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月 題名 ご意見内容 回答要旨 担当部

6月
市行事での冷房温度調整
のお礼と提言

　松花堂美術館の講演会に参加をし
た時に会場係員の方の心遣いに感
心しました。
　生涯学習センターホールの行事に
参加した時は、冷えすぎで空調の調
節が出来ていなかった。省エネ時代
にふさわしい冷暖房管理をお願いし
たい。

　ふれあいホールは、空調設備の構造上ホール全体を
均一温度に保つことが現状では困難な状況ですが、温
度調整につきまして天候・外気温・催しの内容・参加者
の様子や要望等により、今後一層環境に配慮しながら
的確な温度調整を行ってまいります。
　なお、ホール全体を均一温度に保つことが可能となる
空調設備の改善につきまして、技術面や財政面から検
討するようにいたします。

教育委員会

7月 市民農園利用について
　初めて市民農園の申し込みをする
予定ですが、受付・選考方法・制度運
営に改善を求めます。

　市民農園の年間を通してのお問い合わせが尐ない状
況であり、また、申し込みも尐ないため申し込み順として
おります。ご理解をお願いします。
　市民農園の利用は最長４年間と決めております。来年
（平成２１年９月）が一斉更新の年となりますので、従来
通り抽選のうえ、入園者を決定してまいります。

環境経済部

8月 ふるさと納税について

　八幡市は、商品のプレゼントなどは
無いと知りました。他の市町村では地
元の名産物などを送られていると聞
きました。八幡市も何かを送ってもら
いたい。

　「ふるさと応援寄付金」へご寄付をいただいた方には、
感謝状に添えて松花堂庭園・美術館の入場券2名分を
贈呈しています。
　地元特産品等の特典及び謝礼につきましては、他市
の取組を参考にして、今後検討していきます。
　なお、確定申告手続きをされますと、寄付金額の適用
下限額を上回る分につきまして、寄付をされた年分の所
得税還付及び翌年分の個人住民税の控除があります。

政策推進部

9月 市民農園

　大芝の市民農園を借りています。
　一番困るのは水です。家人に水を
運んでもらっていますが、そう何回も
運べません。水道をつけてもらうこと
はできませんか。

　この農園は、開設・運営・管理を農家個人で行ってお
り、今日まで八幡市市民レクリェーション農園管理組合
が募集事務を行っている貸し農園です。
　開設時、井戸の設置の話がありましたが、丘陵地にあ
るため深く掘らないと地下水が出ないことと、公共水道
の開設を含め設備費用が高くつくことから断念されまし
た。

環境経済部

10月 八幡市について

　市の玄関口である八幡市駅の現状
は、田舎の駅に過ぎない。京阪電鉄
と協力して玄関口の存在感を示して
欲しい。
　八幡市の活性化を求める。

　平成19年度から28年度までを計画期間とする第４次八
幡市総合計画を推進している中で、八幡市駅を中心とす
る地域は｢北部広域交流エリア」と位置付け、まちづくり
の中心と考えています。
　また、鉄道駅を中心に高齢者や障がいのある方等｢八
幡市バリアフリー基本構想検討協議会」を設置し、平成
21年11月を目途に基本構想を決定し、これに基づいた
事業を進めていきます。

政策推進部

10月 ご意見箱について
　ご意見箱を（ご意見たまて箱）ホー
ムページにも設置して下さい。

　郵送での受け付けは可能ですので、広報やわた平成
20年11月号にて郵送可能の記事を掲載します。
　今後、ホームページのリニューアルに伴い、「市民の
声」との統合を図ります。

政策推進部

11月
美濃山小学校区の商業施
設等

　美濃山小学校区は発展が続いてい
るが、郵便局・銀行・交番が無く、便
利が悪い日々を実感している。

　交番については、平成21年春に美濃山小学校北の山
手幹線沿いに開設予定であると京都府警から、伺ってい
ます。
　郵便局と銀行については、それぞれ会社としての設置
基準があることから誘致は難しい状況にあり、現在のと
ころ出店計画は聞いていません。

