
Ｐ１

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

4月
健全財政のた
めの事業仕分
けについて

　①各種団体への補助金に無駄
はないか。
　②生活保護は適正に実施され
ているか。
　③未収金対策の徹底
　④ゴミ収集の有料化
　⑤職員・議員の削減
　⑥ボランティアの有効活用
　⑦各課ごとに今までの無駄を
検討する。
　⑧財政健全のための事業仕分
けを提案する。

　①平成19.20年度の2年間で14件約1
千万円の削減を行ってきました。　②
これまでから適正に実施していると考
えており、今後も適正な実務に努めて
ゆきます。　③平成20年度は前年度
徴収率を上回り,23百万円の効果額と
なっています。又、H22年1月に京都地
方税機構が発足し、市税徴収業務に
ついて移管しました。　④不法投棄の
増加などのマイナス面も懸念され、現
時点では導入する考えはございませ
ん。　⑤職員退職後不補充にしたこと
や、外部委託などにより、59人を減員
し、H22年4月の職員数を595人としま
した。議員数は、法定定員数は30人と
なっていますが、議会の議決により22
人とされています。　⑥これまでから自
治組織やボランティアによる自主的な
取り組みが積極的に行われているとこ
ろです。今後も市民との協同による取
組みを進めてゆきます。　　⑦「ゼロ
ベースでの既存事業の徹底的見直し」
「ゼロ予算事業の推進」「事業費コスト
の見直し」の３つの視点での取り組み
を進めているところです。　⑧平成22
年度に行政検討審議会を設け、事務
事業の見直しについても審議いただ
き、答申された内容を基本として、新
たに第5次の行財政改革に取り組むこ
ととしています。

政策推進部

「市政運営・その他」について



Ｐ２

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

4月
男山商店街微
活性化策につ
いて

　・商店街のアーケードを透明化
にして明るい雰囲気を創る。近
隣美化及び小中学生に通路の
ペイントを依頼する。
　・空商店を無くす。中学校側は
商店ではなく他の利用を検討し、
年配に優しい商店街とすべき
　・橋本南山線通行車も呼び込
む仕組みが必要
　・男山商店街でしか買えない唯
一無二のものの置くべきである。
　・戸所、須原教授の著作を参考
に。

　ご提言をいただいた各頄目につい
て、市としても商店街を活性化させる
ために必要な取り組みの一例であると
認識しています。しかし、主体となって
取り組んでいただく商店・商店街自ら
の意欲と意識が必要であり、市はその
後押しをしていきたいと考えておりま
す。
平成18年に商店街・商店の活性化の
ための調査を行いました。その結果を
もとに商工会や地域商店街の代表の
方々と調整・協議をしているところで
す。
　具体的活性化に向け、商工会と連
携する中で、平成21年度に商工会が
地域貢献アピールプラン策定事業の
報告書を取りまとめられました、今後
報告書をもとに地域商工事業者が話
し合いをもたれると伺っています。

環境経済部

5月
市民の設定に
ついて

　市民とは八幡市ではどのような
人物と考えられているのか。
　八幡市は加速的に高齢化が進
んでおり、従来どおり暗黙の了
解で自動車等での訪庁や投票な
どの国民の義務を果たしていた
だくのか考え直すべき時ではな
いのか。

　市民という言葉は通例、国について
その構成員という意味で使われている
と思います。一方八幡市民という言葉
は老若問わず八幡市の構成員という
意味で使われているように思います。
八幡市民としてどうあるべきかとなると
考え方は様々です。
　高齢の人や障がいのある人などあら
ゆる人が自立した日常生活を送れる
まちづくりを推進するため「だれもが安
全・安心に活動できる住みよいまち八
幡」を目標に平成２２年２月に八幡市
バリアフリー基本構想を策定しまし
た。

政策推進部

「市政運営・その他」について



Ｐ３

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

6月

広報紙の「や
わたご意見た
まて箱」の改
善について

　①広報紙に１～２件の掲載がさ
れているが、残りの紹介は対象
外か。
　②広報紙に紹介する内容に関
する基準があるのか。
　③「たまて箱」の近くに掲示板を
おいて内容を掲示してはどうか。

