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受付月 題名 回答要約 担当部

4月
車の通行規制につい
て

　当該道路につきましては、歴史街道に指定されてお
り、景観を保護しながらも、歩行者が通行するスペー
スを確保するために、路面をカラー舗装するなどの配
慮をしています。
　また、時間帯指定の一方通行規制が可能かどうか、
八幡警察署に確認しましたところ、近隣住民の総意が
必要であるため、実現は困難ではないか、とのことで
す。
　ご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。

都市管理部

4月 通学路について

　ご要望いただきました道路でございますが、三本橋
交差点から大谷川までの道路は、府道八幡木津線で
京都府が管理をいたしております。また、八幡市役所
前交差点から川口扇ノ芝までの道路は、市道園内野
神1号線で八幡市が管理をいたしております。
　京都府とも協議をいたしましたが、両道路とも縁石ブ
ロックで一段高くなった歩道が整備をせれており、また
平坦で見通しがよく速度規制もなされていることから
府・市ともガードレールの設置の予定はございませ
ん。
　しかし、通学路の安全確保はたいへん重要なことで
ございますので子どもの道路への飛び出しや不規則
な横断を防止するために市道の一部に横断防止柵を
設置いたしました。また、学校・警察などと協議のうえ
「通学路」看板設置を増やすことなど、ドライバーに注
意を促す施策を行ってまいります。

都市管理部

5月
雤水排水処理の側
溝について

　ご指摘の箇所について確認させていただきました。
ご心配をおかけして申し訳ございません。
　側溝未整備箇所の整備については、道路幅員、道
路の利用者の数、側溝の流れ込む水の量等の条件を
考慮し、整備しておりますが、なかなか整備は進んで
いない状況でございます。
　その中で今回のご要望をいただいた箇所の整備順
位は低いと判断されますが、検討は進めますので、ご
理解をよろしくお願いいたします。

都市管理部

5月
くすのき公園につい
て

　現地の確認を行いましたところ、入り口が傾斜になっ
ており、車道に接近していることから、ご指摘のとおり
事故発生の危険があると判断いたしました。
　つきましては、見通しの確保のための樹木の剪定
と、自転車、歩行者の飛び出し防止のための車止め
の改修工事を行う事といたしました。車止めの改修に
つきましては工事が伴う事からしばらく時間をいただき
たいと存じます。
　今後とも多くの市民の皆様に公園を利用していたさ
きたいと考えておりますのでよろしくお願いいたしま
す。

まちづくり推進部

6月 街路灯について

　ご要望をいただき、さっそく現場調査を行いました。
その結果、ご要望どおり周辺の街路灯の灯りが届か
ないため、暗い部分があることから街路灯の設置が必
要であると判断いたしました。
　街路灯を設置することで調整いたします。ただ、付近
に電柱がないことから街路灯専用の柱を設置する必
要があり、それをどこにするか、また電線をどう引き込
むかなどを検討・協議する必要があることから、出来
るだけ早く対応いたしますが、今しばらくお時間をいた
だきたいと考えております。

都市管理部

6月 道路の補修について
　水路床版との境目に段差ができているため、段差解
消の補修をいたします。

都市管理部

内容

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

　朝、通勤時間帯の城ノ内の状況は、
大いに問題である。南方向から八幡市
駅に向かう車と北方向から南に向かう
車。それに挟まれて、児童や歩行者は
大変である。ぜひ一度、現場を視察し
ていただきたい。なお、段差のない中
途半端な歩道も困りものである。対策
として、時間的な一方通行規制が望ま
しいのではないだろうか。

　4月23日に亀岡市で事故が起こった。
子どもを守るため、通学路にガードレー
ルぐらいは市政運営で一番にすること
ではないか。特に、三本橋交差点から
大谷川までの間と八幡市役所前交差
点から川口扇ノ芝までの間にガード
レールが出来ることを切望する。

　自宅前の道路は、雤水排水処理の
側溝が未整備である。雤水が、高地か
ら低地へ流れ込んでくる。安全性の向
上、都市化された住環境の向上、水の
リサイクルなどを考えると、早期の雤水
処理側溝の整備を推進していただきた
い。

　公園の出入口と団地内の歩道出入
口が向かい合っているため、子どもが
自転車で飛び出し、車はもちろん歩行
者にもぶつかりそうになる。出入口の
ポールを自転車を乗ったまま入れない
様にしてほしい。公園を囲む植え込み
（特に出入口付近）を見通し良くリ
フォームしてほしい。

