金を支給するに当たり、受給の意思確認をす

るとともに、本人確認書類及び振込先の分かる口座の

写しを添付する必要がある場合もございますことか
ら、書類の内容を確認（審査）しております。 

また、書類不備の連絡につきましては、対象世帯が

約５万世帯あり、事務処理上、個別の電話連絡は困難



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

でありますことから、原則、郵送で書類不備に関する

文書を送付しております。 
なお、書類不備に関し、御不明な点がございました

ら、専用のコールセンター（087-826-0484）を

設置しておりますので、お問い合わせいただければと
存じます。 

 御理解賜りたいと存じます。 

【マイナポイントについて】 
現在、国の施策である「マイナポイント第２弾」と

して、マイナンバーカードをお持ちの方は、所定の申

込みを行うことでキャッシュレス決済サービスのポ 
イントが付与されております。 

マイナポイントは、スマートフォンアプリの他に

も、携帯電話をお持ちかどうかに関わらず、各種の電
子マネーや、クレジットカード等、御自身で指定する

決済サービスでお受け取りいただくことが可能です。 

なお、本市では、マイナポイントの受け取りに際
し、御自身でスマートフォン等を操作されるのが不慣

れな方や、スマートフォン・携帯電話等をお持ちでな

い方向けに、マイナポイント支援窓口を設けておりま
すので、ご利用ください。 

（令和５年１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１２月受付 

 

母が亡くなって、いろいろ手続きさせてもらいに

行きました。朝に予約（１０時半～）して行きまし

たが、受け付け窓口に行った時からニコニコとても

感じの良い笑顔で対応して下さいました。 

１つ１つを、とてもていねいに説明して下さっ

て、本当に気持ち良い１日のスタートになりまし

た。主人も同じ様に思っていました。本当にありが

とうございました。○○さん、ありがとうございま

した^-^ 

 

この度は、お褒めの言葉をいただきまして、ありがと

うございます。 

市民課では、日頃より市民の方の立場に立って、親

切、丁寧な対応を心掛けているところでございます。 

いただきましたご意見を励みといたしまして、今後

におきましても、より一層、親切で分かりやすい対応に

取り組んでまいります。 

 

（令和５年１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和４年１２月受付 

 

・先日のまなび館の映画上映、字幕なのか吹き替

えなのか、チラシにきちんとかいてほしかった。 

・あと、うけつけの人が話し好きすぎて…。映画

の世界だけたのしみたい側からは、少しうっとうし

かったという声も。 

 

 この度は、御意見を頂きまして、誠にありがとうござ

います。 

 また、日頃より高松市生涯学習センター（「まなび

CAN」）を御利用いただきありがとうございます。 

 まなび映画ＣＡＮでの映画上映に当たり、周知が不

十分だったことにより、不快な思いをされましたこと、

まずもってお詫び申しあげます。 

この度の御意見を受けまして、今後は、上映方法（字

幕又は吹き替え）をあわせて周知するようにいたしま

した。 

また、受付に際しても、来館者の皆様が映画の世界を

楽しめるよう、適切な対応に努めてまいりたいと存じ

ます。 

 今後とも、利用者の皆様に御満足いただけるサービ

スの提供に努めてまいりたいと存じます。 

 

（令和５年１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和５年１月受付 

 

長寿福祉課を探していたのですがすぐに声をか

けて頂いて案内してもらいました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

お褒めの言葉をいただきありがとうございます。 

当課では、日頃から、市民の方に分かりやすい説明

とそれぞれの立場に応じた適切な助言をさせていただ

き、自立の助長を行うことを目的に職員一丸となって

取り組んでいるところでございます。 

今回、お褒めの言葉をいただいたことを朝礼で、職

員に周知し、励みとするとともに、今後とも更に親

切・丁寧な対応を心掛け、市民サービスの向上に努め

てまいりたいと存じます。 

 

（令和５年１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和５年１月受付 

 

私は、５万給付金について、４Ｆの所に行ったの

ですが奥から来た女が書類等を、なげつけるように

受付にふきげんそうになげつけました。 

受付対応だけの人なのか、しりませんが、受付も、

たいども悪く、これで高松市役所が見聞きしている

市役所だと分かりました。 

さまざまな事にしんしに答をせず見下しやる所

だと、てきとうに意見に答えてるのも分かりまし

た。もう市民はやめ出たいと思う。 

 

御意見、ありがとうございます。 

この度は、窓口対応につきまして、不快な思いをさ

れましたこと、まずもってお詫び申しあげます。 

市民の皆様からの相談対応等につきましては、日頃

から、親切・丁寧な対応を心掛けているところではご

ざいますが、この度の御意見を受けまして、より一層

丁寧な対応を心掛けるよう相談窓口担当職員に対し、

改めて指導したところでございます。 

今後とも、市民の皆様に親切で丁寧な対応に努め、

市民サービスの向上に取り組んでまいりたいと存じま

す。 

御理解賜りたいと存じます。 

 

（令和５年１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和５年１月受付 

 

マイナンバーカードを受け取りに来たが、対応し

た職員の対応があまりにもひどすぎる。若い女性の

職員（名前は○○さんという方）、分からない事を

尋ねたら、怒ったようにツンケンして対応され、と

ても気分が悪かった。 

接遇マナーをもう一度ちゃんと学んだ方がよい。 

 

