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月 題名 ご意見内容 回答要旨 担当部

4月
コミュニティバスの利用につ
いて

　コミバスを毎日障がいのある子供
が利用していますが、療育手帳を毎
回提示しなくていい様に定期券かそ
れに代わるものを作っていただけな
いか。

　定期券等の発行につきましては、ご要望にお答えいた
しかねますが、療育手帳の毎回提示による紛失する不
安については、療育手帳等に代わる簡易な掲示物での
対応を、関係課や京阪バス㈱と検討・協議をしておりま
す。
　正式にご提示をする時期がまいりましたら、コミバスの
車内掲示を予定しております。

都市整備部

4月 横断歩道について
　体育館前に横断歩道等を作ってほ
しい。

　府道（八幡木津線）がコミバスのルートであること、ま
た、路線バス利用市民や地域住民が府道を安全に横断
する事ができるよう、かねてより当該交差点に信号機の
設置を八幡警察署を通じ京都府警（公安委員会）に要望
しているところです。
　しかし、京都府全域において予算が限られていること
により年間１０数件しか新たな設置ができない状況であ
ります。また、八幡市においても、当該地区を含め、毎年
２０数件の信号機の設置要望をしていることの現状にお
いては、早期の設置は非常に難しいものと思慮しており
ますが、今後も信号機の早期設置に向け要望してまいり
ます。
　また、横断歩道設置の要望もあることから信号機とは
別に、市民体育館進入口の交差点付近の横断歩道設
置について、八幡警察署・道路管理者である山城北土
木事務所と協議を進めているところであります。

都市整備部

5月
京阪八幡市駅にエレベー
ターの設置を

　高齢者の方、脚がご不自由な方、
ベビーカーのお母さん方には下がっ
て又上がる駅の階段はつらいもので
す。
　駅にエレベーターを設置いただきた
い。

　駅舎の改修は鉄道事業者である京阪電鉄㈱で行いま
すが、当駅の構造から改修費用が高額となるため乗降
客の多い他の駅の改修が優先されています。
 　この現状を解消するため平成20年度から21年度にか
けて高齢の方や障がいをお持ちの方などが安心して円
滑に移動できるための基本方針となる「八幡市バリアフ
リー基本構想」を策定し、これに沿って八幡市と京阪電
鉄㈱等が共同で駅舎を含んだバリアフリー化を行う予定
です。

都市整備部

6月 欽明台地区の交通手段

　欽明台地区から市役所に直通で行
ける交通手段を早急に整えてくださ
い。

　JR松井山手駅～市役所～八幡市駅を結ぶ南北路線
バスの試験運転について関係機関と調整を進めている
ところです。
　平成20年内のできるだけ早い時期に試験運行ができ
るように努めたいと考えております。

政策推進部

7月 信号機の設置について

　竹園児童ｾﾝﾀｰ前に横断歩道はあ
るのですが、どうして信号機が付けら
れないのですか？今のままでは子供
たちの安全の確保は出来ないと思わ
れます。

　信号機の設置につきましては、設置権限をもつ京都府
公安委員会及び八幡警察署に要望をしております。隣
接する信号機との距離や道路の交通状況・通学路等を
目安に判断されていますことや、京都府全域より要望が
あり府の予算が限られていることから、八幡市で毎年２
５件前後の要望をしておりますが、１８年度１基、１９年度
０基（改善２基）となっております。ご承知いただきますよ
うお願いいたします。

都市整備部

7月 車の騒音

　欽明台東に住んでいますが、山手
幹線は通行量が多く騒音がひどいで
す。住宅地域内は車のスピードをもう
尐し制限できないか。

　欽明台東付近のスピード制限につきまして、八幡警察
署に相談をしたところ、八幡警察署からは、現行のパト
ロール強化や必要に応じての取締りなどについて、より
一層の強化を検討しますとの返事をいただいておりま
す。
　また、暴走族等に対しては、八幡警察署管内全域の問
題でもあり、地域を含めた暴走族対策の強化を図りたい
とのことでした。

都市整備部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ２

月 題名 ご意見内容 回答要旨 担当部

7月 北浄土ヶ原南公園について

　7月18日よりフェンスが設置され、夜
間の立ち入りが出来なくなりました
が、現状を踏まえ改善策を検討して
頂きたい。

　心無い一部利用者が、夜間に自動車で乗り付け、不法
駐車を行い、公園内で騒ぎ、不審火等の害を及ぼしてい
る状態です。何度も起こる事は問題であり、今回の対策
を取らせていただきました。
　開放時間の午前９時～午後７時までの限定について
は、ご利用者の皆様にご迷惑をおかけしており、誠に申
し訳なく思っております。なお、鍵については地元自治会
の班長さんにもお渡ししております。
　車の乗り付けによる展望台の夜間利用が困難である
ことが定着するまで、当面の間は夜間閉門を行いたいと
考えています。ご不自由、ご不便をおかけしますが、ご
理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