　家の周辺に街路灯がなく、暗くて困っ
ている。一度確認をしていただき、取り
付けの検討を願う。

　川口西扇地内の用水路上にある道
路が、用水路に沿って亀裂が入り道路
を横切って大きな段差となっている。早
急な道路の補修をお願いする。



P2

受付月 題名 回答要約 担当部

7月 駐車について

　男山泉の交差点は、交通量も多く、路上駐車等があ
ると、たいへん危険です。
　同交差点には、東西に銀行のＡＴＭがあり、東北に
あるＵＦＪ銀行ＡＴＭ前につきましては、以前から路上
駐車が問題となっていたため、センターライン上に赤
いポールを立て、駐車しにくくするなどの対策を講じて
います。
　また、南西にある三井住友銀行ＡＴＭ前につきまして
は、一部が枚方市道であるため、枚方市の交通対策
課へもこの度の内容を申し入れました。また、八幡警
察署に取り締まり強化を依頼するとともに、三井住友
銀行くずは支店に対しても、来訪者への注意喚起を促
すよう伝えました。

都市管理部

7月 カーブミラーについて

　水珀バス停横のカーブミラーは7月25日に修理が完
了いたしております。また、美濃山浄水場・男山東中
学校正門前のカーブミラーについては市の管理物で
はありませんが、府道敷きに建っていますので、道路
管理者である山城北土木事務所に連絡を取り対応を
申し入れました。カーブミラーについては、市内に市の
管理物だけで約1400本ございます。支柱の腐食等の
点検は専門業者に委託して年に1度の点検を行ってい
るほか、日常業務のなかで、また道路パトロールを行
うなかで、点検を行っておりますが完全に目がいきと
どかないのが実情であり、市民の皆様からの通報も大
変重要なものでございますので、今後ともよろしくお願
いいたします。

都市管理部

7月 カーブミラーについて

　山柴交差点については、見通しが悪く、事故が多発
していることは、認識をいたしております。
　そのうえで検討をいたしておりますが、ご提案いただ
いた交差点にカーブミラーを設置することについては、
信号機による規制よりミラーに頼る走行車両が増え、
事故を誘発させる懸念があることから設置は考えてお
りません。
　市が現在検討いたしております対策は、交差点に隅
切りを設置するなどして見通しのよい交差点に改良を
行うことでございます。
　そのための測量設計の予算を今年度に計上いたし
ており、現在発注の準備を進めております。
　用地買収を伴う事業とないますが、市といたしまして
交通安全のため、鋭意、事業を進めていく所存でござ
います。

都市管理部

7月
京阪のバス停につい
て

　八幡市内のバス停には、「おさ田」（北行き）の他にも
上屋（屋根）のないものがございます。バス停設置当
初に、歩道が狭かったり、隣接者の同意が得られな
かった等の理由により、設置できなかったものもありま
す。
　今後、ご指摘いただいた「おさ田」（北行き）バス停を
含め、八幡市内のバス停について調査を進め、来年
度以降、上屋の設置について検討することにしており
ます。

都市管理部

　男山泉交差点付近の不法駐車が多
く、事故につながる可能性が大。した
がって、近辺企業（特に三井住友銀行
ATM利用者が停めていることが多いた
め）への行政指導と駐車を出来なくす
る対策をお願いする。

　道路に設置されているカーブミラーが
強風により向きが変わって見えなくなっ
ている（箇所：水珀バス停横、美濃山浄
水場、東中学校横等）。パトロールを
行って見ている職員あるいは通勤途中
に見ている職員もいると思うが、いつま
でたっても放置されたままである。

　山柴の交差点について、何ヶ月か前
に東西方向の信号が黄色点滅になっ
てからは、以前にも増して交通事故が
発生している。かなり見通しが悪い交
差点なので、カーブミラーがあると安心
である。ミラーがあった方が歩行者に
とって運転者にとっても安心で、事故が
減尐すると考える。
　山柴交差点へのカーブミラー設置の
検討を要望する。