　①②市長とのホットラインとしての
「ご意見たまて箱」には様々なご意見・
ご提案が寄せられます。紙面の都合
上、すべてをご紹介する事は不可能
です。市としての市民の皆様に知って
いただきたい内容や同じ内容で寄せ
られるご意見などについて市長と協議
し、掲載しております。
　③八幡市のホームページで「やわた
ご意見たまて箱」にお寄せいただきま
した全てのご意見、ご提案を個人情報
に留意し、提供させていただいており
ます。市役所内｢ご意見たまて箱」近く
に設置しておりますタッチパネル式の
パソコンからもご覧いただけます。

政策推進部

6月

「市民の声審
議会」か「市民
の声を生かす
委員会」の設
置を提案す
る。

　「市民の声審議会」か「市民の
声を生かす委員会」の設置をし、
縦割りの対応から市民参加の組
織を設置する事はより実現性が
高いと判断し、提案する。

　「やわたご意見たまて箱」は、市民の
皆さまの意見や要望などを市長に直
接述べていただけるよう、市長との
ホットラインとして広聴機能の充実に
取り組んだものであります。
　市民の声を行政に反映させる取り組
みといたしましては、八幡市総合計画
や行財政改革実施計画など、まちづく
りの計画を策定する場合やその進捗
管理につきまして、それぞれ市民の方
に参画をお願いしております。また、
ふれあいミーティングと題しまして、出
来るだけ多くの人・団体の方々と意見
交換を行い、多くの示唆をいただき、
実行しております。今後も継続してま
いります。このほかに、パブリックコメ
ントを実施しており、各個の問題ごと
に市民参加をお願いしております。
　このような取り組みを行っております
ことから現時点におきまして、市民代
表を含めた審議会、委員会の設置に
ついては考えておりません。

政策推進部

「市政運営・その他」について



Ｐ４

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

6月
八幡市の観光
アピールにつ
いて

　市の名所・旧跡を写真にし、ト
ランプを作ってはいかがでしょう
か。
　旅先でご当地限定のトランプな
どがあり、記念に買うことがあり
ます。
　ご当地ものなら手軽な値段の
お土産になるのでは。

　ご提言をいただきましたトランプの作
成につきましては、八幡市の観光振興
に効果が期待できる取り組みかもしれ
ません。
　これまでから、観光マップや冊子等
におきまして、八幡の名所、旧跡を紹
介させていただいております。
　ご提言につきましては、八幡市観光
協会や商工会にも提案させていただ
きます。

環境経済部

7月
各部門のメー
ルアドレスに
ついて

　各部門へ連絡用メールアドレス
を作っていただけませんか。

　各部門への連絡用メールアドレスは
既に設けております。ホームページ城
の各頄目の下部に担当課名と問い合
わせフォームがあり、そこをクリックし
ていただき、ご不明な点やお知りにな
りたい事頄などを記載いただければ、
直接担当課にメールが届く仕組みに
なっております。

政策推進部

8月
各種納付書に
ついて

　①市・府民税、固定資産税は
右綴じ、国保、介護保険料は左
綴じになっているので取り扱いに
くく困っている。綴じ方を統一でき
ないか。
　②国民健康保険料納付書につ
いて他の納付書と同じように一
冊に綴じられないか。

　①平成23年度より、左綴じに統一い
たします。
　なお、市民税・府民税、固定資産税
の納付書につきましては、コンビニエ
ンスストアでの収納方式に合わせるた
め平成23年度より切り離した状態で送
付させていただく予定です。
　②国民健康保険料納付書につきま
してもコンビニエンスストアでの収納方
式に合わせるため、現在と同様に切り
離した形で送付させていただきます。
ご理解の程、よろしくお願いします。

市民部

8月
職場のデスク
の整理につい
て

　何時来庁しても机の上、棚に書
類が山積みされている。何とか
ならないのか。
　基本が出来ていなくて市民の
世話が出来るのか。

　職場の美化につきましては、これま
でも整理に努めてきましたが、市役所
の業務は書類が多く、書庫も飽和状
態であり、やむなく職場内に積む状態
になっています。
　しかしながら、市民の皆さんの為に
公務を遂行するに当たり、身の回りの
整理整頓は基本であると存じておりま
す。
　保存期限に基づく適切な廃棄で書類
の減尐に努めてており、改めて職員に
対して指導を行います。