都市整備部

7月
吉井バス停付近の道路整
備・環境整備について

　吉井バス停から国道1号に至る道
路について、途中車がすれ違えない
ほど非常に狭い所があり､自転車や
歩行者にとってもき極めて危険な道と
なっています。
　当該地区の道路整備・環境整備を
願う。

　生活道路として通行者の安全確保は必要と存じます。
この機会に適正な維持管理に一層努めてまいります。
　バス停付近の環境問題につきましては、警察、京都
府、本市関係部署等協力して定期的な道路パトロール
の実施、路側帯への通学路のグリーンラインの設置、登
校時に交通安全指導員を配置するなど交通安全対策を
含めた環境改善に努めているところでございます。
　今後とも道路環境の改善に努めてまいります。

都市整備部

8月 八幡市駅のバリアフリー化
　八幡市駅のバリアフリー化を早急に
お願いしたい。

　現在、「八幡市バリアフリー基本構想」づくりに着手して
おり、平成２１年度に策定する予定です。
　今後、基本構想に則した京阪八幡市駅のバリアフリー
化(エレベーターの設置等)を京阪電鉄に実現していただ
くことになります。

都市整備部

9月
コミュニティバスやわたの
ルート

　松井山手駅前からのバスのコース
では八幡市役所行きが無いので困っ
ています。
　コミュニティバスの運行目的を教え
て下さい。

　京阪バスに八幡市が補助をしてJR松井山手から市役
所経由、京阪八幡市駅のルートを試行運転することを決
めています。
　コミバスは、本市の主要施設までの交通を便利にする
ことと、道路が狭く路線バスの運行が困難な地域や、バ
スの空白地域にお住まいの高齢者の移動手段を確保す
ることを運行目的にしています。

都市整備部

9月
久保田～月夜田の道路に
ついて

　久保田～月夜田間の道路がでこぼ
こしていてバイクで通ると飛び跳ねて
物が落下します。車道の舗装をきれ
いにしてほしい。

　調査の結果、補修する必要があると思われます。
　八幡市では、市道全般について順次痛んでいる個所を
補修しており、市全体の状況を見ながら補修していく考
えです。時期等については、これから検討します。

都市整備部

9月 川の清掃
　八幡宮の近くの川がとても汚く気に
なります。掃除とかは言わないとしな
いんですか。

　市民団体（NPOたいこ橋さざなみフェスト実行委員会）
と毎月1回協同で清掃活動を実施しています。
　平成20年9月28日の「まちかどのごみ」ゼロの日の一
斉清掃で大谷川の清掃を行います。

都市整備部

10月 コミバスの路線について
　コミバスを美濃山地域にも広げてほ
しいです。
　なぜ美濃山方面はないのですか？

　八幡市バス交通検討会議等において検討していただ
き､更に八幡市の財政的な負担限度を勘案の上、東西
ルートを現在運行しています。
　平成20年10月19日～平成21年3月31日まで試験的に
南北ルートの試行運行を実施しています。
　今回の試行運行で市民の皆様が、このバス路線をど
れだけ利用なさるかを把握するとともに、アンケート調査
や利用実態調査も行い、運行を継続するかどうかの判
断材料にしていきたいと存じます。

都市整備部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について
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10月 コミバスについて

　コミバスを利用しているが、以前よ
り座席が汚れている。
　大分うすくなったが、シールを貼ると
かきちんと洗うとかしてほしい。

　運行委託先である京阪バス㈱に確認したところ、ガム
のようなものがこびりついており、定期清掃・点検の際に
取り除きました。
　今後、車内清掃を定期的に行わせ､市民の皆様に気持
ち良く利用していただけるように努力します

都市整備部

11月 お願い

　国道1号線と府道富野荘八幡線の
交差点（一ノ坪交差点）に横断歩道
がない。
　西側から東側のコーナンに行く時な
ど大変不便である。横断歩道をつけ
てください。

　八幡警察署は「横断歩道の必要性は認識している。し
かし、歩行者用信号機の設置などが必要となるが当該
交差点に歩道が無くｽﾍﾟｰｽを確保できないので困難で
ある。」との回答でした。
　国土交通省は「歩道の必要性は十分認識しているが、
具体的な道路改修計画はない。」とのことでありました
が、市としては、引き続き要望をしていきます。

都市整備部

11月
街路樹の枝伐採中止につ
いて

　毎年、市が秋から冬にかけて実施
している特定の街路樹の冬期伐採を
やめていただきたい。

　街路樹は、ヒートアイランド現象の緩和など、環境の保
全を図りつつ、良好な道路景観を形成する役割を持って
います。しかし、道路や歩道を安全に利用していただくた
めに街路樹の管理が必要となります。今後も適切な時
期・方法で剪定を行っていきますので、ご理解いただき
たいと思います。