政策推進部

11月 庁舎内トイレについて
　トイレが全体的に汚れている。
　汚いのできれいにしてほしい。

　経年劣化により、全体的に汚れがあります。
　光触媒を塗布する等の対策を講じていますが、床･タイ
ル等に染み込んだにおいが取れません。
　清掃受託業者に指示をして改善に努めます。

総務部

「市政運営・その他」について
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11月
美濃山小学校区の公共施
設

　美濃山小学校区に青尐年の遊ぶ場
所が無い。
　公園だけでなく、スポーツ施設や山
林を利用して公園等を作っていただ
きたい。

　市内における大規模な公園やスポーツ施設について
は、市全体的な観点から整備等を進める必要がありま
す。美濃山地区には市内では大規模な公園の一つであ
ります「きんめい公園」があります。
　スポーツ施設につきましては、市東部に「市民スポーツ
公園」を設置しております。また。「男山レクリエーション
センター」のリニューアル工事をを行っています。本市の
規模から考えると施設の整備はある程度充足されてい
ると考えています。

都市整備部

12月 子育て支援課へのお礼

　父子家庭相談に行ったところ、大変
親切にしていただき有難うございまし
た。
　市として部署を明記した、父子・母
子家庭に対するサポート内容の一覧
などがあれば、更に助かります。

　ありがとうございました。 福祉部

1月 無駄・過剰サービス
　背割り土手の桜も咲いていないの
に、例年多くのガードマンを雇いすぎ
ではないか。

　背割り堤の「さくら祭り」は八幡市観光協会が毎年開催
しています。桜の開花状況の予測は難しく、国土交通省
の許可は毎年4/1～10までとなっています。
　観光協会では地元警察と連携し、ガードマンの適正配
置を行い、安全と交通渋滞の緩和に努めています。市と
しては、配置計画を十分に検討し、安全策を講じるよう
指導していきます。

環境経済部

1月
市役所の問い合わせ先と職
員の対応

　納税課に口座振替の用紙をもらい
に行ったが、分からないことがあった
ので、市役所に電話をし、記載の内
線番号に繋いでもらったら、「部長席
です。」と女性が出た。用件を言うと
「一体どこにかけているのか」というよ
うな冷たい対応で、納税課へは長い
間（2分以上）電話をつないでもらえな
かった。

　機構改革後、内線電話が変更になりましたが､口座振
替済通知等の変更を失念していました。
　変更前の内線番号を現在使用している課への報告漏
れがあり､結果として市民の皆さんにご迷惑をおかけし
ました。今後、再発防止の確認をしていきます。

市民部

1月 リーフレットの配布
　「八幡まるごと味わい巡り」と「くらし
のガイド」を全家庭に配って欲しい。

　パンフレット類は市役所・公民館などの公共施設等に
常時配備しています。全戸配布は財政的に難しく、全市
民を対象とする情報は「広報やわた」やホームページに
集約して提供させていただいております。

政策推進部

1月 無駄・過剰サービス
　選挙の不在者投票所の雇用人数、
特に女性が多すぎるのではないか。

　期日前投票の執務については、公職選挙法に基づき
投票管理者1人、投票立会人2人を配置しています。
　受付事務につきましては、バーコード認証システムを
導入し、人員の削減に努めており、現在は最小限である
2名の職員で対応しています。

選挙管理委員会

1月
退職手当債の発行は「黄信
号」とならないか

　今後10年間に311人の退職に対し、
Ｈ22年度末には退職手当基金が枯
渇し、退職手当債の発行が推測され
る。H19年度の決算内容から「全く問
題がない」と指摘する識者もある。市
民レベルとしては半信半疑だ。どう見
通し、どう判断するか広く市民への具
体的な説明を求める。

