
４　利用状況分析報告

（１）ご意見　一覧 36件
令和３年度上半期

№ 年月日 内　　　　容 処理方法・今後の対応

5 R3.4.13
市道の落ち葉は掃除してくれな
いのか。この時期の落ち葉清掃
は大変だ。

市道は、佐賀市の管轄であるが、
出来る範囲で清掃を行った。

13 R3.5.12
南濠西側のクスの枝を剪定して
欲しい。雨どいに溜まって困って
いる。

佐賀県文化財課へ報告し、6月3
日剪定を行った。

14 R3.5.21
プールの上にクスの枯枝が伸び
ているので、取り除いてください。

6月３日剪定を行った。

16 R3.5.28

学校の保護者より、南濠東の東
屋そばの植込み（アベリア）が大
きくなって横断歩道から見えにく
いので、低く切るよう要望があっ
てますので対応してください。

5月３１日低く剪定を行った。

17 R3.6.1
南側遺構の縁石と芝生の際で、
芝生が伸びているが、被らないよ
うに深く刈って欲しい。

深く刈るようにする。

25 R3.6.29

近隣住民より連絡があり、濠の中
の刈った草を西濠北に積み上げ
てあるが、ドブのような匂いがして
臭いので、撤去してください。

当日撤去を行った。

8件 28 R3.8.5
県庁前の桜が垂れ下がってい
る。建築限界歩道側の2.5m以下
は剪定してください。

8月7日剪定を行った。

31 R3.8.23

佐嘉神社外苑駐車場の北側のカ
イヅカイブキの木が斜上してお
り、車の通行に支障があるので剪
定をしてください。

佐賀土木事務所へ報告した。

1 R3.4.4
西濠南園路にネコが死んでいる
のでどうにかしてください。

適正に処理した

3 R3.4.6

御座の間南のマツにマツケムシ
が大量に付いていて、御座の間
にまで入ってくるのでどうにかして
ください。

佐賀土木事務所街路公園課と打
合簿により協議。農薬使用による
防除を４月１４日に行った。

7 R3.4.15
サギの死骸が市村記念体育館東
側に２羽あります。

適正に処理した

10 R3.4.28
東濠のマツに今年も毛虫が発生
しているので、取ってください。

消毒ができないので、巡回時に
できるだけ捕殺した。

15 R3.5.21
東濠周辺でカラス４羽に襲われ
た。子どもたちも通るので、現場
を見てどうにかしてください。

すぐに現場に行ったがカラスは
見かけなかった。巣も近くになく
原因不明。今までカラスに襲われ
たという報告もなく、しばらく様子
を見ることにする。利用者本人に
も伝えた。

7件 18 R3.6.2
シャボン玉公園南側の水際の園
路にヘビがいるので、どうにかし
てください。

洗い出し園路にアオダイショウが
いた。捕獲し適切に処理した。

20 R3.6.9
市村記念体育館と佐嘉神社外苑
駐車場の間で鳥の死骸があると
利用者から連絡がありました。

すぐに処理した。
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№ 年月日 内　　　　容 処理方法・今後の対応

2 R3.4.5
本丸歴史館西側の赤石積水路
そばの庭園灯が点いていない

職員により当日、電球交換を行っ
た。

6 R3.4.15
シャボン玉公園南西の外灯が点
いていない。

委託業者へ連絡し、4月22日電
球交換を行った。

19 R3.6.6
北濠の外灯が消えているので、
対応してください。

委託業者へ連絡し、6月6日電球
交換を行った。

5件 21 R3.6.15
こころざしのもりの街路灯が点い
ていないと、利用者より連絡があ
りました。

委託業者へ連絡し、確認。タイ
マーの不具合によるもので、すぐ
に復旧した。

22 R3.6.25
西濠南の西御門橋周辺の街路
灯が消えている。

委託業者へ連絡。漏電ブレー
カーが下りていた。すぐに復旧し
た。

9 R3.4.23
児童の送迎のため、コロナ対策
により本丸歴史館駐車場を使わ
せてほしい。

駐車場の運用をしている本丸歴
史館に連絡して応対をお願いし
た。

23 R3.6.26
本丸第一駐車場で、スイミングス
クールの車が待機し、児童の送
迎をしている。いいのか。

学校北側道路で送迎車を待機し
たらどうかと提案した。

30 R3.8.20

県立博物館東駐車場で事故が
起きている。すぐに来てください。
バックしていてアラカシにぶつ
かったようだ。車止めがない。こん
なところに木があるからだと言わ
れた。

