
Ｐ１

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

4月
大谷川につい
て

　大谷川がゴミだらけです。雑草
も多い。
　桜がきれいなのに川を見ると
残念です。

　大谷川の清掃等の環境整備に関し
ましては、常々、本市としましても河川
管理者の京都府に対し適切な維持管
理をしていただく様、要望をしていま
す。
　京都府によりますと、大谷川につき
ましては、毎年１回の除草作業を基本
として行っているとのことで、府民の
方々から寄せられる清掃や除草、不
法投棄等の様々な通報・要望につい
ては、その都度現場を確認して対応し
ているとのことです。
　また、大谷川の清掃等に自発的に
取り組んでいただいている市民団体
に対して、資材を提供するなどの支援
も行っておられます。

都市管理部

4月
欽明台の欽明
の由来につい
て

　欽明台中央に住んでいるが、
町名を欽明とされた由来を教え
ていただきたい。

　欽明台地域には昔から美しい竹林
が繁殖していたころから、竹の名前
「金明竹」から名付けた「きんめい公
園」が設置され、住民にも親しまれて
おりました。
　この「きんめい」につつしむと謙虚な
意味をもつ人名漢字である「欽」をあ
てて「欽明」としました。

都市管理部

4月

第２京阪道路
の騒音防止
カードの設置
について

　開通後、騒音があまりにひど
い。
　排気ガスで、窓ガラスや網戸、
車が真っ黒になる。また、高速道
路のパーキングではエンジンを
付けたまま休んでいる車も多く、
騒音防止カードの設置など対策
を講じて欲しい

　第2京阪道路が平成22年3月20日に
前線が開通し、京田辺料金所におけ
る1ヶ月後の交通量が2万5千台増加し
たと発表されたところです。
　ご意見をいただき、直ちに現地を確
認したところ、排気ガスや粉塵の状況
までは短時間で確認できませんでした
が、騒音に関しては大型車が通行す
る際、大きな音が届いてくることを確
認しました。
　八幡市としましては5月7日西日本高
速道路㈱関西支社京都工事事務所に
対し、現地における騒音状況の確認と
調査を依頼しました。併せて第2京阪
道路京田辺料金所から京田辺パーキ
ングエリア付近における遮音壁の設
置要望とパーキングエリアで大型ト
ラックなどはエンジンを切って休息して
もらうように啓発活動の充実を要望し
ました。
　今後も関係機関へ働きかけていきま
す。

まちづくり推進部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ２

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

5月
バス路線の新
設について

　阪急沿線から京田辺市（同志
社）へのアクセスが不便。
　阪急長岡天神と大山崎の間に
新駅が出来る機会を活用して、
京阪八幡市駅、橋本駅を経由し
て京田辺市の同志社までのバス
路線の新設を提案。まちの活性
化につながるのではないかと考
える。

　阪急沿線から八幡市駅への路線に
ついては、市としても実現を望むところ
であり、これまでからバス事業者に提
起してきましたが、京田辺までの乗り
入れを含め、バス事業者へ検討して
いただく様引き続き申し入れ、要望を
してまいります。

都市管理部

5月

ＵＲ賃貸住宅
への事業仕分
け第２弾に「居
住者の生の
声」の反映に
ついて

　事業仕分け第２弾の中で、高
齢者・低所得者向け住宅は自治
体又は国へ、それ以外は民間に
移行する。と方向づけられたが、
問題視する内容がある。居住者
の生の声を聞き、再生住宅を期
待し、行政主導で対話集会を早
急に立ち上げ、居住者ニーズを
関係先と交渉することが必要だ。

　政府の行政刷新会議が平成22年4
月26日に実施した事業仕分けでＵＲ
賃貸住宅事業について「高齢者・低所
得者向けの住宅の供給は、自治体ま
たは国に移行、市場家賃部分は民間
に移行する方向で整理」とワーキング
グループの評価結果がありました。
　ＵＲ都市機構に事業仕分けについて
問い合わせましたところ、国土交通省
が独立行政法人都市再生機構のあり
かた検討会を発足させ、事業仕分け
の評価結果を踏まえ、検討をされてい
るとのことで、ＵＲ都市機構の動向に
つきましては現在のところ不明です。
また、男山団地の集約の動向につき
ましても、事業計画が未定です。
　以上の状況ですので、ＵＲ都市機構
より情報収集に努め、各事業について
の地域住民への説明や、ご意見をお
伺いすることにつきましては、その方
法や機会を含め検討いたします。