都市整備部

11月 お願い

　八幡小学校東側の溝が中信の裏
周辺でものすごく汚い。
　年末などクリーン作戦の第一候補
にあげてきれいにして頂きたい。

　当該河川は、毎年1回浚渫・除草を行い排水能力の維
持や美化を行っていますが、勾配が緩く流速が遅くなっ
ており、一部雑草が繁茂し、美観を損なう個所がありまし
た。
　当該河川は、足場が悪く危険なため、専門の浚渫業者
による清掃作業を行います。
　今後も、河川の維持管理に努めてまいります。

都市整備部

11月 街路樹について

　市内の商店や官公庁の出入口に大
きな街路樹があり、車･バイクの使用
者、歩行者などの死角となり危険な
思いをする事が多々ある。
　繁った頃には標識が隠れる｡市民の
安全の為、伐採をして欲しい｡

　街路樹の剪定は夏季と冬季の2回に分けて実施してい
ます。
　街路樹は、環境の保全を図りつつ、良好な道路景観を
形成する役割をもっています。今後も適切な時期･方法
で剪定を行っていきます。

都市整備部

12月 コミュニティバスについて

　市民体育館行き朝1便と橋本東山
本行き夕方10便を作業所への通所に
利用しているが、つり革も無く、手すり
も尐ないので危ないように感じてい
る。
　出来るなら、朝と夕方の便を京阪バ
スの小型で運行していただけない
か。

　つり革、手すりの増設について、京阪バス㈱の担当者
と協議をしましたが車両構造上の問題で増設は出来ま
せん。
　コミバスが点検・修理の時にやむなく走る京阪の小型
バスはバリアフリーになっておらず、代車として走る以外
は走らせないようにしています。ご理解いただきますよう
お願いいたします。

都市整備部

1月 道路、スーパー

　歩道の傾斜が悪く、年寄りがｼｮｯﾋﾟﾝ
ｸﾞｶｰを押して下りるときに下りにくい。
　店が尐ない。遠いところまでバスで
行かなければならないので困ってい
る。　何とかならないか。

　現在、「八幡市バリアフリー基本構想」を策定中です。
この計画は、高齢者や障がいをお持ちの方々が移動さ
れるのにやさしい道づくりをおこなうもので、この主旨に
則り整備を順次進めていきます。

都市整備部

1月 横断歩道
　ファインガーデンスクエア近くの道
路の横断歩道の斜線が薄くなってい
ます。ひきなおしてください。

　現場確認後､管轄する八幡警察署に現場確認と早急
な対応を要請したとこる、現場把握のうえ早急に対応す
るとのことでした。
　なお、本件の処理は、八幡警察署から横断歩道（路面
表示）などの交通規制に関する管理等をしている公安委
員会へ上申され、公安委員会が改善等を行うことになり
ます。

都市整備部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について
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1月 バス停について

　コミュニティバスや路線バスでは、
スーパーイズミヤへ行くのに不便。
　イズミヤの方へバス停を作って欲し
い。

　本市の交通対策は、本市の主要施設までの交通を便
利にすることを主な運行目的にしています。
　現在、路線バスの運行が困難な地域やバスの空白地
帯にお住まいの市民の移動手段を確保することが先決
で、実施は難しい状況です。

都市整備部

1月 桜の木

　きんめいつつじ公園沿い道路の桜
の木の根元の雑草を刈って下さい。
抜こうとしましたが、出来ませんでし
た。

　街路樹の根回りの除草作業は､年2回行っています。ご
指摘いただいた街路樹は、2回目の除草作業が未実施
となっているため､早急に作業いたします。

都市整備部

2月 血の通ったまちづくり

　コミバスの時刻表看板の土台コンク
リートに板を加えた手軽なイスになっ
ているのに感動した。
　ささいな事でも市民には助かること
があります。ありがとうございました。

　ありがとうございました。 都市整備部

2月 ひまわり公園の遊具

　ひまわり公園の遊具について、とて
も危ないすべり台とブランコがある位
です。もっと幼児向きのものを設置し
てもらえないか。

　滑り台は対象年齢が幼児より大きい子供用になってい
ます。滑り台につきましては、幅広い年齢層の子供たち
の遊具として必要であると考えております。
　幼児向けの遊具が必要であると判断できる公園につ
いては、順次設置ができるよう検討していきます。ひま
わり公園には砂場の設置を考えています。

都市整備部

3月 東部地区について

　岩田や上津屋に工業団地ばかりを
作るのではなく、そこの地域に若い人
が住んでくれるような政策をしてほし
い。
　バスの本数が尐なく、駅から離れて
いて不便なので、東部地区の交通の
便が良くなるように交通機関を充実し
てほしい。

　農業地域に住宅系のニュータウンを整備することは難
しいのが現状ですが、地域コミュニティを維持し、若い人
にも住んでいただけるよう集落の活性化を図るために検
討していきます。
　交通機関の充実については、バス事業者へ要望しま
す。

都市整備部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について