総務部

「市政運営・その他」について



Ｐ５

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

8月
市議会議場に
ついて

　議会が昼休みになったり、休憩
になっている時は、電気は消せ
ないのでしょうか。
　全てではなく、尐しでも消した方
がいいのでは。

　平成22年度第3回定例会（平成22年
9月開催）より、休憩中は傍聴席も含
めまして議場への立ち入りに支障の
ない程度に消灯します。

議会事務局

8月
市役所施設に
ついて

　①市役所のトイレの電気がい
つもつけっ放しでエコではない。
センサー付きの電気に変えては
どうか。
　②市役所の駐車場を園内方面
からスピードを出して抜け道にし
ている車がある。速度を抑えるよ
うな努力が必要。

　①トイレの電気のスイッチがトイレ内
にあるため、消灯を徹底した場合、市
民の方が利用される時にスイッチの場
所が分からずご不便をおかけすること
になることから常時点灯しています。
センサー付き電気への改修はセン
サー点滅のメリットが活かせない状況
であり導入の予定はございません。
　②通り抜けをする車両については、
市としても頭を痛めております。現在
はカラーコーンを設置して一方通行の
徹底に努めています。敷地内の安全
確保の為にも引き続き有効な対策に
ついての検討を行ってまいります。

総務部

8月
キオスク端末
画面の写真に
ついて

　画面に映し出される市の写真
に場所を明記してほしい。

　当該市民閲覧端末は、平成14年度
に設置し、業者にて写真表示を出来る
ようにしましたが、機器の対応年数が
経過し、保守を受けていません。近く
撤去を予定しているため、写真に場所
名を表示することはできません。
　なお、今後新たに写真表示をする場
合は、場所を表記するよう関係課と調
整します。

総務部

「市政運営・その他」について



Ｐ６

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

9月

職員の怠け又
は鬱仮病での
長期療養休暇
の取得規制に
ついて

　公務員は有給休暇が無くなると
心身症や鬱病になる労働者が多
い。
　怠けて仮病で休んでも、給料・
ボーナス・退職手当金が保障さ
れている。
　虚偽の療養休暇を取得してい
る職員たちを警察や検察に告発
するべき。

　精神疾患による長期療養休暇の検
証等については、病気休暇、休業申
請時に所属長等が、本人の面談や本
人同意による医師への面談を行って
おります。また、ケースによっては、人
事課長等が同席し、面談することもあ
ります。
　昨年、休暇の不正所得で職員を処
分しましたが、精神疾患の場合診断
書の提出がある以上、ズル休みを立
証することは困難であり、旅行、散歩、
スポーツなど気分転換が必要と医者
が診断した場合は、治療とみなされ処
分とならないのが現状です。
　今後も引き続き抑止力となる方法に
ついて検討し、休暇の不正取得の根
絶に努めてまいります。

総務部

9月
インターネット
閲覧について

　画面タッチだと車イスでは手が
届きません。
　マウスを置いて頂けるとうれし
いです。

　マウスを設置しました。 総務部

10月
住民票等請求
の件について

　住民票等請求を土、日、祝日も
出来るようにお願いする。仕事を
していると平日は休めないため、
非常に困っている。

　１．土曜、日曜、祝日の開庁につい
て
　　ご要望いただきました土曜、日曜、
祝日の開庁については、現在、実施
する予定がございませんが、金曜日
に市民課におきまして、開庁時間を延
長して証明書の発行業務等を行って
おりますので、ご利用ください。
　２．住民票等の請求について
　仕事等の理由により通常の開庁時
間内に来庁できない方に対して、毎週
金曜日（祝日を除く。）午後８時まで、
住民票、印鑑登録などの市民課が取
り扱っている証明の発行を行っており
ます。
　また、住民票、戸籍謄抄本について
は、郵送で請求いただくこともできま
す。郵送での請求方法は、市ホーム
ページの「くらし→住民票・戸籍・印鑑
→手続き・申請」に掲載しております
ので、ご覧ください。