まちづくり推進部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ３

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

6月

第２名神高速
道路騒音防止
ガードの設置
について

　第2名神高速道路の開通によ
り、騒音、粉塵が増加する。地域
住民の住環境保全の観点から
京田辺料金所から京田辺パーキ
ングエリアの騒音防止ガードの
設置をお願いしたい。

　新名神高速道路のうち城陽市から
八幡市間は、平成２８年度末の開通
に向けて建設工事も本格化してまいり
ました。新名神高速道路が開通した
際、ご心配されている交通量は、平成
２２年３月の第２京阪道路全線開通時
ほどには大幅な増加とならないと考え
ておりますが、ご指摘のとおり大変ご
心配であると思います。
　八幡市では「八幡市都市計画ﾏｽﾀｰ
ﾌﾟﾗﾝ」の中に、「環境良好な住宅地の
形成と住環境の保全」をうたっており
ます。今後、騒音調査及び京田辺
パーキングエリアでの粉塵調査が実
施されますので、きっちりと調査してい
ただき、必要な措置を講じていただき
るよう、関係機関にお願いをしてまい
ります。

まちづくり推進部

7月
さつき市民
プールの使用
料について

　就学前の子どもの付き添いで、
プールに入らない場合は無料で
すが、一緒に入ると５００円を支
払わなければいけない。
　就学前の子どもが一人でプー
ルに入ることなどあまりないので
は？
　付き添いの大人の料金を半額
にしていただけないか。

　プールをご利用のお子様に付き添
われる方は、市の条例に規定し「本市
に居住される方で、遊泳しないで就学
前の幼児に付き添う方は幼児一人に
対し付き添い１人を無料とする」という
取り扱いを現在行っております。
　ご指摘のとおり、今後はたくさんの市
民の皆様がより一層プール施設を利
用する機会をもって頂けるよう、付き
添いの方への対応や料金の見直しを
平成２３年度以降に行うことにいたし
ました。

まちづくり推進部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ４

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

7月
さつきプール
へのバスにつ
いて

　さつきプールを利用する際、八
幡小学校区は自転車や徒歩で
は大変なので、バスを1時間に2
本くらい走らせてほしい。

　八幡小学校区から男山車庫方面の
バスにつきましては、現在、八幡市駅
から京阪バス４１番が男山車庫へ、２
時間に１本程度運行されています。
　また、コミュニティバスやわたを利用
していただく場合は、八幡市役所前バ
ス停を８時台から毎時０２分に出発
し、約２０分後に男山雄徳バス停で下
車し、徒歩３分程度で市民プールに到
着いたします。帰りは、最終１６時台ま
で毎時４３分に男山雄徳バス停から八
幡市役所前までご乗車いただけます。
　１時間に２本程度のバス便をご希望
ですが、現在のところ、バス車両、運
転手等の確保の関係でご希望に添う
ことができません。事情をご理解賜り
ますようお願いします。

都市管理部

7月
コミュニティバ
スの本数につ
いて

　よくコミュニティバスを利用して
いるが、現行の１時間１本のダイ
ヤを３０分１本にしていただきた
い。

　コミュニティバスやわたは、市民の皆
さまの公共施設等への利便性の向上
やバスの通っていない地域の解消等
を目的として２台のバスで１ルート１時
間に１本として運行をしています。
　現在コミュニティバス運行に関しまし
ては、約2,500万円の財政負担をして
おります。今後、バス車両の更新でさ
らに負担が増えることが確実です。ま
た、新設や延伸の要望が出ていること
から、運行頻度を増やすことは困難な
状況であると考えております。