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

内容

　バス停に日よけをつけてほしい。待っ
ている間、暑い。また、雤の日も服がぬ
れ困っている。



P3

受付月 題名 回答要約 担当部

8月 男山団地について

　男山団地再生・再編については「八幡市住宅基本計
画」において、住民と公的事業者（UR都市機構）、市
等の協議の場を設置するとしております。
　その場において、まちづくりについての意見などをい
ただき、「男山地域活性化基本構想」（平成17年策定）
のキャッチフレーズである「住みたい住み続けたい男
山」の実現に向けて取り組んで参りたいと考えており
ます。
　現在、関西大学が文部科学省補助を受け、男山団
地を実地研究として、集合住宅「団地」の再編手法に
関する技術開発研究に取り組まれています。住民の
意識調査については同大学の協力を得ながら、進め
たいと考えております。その研究成果を男山地域再生
の計画策定時の参考にしたいと考えておりますので、
協議の場の創設時期については、研究の成果を踏ま
えて判断したいと考えております。

まちづくり推進部

8月 八幡木津線について

　ご指摘の道路（歩道）は京都府道八幡木津線でござ
います。管理につきましては、京都府山城北土木事務
所が行っておりますことから、頂戴しましたご意見につ
きましては京都府の担当者に伝えました。
　京都府山城北土木事務所にお聞きしたところ、当該
箇所につきましては道路全体の幅員が狭く、また、道
路面と隣接する土地の地盤高さに差があるなど、段差
等の解消が難しい路線でありますが、頂いたご意見と
同様のご意見を他所からも受けているとのことで、現
在、どの様な改修や改良が出来るかについての調査
をしているとのことでございました。
　市としましては、技術的な課題はございますが、京都
府に対しまして何とか改良が出来るよう要望を行って
いるところでございます。

まちづくり推進部

8月
河川のゴミ撤去につ
いて

　浮遊ごみについては、月1回の定期的清掃をしてい
ます。夏場の高温が続いたときは、藻の発生がみられ
るため、現場の状況により回収の期間を短くします。

都市管理部

9月 ベンチ設置について

　ご要望にありました「市役所から西扇までの道にベ
ンチを設けて欲しい」についてですが、本市におきまし
て、基本的に道路上にベンチを設けておりません。
　また、道路法によりますと、ベンチの設置基準が、
「ベンチを設置した後、歩道の幅員から路上施設及び
占用物件の幅員を減じた幅員が原則として2m以上確
保できる歩道」となっております。
　今回の対象となる道路の幅員は2.5mですが、路上
施設となる植栽桝が0.5mあり残りは2mとなり、ベンチ
が設置できないことになります。
　もし、設置するとなると用地を確保し、工事が必要と
なり費用面から大変困難でございます。
　せっかくのご要望でありますが、このような理由で設
置できかねます。
　なお、市道園内野神線については、沿道に「はるか
ぜ公園」「こおろぎ公園」の街区公園や園内地内にポ
ケットパーク（休息スポット）にベンチが設置されており
ますのでご利用いただければと考えております。

都市管理部

　6月議会で「アンケート調査」方式と思
われる「男山地域の住民に対し意識調
査を行う」ことが明らかにされた。住民
の意識調査の方法は種々あるが、仮
称「男山団地賃貸住宅居住者と行政の
対話集会」を強く要望する。
　この対話集会で出た居住者の生の声
を集約し、UR関西支社が「計画」に未
着手の段階で協議会を設置することを
切望する。

　八幡小、八幡幼稚園、スーパーへの
買い物など、八幡木津線を自転車で利
用しているが、車道を走っても白線と歩
道の間が狭く危険であり、歩道のどち
ら側を走っても子どもを乗せたりすると
子どもが跳ね上がるほどの段差もあ
る。八幡ゴルフの手前あたりでは極端
に狭くなるところもあり、走りにくく困っ
ている。段差だけでも尐なくできない
か。

　スーパーとマンションとの間に流れる
川に、漂流ゴミを滞留させるネットが設
置されているが、ネットに溜まったゴミ
の回収はほとんどされていないため、
滞留したゴミで景観が損なわれたり、
臭気が漂ったりするなど困っている。
ネットを設置した以上、定期的に巡回
し、ゴミ回収する「管理」をお願いする。