市民部

「市政運営・その他」について



Ｐ７

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

10月
開庁時間の延
長について

　土曜、日曜の午前中でもいい
ので、窓口を開けてほしい。
　働いている人は手続ができず、
結果、滞納になったりと、お金が
高くつくことになる。代わりに行く
家族がいない場合、本当に困
る。

　開庁時間の延長については、休日
ではありませんが、現在、毎週金曜日
に、市役所1階の市民課において午後
８時まで、夜間窓口を開いておりま
す。
　印鑑証明や住民票、戸籍謄（抄）本
の発行など、市民課業務が中心です
が、市民税や国民健康保険料などの
納付についても受け付けております。
　また、住民票、戸籍謄（抄）本につき
ましては、郵送でも受け付けしており
ます。申請等の頄目によっては、ご利
用いただけない場合がございますの
で、詳細につきましては、あらかじめ、
ご確認いただきますようお願い申し上
げます。

総務部

11月
市民課につい
て

　金曜日の夜、市民課へ住民票
を取りに行った時、市民課の方
が4人いて、暇だったのか雑談し
ていた。4人も必要なのかと疑問
に思う。
　普通の会社なら考えられない。
危機管理がなっていないと思う。
　市民の税金で給料や残業代が
出ている事を何とも思わないの
だろうか。

　金曜日の夜間窓口は、市民課担当
業務が中心ですが、市民課以外の業
務もあることや、日によって来庁者数
や業務量が異なることから市民課職
員２名と他部局課長級以上の管理職
員２名の合計４名が毎週交代で勤務
しています。管理職員には、時間外手
当を支給していません。
　今後は、金曜窓口勤務時間中に市
民課職員は市民課担当業務に専念
し、管理職員は金曜窓口に専念する
よう注意し、市民サービスの向上に努
めます。

総務部

「市政運営・その他」について



Ｐ８

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

11月
各種証明書の
交付について

　証明書の交付サービスが平日
だけで、かつ、４時半までなのか
疑問を覚える。真っ当なサラリー
マンがその時間に証明書をもら
うことは不可能である。金曜日に
申し訳程度に２０時までとあるが
難しい。
　なぜ、市民の権利であるはず
の証明書交付が普通に受けれ
ないのか。ホームページの交付
説明に理由とお詫びを載せてほ
しい。

　１．証明発行の取扱いについて
　本市では、午後５時１５分まで業務を
行っておりますが、市内４カ所の地域
窓口は事務処理等の都合により、午
後４時３０分で受付を終了しています。
また、時間内に来庁できない方のため
に、毎週金曜日は午後８時まで窓口を
開けています。
　どうしても、業務時間内に来庁でき
ない方が住民票、戸籍謄抄本を請求
したい場合には、郵送請求をご利用い
ただくことも出来ます。郵送での請求
方法は、八幡市ホームページの「くら
し→住民票・戸籍・印鑑→手続き・申
請」に掲載しておりますので、ご覧くだ
さい。
　２．土曜、日曜、祝日の開庁につい
て
　ご要望いただきました土曜、日曜、
祝日の開庁については、現在、実施
する予定がございません。ご不便をお
かけしますが金曜夜間窓口等のご利
用をお願いいたします。

市民部

1月
男山公民館の
調理室につい
て

　26年前から男山公民館の調理
室を使用しているが、いまだに当
時のままで給湯設備がなく食器
洗いに多くの洗剤を使わなけれ
ばならない。
　１カ所だけでも調理室に給湯機
があればと願っている。

　今年度内にご要望どおり１台を設置
する方向で準備を進めさせていただい
ております。

教育部

「市政運営・その他」について



Ｐ９

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

1月
市民体育館の
床について

　市民体育館の床が非常によく
滑る。
　先日行われたフットサル大会で
も選手からの苦情が多かったよ
うだ。
　張替えの必要はないと思うが、
ワックスなどで対応できないもの
か。

　体育館では皆さまに安全・安心にご
利用いただけるよう日頃から定期的に
ワックスを掛け、清掃を行い、滑りにく
い状況に整えています。しかし、様々
な方が利用する中で汗や埃などの影
響で滑りやすくなったものと考えられ
ます。申し訳ございませんでした。今
後はより一層の清掃を実施すると共
に、入場の際にシューズを拭ける器具
を設置することで床面の汚れを防止し
てまいります。
　利用者の方々にも試合前のモップ掛
けや体育館シューズに滑り止めスプ
レーを塗るなどのご協力をお願いいた
しておりますが、ご理解の程よろしくお
願いいたします。