都市管理部

8月
欽明公園での
犬の散歩につ
いて

　きんめい公園を日々歩いてい
るが、犬の散歩が多く、ベンチや
木々等いたる所に小便をかけ、く
さくて気分が悪くなる。
　犬の散歩を禁止していただきた
い。
　京田辺の公園は禁止していま
す。

　犬の散歩は児童遊園、街区公園に
おいては、公園規模が小さいことから
他の利用者が恐怖を覚えたり、糞尿
の問題から全面的に禁止とし、近隣公
園以上は、糞尿の後始末、リードを必
ず付けるなどの条件の下容認しており
ます。
　京田辺市は現在、全公園の犬の散
歩の禁止措置を取られているそうです
が、解禁を求める声もあるとの事で
す。
　本市においても犬の散歩についての
賛否の意見をいただいております。啓
発看板を増設し、現状維持とします。

都市管理部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ５

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

8月
大谷川の除草
時期について

　大谷川の川床の除草をウシガ
エルが繁殖する7月中旬までの
日程でお願いしたい。
　また、大谷川と防賀川合流点
から大谷川上流一面に茂るアシ
にゴミが引っ掛かり景観的・環境
的に問題がある。大谷川の整備
にも力を入れていただきたい。

　大谷川は京都府管理の河川ですの
で、京都府山城北土木事務所に要望
をお伝えしたところ、回答がありまし
た。
　①例年定期除草を設置しているが、
従来は堤防のみで、河道内の除草は
実施していませんでした。しかし、河道
内にヨシが繁茂し流れを阻害する状
況にまでなっていることから、今年は
河道内の除草を行いました。併せて、
試み堆積した土砂を掘削することによ
り、今後ヨシが繁茂する状態の改善と
なるかどうかを確認する予定です。
　②来年度も定期除草は実施します
が、河道内については現地確認の上
で判断します。
　③ウシガエルの根絶については、有
効な対応策は持ち合せておりません。

都市管理部

8月
市内の道路に
ついて

　①消防署の交差点から広門交
差点の間の歩道への路上駐車
の禁止
　②八幡山柴交差点点滅信号で
止まらない。目立つようにすべ
き。
　③山城八幡郵便局前の道路を
駐車禁止に
　④国道１号京都方面からﾔﾏﾀ
電機横の細い道への進入禁止。
　⑤国道１号一ノ坪交差点ｲｽﾞﾐﾔ
向かう左折ﾚｰﾝに停車禁止のｺｰ
ﾝや標識の設置

　①②警察に取締りの強化を含め、対
応を依頼します。
　③以前より、八幡警察署と京都府公
安委員会で検討をして頂きましたが、
緊急車両の出入り口ではないため設
置は難しいという見解でした。
　④八幡警察、京都府公安委員会、
国土交通省等が信号機設置に向けて
の検討を行いました。しかし、下奈良
交差点の信号機からの間隔が狭く、
交差点が直角に交わっていないなど
から、設置に至らずまた、右折禁止の
規制は難しいという結論でした。今後
は、国土交通省において歩道整備な
どの改良が計画される時に信号機が
設置できる条件が整うよう要望しま
す。
　⑤当該道路は国道のため、八幡市
が独自にｺｰﾝを設置することはできま
せんが、警察から駐車禁止の取締り
を行いたいとの事でした。

都市管理部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ６

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

8月
市内の道路に
ついて

　①国道１号線や山手通りの歩
道の花壇に雑草が生えすぎてい
る。芝生や花を植えるため予算
をまわすべき。
　②神原交差点から小谷食堂ま
での道でスピードを出す車が多
い。コミュニティー道路化をお願
いしたい。

　①八幡市より、国道1号については
京都国道工事事務所第1維持出張所
に、山手幹線の京都府部分は山城北
土木事務所に連絡をします。市道山
手幹線については、今年度は年3回の
除草作業を実施する予定をしておりま
す。
　②コミュニティー道路化とは、自動車
の通行を主たる目的としない道の事と
思います。ご指摘の道路は、市道土
井南山2号線で、並行して走る府道長
尾八幡線の準幹線的な道路であり、
現在のところコミュニティー道路化は
できません。警察に取締りの強化を要
望します。