　今後10年間に職員の大量退職が見込まれ、積み立て
ている職員退職手当基金が不足することから、平成27
年度まで約38億円の起債発行を考えています。職員の
地域手当支給率を引き下げ、基金に積み立てます。これ
らの財源を活用しながら退職手当金に充当し、健全な財
政運営を図っていきます。（広報やわた平成２１年５月号
掲載予定）

総務部

「市政運営・その他」について
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2月 男山再生

　１0年程の間にＵＲの構想が決まる
と説明を受けたが､現状では10年先
からの展開を待てない。市民や団地
住民の意見を集めて団地再生案を作
ることを提案する。何が何でも男山再
生をしていただきたい。

　ＵＲ都市機構の男山地域にかかる団地再生計画につ
いては、今後の八幡市のまちづくりに大きな影響を与え
ることと認識しています。
　このことから昨年4月に市長自らＵＲの関係省である国
土交通省へ出向き、７つのまちづくりの方針（①他世代
が住み続けられるすまいづくり、②自然豊かなみどりの
環境づくり、③誰もが快適に移動できる交通環境づくり、
④便利で活気あふれる生活環境づくり、⑤安全な地域と
活力あるコミュニティづくり、⑥地域で支えあう福祉の環
境づくり、⑦誰もが暮らしたいと思う地域の魅力づくり）が
反映されるよう､直接要望を行いました。
　また、担当レベルに「おいてもＵＲ西日本支社を訪問し
協議を行っていますが、現段階では明確な方向は示さ
れておりません。
　市としては、住民の意向を考慮するなかで、適切な時
期に的確な対応が図れるよう情報収集に努め、具体的
な計画に本市のまちづくりの方針が反映されるようＵＲと
協議を重ね、要望を行っていきます。
　なお、現在「八幡市住宅基本計画」を作成中であり、男
山地域を含む地域を重点施策が求められている地域と
して計画を策定していく予定であり、計画に対するパブ
リックコメントの募集を3月に行い、住民の皆様のご意見
を伺うことにしています。

政策推進部

2月
広報やわた・市議会だより
を読んで

　配布が同時の広報やわた、市議会
だよりにほぼ同じ内容の挨拶や写真
が掲載されているのはどういう意味
があるのか。市長の挨拶は広報やわ
たに、議長の挨拶は市議会だよりに
載せるのが基本だと考える。紙面の
有効利用からみて紙面のロスと経費
のロスである。

　ご指摘のとおりであり、今後の広報事務に活かしてい
きます。

政策推進部

2月 市営住宅への入居

　公団住宅の家賃の支払がきつく市
営住宅への入居を希望しているが、
空きがないとのこと。どうなっている
のか。

　公営住宅の入居は一般公募によるものです。H20年度
は一般募集の予定はありませんが、H21年度に１０戸程
度の募集を予定しています。
　現在、空家はありますが、未改修であり、すぐに入居で
きる状況で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。。

都市整備部

3月 職員の対応について

　住所変更等のため来庁した時の職
員の対応があまりにも酷かった。ホテ
ル並みの対応を期待しているわけで
はないが、市民に対して敬語も使わ
ずタメ口で話すのはどうかと思いま
す。又、他の手続きで役所内をまわら
される身になっていただきたい。

　窓口応対に不快な思いをされたことに深くお詫び申し
上げます。
　市民課業務は市役所の顔であり、窓口応対は重要で、
丁寧な説明が大切であると認識しています。今後、積極
的に接遇研修を実施し、適切な窓口対応が出来るよう
に努めてまいります。

市民部

3月 市役所の駐車場

　市役所駐車場の案内がわかりにく
い。
　なぜ、市役所西側道路が駐車禁止
なのか。尐しぐらい停めてもいいので
はないのか。公用車は遠いところに
停めて市民サービスをすべきではな
いか。

　西側進入路からは、路面表示と建て看板を設置して案
内をしていますが、路面表示の再表示と立看板を大きく
します。また、第二駐車場の看板も大きくします。
　西側通路はバスの通行の支障になったり、火災時の
緊急車両の駐車スペースとなっているため、駐車禁止と
しています。

総務部

「市政運営・その他」について