この度は、窓口における職員の対応について、不快

な思いをされましたこと、まずもってお詫び申しあげ

ます。 

いただきました御意見を受けまして、職員に対し、

お客様の立場に立って丁寧な対応を心がけるよう指導

したところでございます。 

今後とも、市民の皆様に信頼されるよう、市民サー

ビスの向上に努めてまいりたいと存じます。 

御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和５年１月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和５年１月受付 

 

マイナンバーカードの事で１Ｆで聞いたのです

がイヤそうな顔でここでなく１２Ｆに行ってくれ

との事でしたので１２Ｆへ行ったのですが同じ事

ばかり言い、あげくに１Ｆに行ってくれとの答が、

かえってきました。 

本当に失礼な市役所ですね、公表ボードを見れば

同じ回答ばかり、中には市民がイヤになったのにた

いして、アリガトウございますとはバカにするの

も、いいかげんやめて下さい。 

歩行者がいるのに市役所の人は止まる事もでき

ないのですか、高松市と書いてある車をやめたらど

うですか。 

【１F 職員の対応について】 

この度は、本庁舎１階職員の対応について、不快な

思いをされましたことを、まずもってお詫び申しあげ

ます。 

窓口・電話を問わず、対応においては、日頃から的

確な御案内を心掛けるよう、また、親切・丁寧な接遇

を心掛けるよう指導しているところでございます。 

御意見があった件につきましては、深く受け止め、

今後とも、市民の皆様に信頼していただける対応がで

きるよう、改めて職員に指導してまいりたいと存じま

す。御理解を賜りたいと存じます。 

【１２F 職員の対応について】 

職員の対応により不快な思いをさせましたこと、ま

ずもってお詫び申しあげます。 

マイナンバーカードに関するお問い合わせについ

て、12 階マイナンバーカード交付・更新会場における

業務外のものであったことから、担当である１階をご

案内したものと存じます。1 階と 12 階を往復させ

てしまうこととなり、大変申し訳ございませんでし

た。 

今後、案内の際に誤りがないように徹底してまいり

ます。御理解を賜りたいと存じます。 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

【ありがとうボード、公用車の運転について】 

 ご指摘の「ありがとうボード」につきましては、市

民の皆様から職員の接遇に関する御意見・御提言を頂

戴することにより、それらに対して回答させていただ

くことに加え、職員の応対改善及び能力向上を図るこ

とを目的としております。引き続き、市民の皆様を温

かく迎える市役所づくりに向け、市民サービスアン 

ケートの適切な運用に努めてまいりたいと存じます。 

 また、公用車の運転につきましては、これまでも安

全運転研修を始め、様々な機会を捉え、職員に交通 

ルールの遵守や運転マナーの向上など、安全運転の重

要性を呼び掛けているところでございます。お寄せい

ただいた御意見を真摯に受け止め、今後、同様の事案

が発生しないよう、各研修において、安全運転に留意

するよう指導するとともに、公務員としての自覚を 

持った行動を心掛けるよう、更なる周知・徹底を図っ

てまいりたいと存じます。 

 御理解を承りたいと存じます。 

（令和５年２月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和５年２月受付 

 

今回の２０％ポイント還元キャンペーンは、マイ

デジとかぶっていて利用がしにくいし短かった。 

またマイデジが終わってから、おこなってほし

い。タイミングが良くない。 

 

 

この度は、御意見ありがとうございます。 

「商都たかまつ！最大２０％戻ってくる消費拡大 

キャンペーン２０２３」につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴う個人消費の停滞に加

え、物価の高騰などにより、市内経済が大きな影響を

受けていることから、家計支援と市内の消費喚起を図

りつつ、新しい生活様式を見据えた非接触型のキャッ

シュレス決済の普及を促進するため、実施したもので

す。 

御意見のとおり、「高松市プレミアム付デジタル商

品券」の利用期間との重複はありましたが、本キャン

ペーンは、高松市民に限らず、年末年始に帰省した

方々や市外からの観光客なども利用でき、また、対象

店舗は、大企業などを除く市内の中小企業者等として

実施したもので、物価高騰の中にある家計支援と、コ

ロナ禍で冷え込んだ市内の消費喚起に一定程度寄与し

たものと存じます。 

なお、同様のキャンペーンを引き続き実施する予定

はございません。 

御理解賜りたいと存じます。 

（令和５年２月回答） 



市民の皆様のご意見・ご提言 市役所からの回答 

 

令和５年２月受付 

 

カマタマーレ讃岐のサイン入りメガホンが当た

り、受け取りに行ったが、１８：３０で業務が終了

し、分からないと案内された。 

フロアは２１時まで開いていると書いてるから

全く知りません。せっかく、とおい所から受け取る

ためだけのために高松に来たのにがっかりです。 

引継の際に、その対応も加えてください。 

 

この度は、遠方からお越しいただいたにもかかわら

ず、不快な思いをされましたことを、まずもってお詫

び申しあげます。 

御意見があった件につきましては、引換時間（平

日：午前１０時～午後８時、土・日・祝日：午前１０

時～午後６時３０分、年末年始【１２月２９日から１

月３日】は除く）の周知が不十分であったため、大変

御迷惑をおかけしました。 

今回の御意見を受けまして、引き換え時間等を応募

箱付近に掲示し、高松市公式ホームページ「もっと高

松」にも掲載するなど、皆様に分かりやすい周知に努

めてまいります。 

あわせて、皆様に親切・丁寧な対応を心掛けるよ

う、改めて職員に指導してまいりたいと存じます。 

御理解を賜りたいと存じます。 

 

（令和５年２月回答） 

 