都市管理部

8月
不法駐車につ
いて

　美濃山幸水地域で道路を完全
に駐車場として占有している車
がたくさんある。
　歩道を完全に駐車場にしてい
るので、歩行者は一旦道路に出
ないといけない。
　危険であるため指導をお願い
したい。

　市道幸水2号線は、幸水地区の住宅
地東側を南北に結ぶ主要な道路で全
て駐車を禁止する場所としての規制
区域です。八幡警察署に取締りの強
化を含め対応を依頼することは簡単で
すが、この問題の解決にはならないと
考えております。
　住宅地の中の迷惑駐車の問題を抱
えている地区については、地域の自
治会と協議して啓発チラシを回覧して
マナーの向上をお願いするなど地域
自治会の協力を得て啓発活動を進め
ております。
　幸水地区の迷惑駐車対策につきま
しても、地域皆様方のご協力を得て進
めていきたいと考えております。

都市管理部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ７

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

9月
木津川サイク
リングロードに
ついて

　①雑草を刈ってほしい。
　②無灯火の自転車への注意。
　③単車の進入禁止。
　④白線を引いて欲しい。
　⑤木津川の南から新・御幸橋
の段差解消
　⑥御幸橋中央の桜道への車の
進入禁止

　①②③④⑤について木津川自転車
道の管理者である京都府山城北土木
事務所に問い合わせをしました。
　①河川管理者(国土交通省）の堤防
除草に合わせて除草をしています。
近々除草されるよていです。
　②有効な対策が取れないので苦慮
しているところですが、看板等の設置
について警察と協議をしています。
　③路面表示「バイク乗入禁止」等を
追加していますが、無くならないので、
以前より警察と協議を行っています。
引き続き対策を検討協議します。
　④消えているところはカーブ地点を
優先的に対処します。
　⑤御幸橋架け替えに伴う工事中で
すが、緩勾配にすり付ける計画です。
　⑥については、河川管理者である淀
川河川事務所に要望したところ、山城
北土木事務所と調整するとのことで
す。

都市管理部

9月
夜間の照明に
ついて

　①昔、科手の浄水場があった
所が暗くて歩きにくい。
　②踏切を渡った大谷川のあた
りに段差があり、暗い。

　①街路灯のほぼ中間にある科手浄
水場の場内灯について水道部門の協
力で灯具清掃を行いました。
　②踏切の北側の鹿野橋と南東側の
放生橋がありますが、現地確認したと
ころ踏切の北側の鹿野橋付近につい
てやや暗いのですが橋柱の上の照明
や、踏切道の照明がありますので、現
状のままでお願いします。

都市管理部

9月
回答のお礼に
ついて

　7月に提出した「大谷川除草時
期」の要望に対し、回答を頂き感
謝している。
　「人と自然が共生する環境にや
さしいまちを」目指して今後もご
尽力お願いします。

　ありがとうございました。
　今後の業務の励みにさせていただき
ます。

都市管理部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ８

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

9月
京阪橋本駅周
辺について

　橋本駅周辺の整備はできない
か。
　駅を樟葉寄りに移動し、京阪淀
駅のように高架化できればより
良いと思う。

　京阪橋本駅は、過去に高架化の検
討がされましたが、現在は駅舎を動か
さず、高架化も京阪電鉄は断念の方
向です。
　市は、市道橋本南山線を府道京都
守口線に直接接続する計画とともに、
橋本駅前広場をバリアフリーの観点
から再構築し、駅から橋本南山線を結
ぶ道路整備を計画中で、地元の意見
を聞きながら順次整備を進める予定
です。

まちづくり推進部

9月
踏切前道路拡
張要望につい
て

　橋本から川沿いの道に上がる
踏切手前の道路について、道路
幅の狭い部分の早急な改善をお
願いする。

　ご指摘の区間は、市道別峰線の枚
方市域で、道路幅員等の改善に要望
を頂いています。
　現在、当該道路を含み枚方市中之
芝地区で区画整理の話が進められて
おり、これに合わせて本市道の抜本
的改良を計画しています。