まちづくり推進部

2月
市民参画条例
の制定につい
て

　八幡市では、市民参画型行政
の確立のため、各種委員会、懇
談会、協議会等に市民参画が図
られているが、なぜ、応募資格に
満75歳未満等の年齢制限があ
るのか。
　市民公募委員として参画した第
4次行政審議会では、6回の会議
を通じて豁達な発言や議論が尐
なく静かに終わった。委員の責
務が果たされていなかったか、
選出基準が甘かったのか、抜本
的な見直しが必要だと考える。
　私自身の体験を踏まえ、市民
参画の委員会を立ち上げ、市民
参画条例として集約化し、早急
に制定することを提言する。

　市民公募委員の年齢については、
国及び他の地方公共団体の状況を参
考に70歳未満とし、その後、70歳以上
の高齢者が増加している状況などを
踏まえ、平成22年2月に75歳としたとこ
ろです。現時点において、年齢制限の
見直しの予定はありませんが、今後も
他の地方公共団体の状況を参考に、
見直しの検討を行うことにしています。
　第4次行財政検討審議会につきまし
ては、各委員は事前送付しました資料
について、検討いただき会議に臨まれ
たと認識しています。また、限られた
時間の中で、他の委員さんの発言機
会を損なわない範囲で、忌憚のない
発言をいただいたところです。委員の
責務は果たされており、問題はなかっ
たと考えております。
　市民参画条例の制定については、
第5次行財政検討審議会答申におい
ても、同様の趣旨と思われる市民協
働推進条例の策定が求められている
ところです。平成23年度施政方針でも
お示ししておりますとおり、今後、担当
部署の組織体制の充実を行い、行政
内部での取組の基礎となる市民協働
推進指針の策定を行うことにしていま
す。

政策推進部

「市政運営・その他」について
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受付月 題名 内容 回答要約 担当部

3月
名札を見せな
いのは？

　男山市民図書館で貸し出しの
とき、いつも不快だ。名札を付け
ているようだが、名前を隠してい
る誰なのか不明な女性。
　ものを言わず、ブスッとして感じ
が悪い。
　配置転換を望む。

　事実関係の確認の後、今一度、全
職員に名札着用の意味と相手の存在
を前提にした接遇態度のあり方につ
いての指導徹底を図ります。

教育部

3月
確定申告の会
場について

　確定申告の会場の開始時間
は、受付が9時で実務が9時30分
となっているが、職員は9時10分
には準備完了している。
　9時5分とか10分に仕事を始め
て、待たせないようにするべきで
はないか。

　確定申告相談の会場は大変混雑す
るため、相談受付時間の30分前から
整理券を配布しています。
　機器や関係書類の事前チェックが必
要であるため、相談業務の開始時間
は変更できません。

市民部

3月
東北地方への
見舞金につい
て

　今回の地震、津波及び原発の
未曾有の被害に対し、市の施設
に募金箱を設置し、募金の呼び
かけが行われているが、未曾有
の被害なら未曾有の支援で応え
てはどうか。
　一案だが、市民一人当たり100
円で750万円、140円で1,000万
円、市の補正予算等で募金にプ
ラスすることを是非検討頂きた
い。

　義援金につきましては、3月１４日か
ら公共施設に義援金箱を設置し、市
民の皆さまの協力をお願いしていおり
ます。3月28に日中間集約をし、日本
赤十字社を通じて被災地にお届けす
る手配を行いました。
　八幡市が義援金を予算化して、被災
県又は市町村に直接贈ることはいた
しませんが、消防隊及び給水隊の派
遣や被災地への食料品の提供を市民
のみなさまにお願いしているところで
す。
　今後、支援期間は長期になること、
求められる支援内容が多岐、多様に
なってくると考えております。国、京都
府、市町村と連携しながら、本市が出
来る支援を予算を確保して、積極的に
取り組んで行きます。

総務部

「市政運営・その他」について