佐賀土木事務所街路公園課へ
連絡した。車止めの設置予定な
し。カシの移設等の予定なし。トラ
テープとセーフティコーンを設置
した。

4件

33 R3.8.24
レトロ館東側駐車場は、夜間施錠
しているのか。いつも朝早くから
車が止まっている。

本丸の警備員により門扉を開閉
している。現在は美術館の駐車
場が工事中のため、職員が駐車
している。

噴
水

32 R3.8.24
こころざしのもりの噴水は、小さな
子どもが遊んでいるが、水は大丈
夫なのか。

ろ過式となっている。定期的に次
亜塩素酸ナトリウムを投入してお
り、安全性に問題はないと思われ
る。

2件

36 R3.9.24

こころざしのもりの噴水の石板が
コケのようなものが付いていて、
小さな子どもが滑っている。対応
してください。

9月25日高圧洗浄機で、洗浄を
行った。

濠 27 R3.7.2
西御門橋北側に、油のようなもの
が浮いている。

確認したが油ではないようだ。し
ばらく様子をみる。

東
屋

34 R3.8.29
シャボン玉公園東屋のテーブル
がグラついている。

翌日職員により、緩んでいたボル
トを締めた。グラつきはなくなっ
た。

4 R3.4.11
利用者からドローンを飛ばしてい
る人がいると連絡がありましたの
で対応してください

巡回をしたが、見つからなかっ
た。

8 R3.4.19

視覚障がい者の方とﾍﾙﾊﾟｰさん
が、通行止めにしていた園路（本
丸南側の芝刈り作業のため）を通
ろうとして、職員から強い口調で
「通れません」と言われた。迂回
路の看板もなかった。もう少し言
い方に注意して欲しい。

安全のため通行止めにしてい
た。危険性が伝わらず誤解が生
じたと思われる。朝礼時のミー
ティングにより①作業中看板の設
置②迂回路矢印板の設置を再確
認し、さらに③対応指導を行っ
た。

8件
11 R3.5.9

コロナ対策としてバーベキュー禁
止の貼り紙をしてください。

園内5ヶ所に行った。

駐
車
場

利
用
者
指
導

照
明
灯



№ 年月日 内　　　　容 処理方法・今後の対応

12 R3.5.10
西濠北や南で、よく釣りをしてい
る高校生３人を見かける。看板を
増やしてはどうか。

やみくもに看板は増やしたくない
が、巡回指導等適切に対応して
いくようにする。

24 R3.6.26

本丸歴史館の建物周りを自転車
で通ったら注意された。西門と鯱
の門前には看板があるが、東側
園路には看板の設置はない。

本丸歴史館により、自転車進入
禁止看板の設置が行われた。

29 R3.8.10
西御門橋東屋が、中学校のト
レーニングで午前中占用されて
いて休憩できない。

中学校の指導の先生に、半分は
開けてもらうようお願いし、すぐに
了承された。

8件

35 R3.9.20

シャボン玉公園の東屋のベンチ
に男が寝ているが、隣のベンチ
に小学生の女児４人がいるが、大
丈夫か。

現場に行き、しばらく様子を見て
いた。異常はなかったが、小学生
女児４人を移動させた。

26 R3.6.30

配達の時間が空いた時に、公園
のベンチで本を読んでいいです
か。その時バイクをベンチのそば
に止めて置いてもいいですか。

バイクは必ず駐車場に止めてく
ださい。とお願いした。
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