まちづくり推進部

10月
放置自動車に
ついて

　道路（市道）に、２年以上自動
車が放置されている。
　３カ月前男山交番に盗難車か
どうか調べるように依頼したが音
沙汰がない。市の方から処置を
依頼してもらう方が解決が早いと
思う。

　放置車両は、ナンバープレートが付
いている場合、利用されている車両か
放置車両かの判定について、車検切
れか、所有者と連絡がつくか、盗難車
両か等の調査が必要です。また、警
察署に車両の撤去や処分についても
協議が必要なため、現地からの撤去
には時間がかかります。
　基本的に車検が切れていない場合
は警察が対応し、車検が切れている
場合は道路管理者が対応することに
なっています。
　本件については、早速現地に行きま
したところ、放置車両にナンバープ
レートが付いており、現在、車検切れ
かどうか調査しています。調査結果に
より警察署と連携して対応していきま
す。

都市管理部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ９

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

10月 街灯について

　町内会からまちづくりで市に街
灯設置を要望するとき、提出条
件として近隣の方の同意印が必
要とのことだが、街灯設置基準
等はあるのか。
　安全のための街灯設置なの
で、設置間隔や深夜の明るさの
基準を設けて、基準に合致する
場合には、市の権限で設置する
ということも考えてほしい。

　街路灯は、道路照明として夜間の交
通安全を確保するため設置していま
す。
　必要な明るさは、夜間に人や障害物
の存在、道路幅員、線形等が分かる
程度とし、これらが満たされない場合
は設置しています。
　近隣の方の同意印は、街路灯を設
置した際に近隣住宅の部屋を照らす
ことがあり、明るくて眠れない等の苦
情が出る場合があるので、設置要望
時に自治会役員の方から近隣の方へ
了解をもらうことがありますが、同意印
をもらうことまではお願いしていませ
ん。

都市管理部

10月
近隣の道路設
備について

　①くすのき公園外の溝に年中
水が溜まりっ放し。春頃にはミミ
ズが大量発生し、悪臭がして気
分が悪い。
　②くすのき公園横の歩道に
ガードレールを設置したが、街灯
が反対側にあるので暗くて物騒
である。
　③くすのき小学校横のマンホー
ルからいつも水が漏れ出てい
る。
　以上、是非改善してほしい。

　①スクリーンというごみ止め部分が
落ち葉、ごみ等で水の流れが悪くなっ
ており、今後、パトロール強化でごみ
等を除去します。
　②既設街灯の蛍光灯部分を新しい
灯具に交換し、明るさをアップします。
　③２年前にも地下水が道路表面に
出ないような対策工事をしましたが、
全部の水のカバーまではできていま
せん。再度対策工事を発注し、１１月
中に施工します。

都市管理部

11月
街灯のLED化
について

　街灯をLEDに徐々に取り換えて
行ってほしい。
　他の市町村でも取り入れられ
ている。

　現在、市の街路灯には蛍光灯・水銀
灯・ナトリウム灯が使用されており、主
要幹線道路以外は主に蛍光灯が用い
られています。
　蛍光灯の２０Ｗについて、同程度の
照度が確保でき、維持費が軽減され
るという事でメーカーからＬＥＤ灯が推
薦されており、他の市町村でも試験的
に設置されているようです。
　本市でも、ＬＥＤ灯の特性を知るため
に蛍光灯とＬＥＤ灯を試験的に設置し
て比較・検討しているところです。今の
ところ、メーカーと協議し、改善できる
点等を話し合っている状態で、市内で
使用することについて検討していま
す。今後も、いろいろな状況下で試験
的に設置して改善されれば、使用する
予定です。

都市管理部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ１０

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

11月
第２京阪道路
の騒音につい
て

　京田辺パーキングエリア～京
田辺料金所の騒音防止ガード設
置について６月に提案したが、騒
音調査及び京田辺パーキングエ
リアでの粉塵調査は実施された
のか。
　その後、大きなトラックが多く走
り、音がかなり大きくなってきて
いる。
　交通量も増えている様に思う
が、現在の交通量はどれくらい
か。

　西日本高速道路㈱による騒音・粉塵
調査は、実施に向けて現在も要望して
います。
　第二京阪道路の交通量は、本年３
月の全線開通直後と比較すると１日
平均約１千台増加し、約３万７千台が
通行していますが、ご指摘の大型車
の通行割合は国土交通省及び西日本
高速道路㈱より公表されていません。
確実な調査の実施等、引き続き関係
機関に働きかけを行います。

まちづくり推進部

11月
大谷川の散歩
道について

　大谷川（八幡舞台）の桜並木の
散歩道にブロックを敷き、両側を
雪柳やつつじを植えて綺麗にし
たが、造園業者が手入れを怠
り、雑草と一緒に刈ってしまっ
て、今は植えた花は何もない。雑
草が桜の木の半分（人間の背
丈）ぐらいに生い茂り、つるが巻
きついたため、桜の木も栄養分
を吸い取られ枯れそうだ。
　植えた造園業者に言って綺麗
にしてほしい。
　市の担当者と造園業者はダメ
だ。税金の無駄遣いだ。

　当該地は、大谷川緑道で府と管理
協定により市で管理しています。
　現状は、申出のとおり桜の間に植え
られた中木が成長し、桜の樹高の半
分程度にまで繁茂、自生したツル性植
物が巻きついた桜も確認できました。
　桜の時季の見栄えや成長に鑑み、
桜の間の中木を現在の樹高の1/2～
1/3まで剪定し、巻きついているツルを
除去します。（12月中旬完了予定で
す。）

まちづくり推進部

12月

橋本の住宅街
から旧国道に
出る所（以前ﾎ
ﾃﾙﾘﾍﾞﾛがあっ
た近く）にある
信号機につい
て

　件名の感応式信号機で、
　１．停止線が薄くなっているた
め、手前の側溝の所で止まって
信号待ちをされる方がいる。
　２．上り坂であるため、センサー
の下の丸印が分かり難く、手前
に停まる方がいる。
　上記の理由により、いつまで
たっても信号が青に変わらず、
何台もの車が長い間待たされる
ことがよくあるので、①停止線を
濃く書き直してもらう、②信号機
に感応式である事を表記する、
③センサーの位置や押しボタン
の位置をもう尐し分かりやすく改
善する等の処置をお願いする。

　ご意見をいただいた信号機は、京都
府公安委員会の管理下にありますの
で、八幡警察署を通じて検討いただく
ようお願いしました。また、停止線の書
き直しについては、至急対応いただく
よう依頼しましたので、処置されると思
います。

都市管理部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



Ｐ１１

受付月 題名 内容 回答要約 担当部

1月
娯楽施設の建
設について

　流れ橋付近にバーベキュー場
を兼ね備えた娯楽施設の建設を
希望する。
　以前は、水泳場があり、大変な
賑わいだったと聞いている。
　環境を整備し、是非復活してほ
しいと思う。

　河川は、個人がバーベキューを行う
等自由にしようすることができますが、
公園の指定が無い河川敷にバーベ
キューができる施設の整備はできま
せん。
　市内の公園で、バーベキューができ
るのは、男山レクリエーションセンター
と淀川公園背割堤地区です。
　水泳場は、以前は御幸橋付近で開
設されていましたが、河川環境の変化
や安全上の観点から廃止され、その
復活は困難です。

まちづくり推進部

3月
コーナーミラー
設置の依頼に
ついて

　マンションの駐車場から自家用
車で市道に出る際、東側からの
歩行者がマンション壁で確認出
来ず、車に接触する危険があ
る。特に朝の学校登校児童が歩
行する時間帯には、マンション駐
車場から出る車も多く危険性が
非常に高い。
　運転手側から確認出来るよう、
マンション駐車場から出る手前で
見える角度のコーナーミラーを取
りつけてほしい。

　市が交通安全施設として設置してお
りますカーブミラーにつきましては、見
通しの悪い市道等の交差点に設置し
ており、マンション等の個人地からの
出入り口につきましては、個人の敷地
（マンションの敷地）内で対応をお願い
しております。
　今回の件につきましても敷地内の手
前にカーブミラーを設置することが可
能と考えておりますので、マンションの
管理の中で対応をお願いしたいと考え
ております。

都市管理部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について