　市道園内野神線（市役所前から西扇
まで）にベンチを設けてほしい。

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

内容



P4

受付月 題名 回答要約 担当部

9月 河川の除草について

　ご要望をいただきました大谷川の除草でございます
が、施工業者の業務の都合など作業が遅れ、たいへ
んご迷惑をおかけいたしましたが8月31日に完了いた
しております。今後、この様な工程の遅れがない様に
発注者である京都府に申入れをおこないました。
　次に、街路灯についてのご要望でございますが、お
手紙をいただき現地調査を行いました。お住まいの科
手地区は、片側が木津川の堤防であり、人家の明か
りがないことから暗い感じをうけますが、街路灯の数
は、市の基準を満たして設置をされています。ただ、
一部に照度の低下している街路灯がございましたの
で器具交換を行います。
　最後に高齢者のことを考えて行政を進めてほしいと
のご要望でございますが、市政の指針となります「第4
次八幡市総合計画」でまちづくりの基本目標のひとつ
として「だれもが明るく元気に暮らせるまち」をめざすと
しており、本課におきましても道路施設のバリアフリー
化などを進めています。

都市管理部

11月
公園見守り制につい
て

　公園美化につきましては、「花いっぱいの美しいまち
づくり」の推進を目的に自治会等に対する種苗等の支
給事業「花のまちづくり事業」を行っております。さらに
市民協働の取り組みの一環としまして、自治会等の皆
様に年間を通して公園美化、清掃などの管理をお願
いしているところでございます。一方、公園施設全般
の点検、維持管理につきましては、公園施設の指定
管理者である八幡市公園施設事業団をその業務にあ
たらせております。また、個別に不具合や改善点など
お気づきの点につきましては、直接、情報提供を受
け、対処させていただいております。
　今回、公園見守り制・公園見守り人についてのご提
案をいただきましたが、公園の美化、維持管理につき
ましては今後も上記の対応を継続してまいりたいと考
えております。なお、本市施設の環境美化活動につき
ましては「美しいまちづくりまかせて！」事業（環境保
全課扱い）もございますので併せてお知らせいたしま
す。

まちづくり推進部

11月
子どもの安全につい
て

　ご指摘いただきましたように、美濃山小学校区は、
大型店舗の進出等により交通量が年々増加していま
す。
　しかし、現在幹線道路沿いには歩道が整備され、植
栽もされており、歩行者の安全面は確保されていると
考えますが、子どもの飛び出しなどによる交通事故を
防ぐためにも、学校と協力しながら、交通安全の取り
組みをより充実させていきたいと考えております。
　ゾーン30については、あらかじめ選定されたエリアの
自動車の走行速度を抑え、歩行者を優先させることに
より、交通事故の抑制を図るものですが、現在、エリア
の選定を含め八幡警察署で検討中です。
　登下校時の交通規制については、地元自治会等か
らの要望があれば、八幡警察署と随時協議いたしま
す。

都市管理部

①大谷川の除草
②街路灯をもうすこし増やしてほしい。
③高齢者のことを考えて行政を進めて
ほしい。

　公園（特に中小公園）の安全安心及
び清潔維持の為に、身近な近隣住民
が日々、ボランティアで各公園を見守っ
ていく活動の提案である。
　私は、自宅直ぐ近くの公園内の花壇
で「花いっぱい運動」をしており、これら
花壇の草取りなど日々管理をすると
いった活動をしている。
　出来れば、公園見守り制あるいは公
園見守り人に類するものがあれば、公
園内での活動がより幅広く、よりスムー
ズに出来ると思うので検討願いたい。

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

内容

　最近美濃山小学校区で、事故が増え
ている気がする。色々な商業施設がで
き、交通量が増え、大変暮らしにくく
なってきている。パトカーや救急車の音
がするたびに、下校の子ども達、時に
は自転車で遊びに出ている子ども達が
気になる。
　例えば、幹線道路にガードレールを
設ける。ゾーン30のように地域丸ごと
交通規制をかける。登下校時の交通
規制など、ぜひ視察の上、小学校と連
携しつつ、検討願いたい。
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受付月 題名 回答要約 担当部

11月 床下浸水について

　この度、今までに経験をしたことがない想定を超える
豪雤におきまして、八幡市内の各所で床上浸水、床下
浸水の被害が発生いたしました。
　お住まい付近の小金川が、たびたび溢れて道路冠
水や床下浸水の被害が発生したことへの対応策につ
きましては、今後、尐しでも減災対策ができますよう検
討を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解の
ほどよろしくお願いいたします。

都市管理部

12月
名神高速道路八幡
JCT・IC付近の竹林
について他

　現在、新名神高速道路が今まで竹やぶなど自然豊
かな地であった場所に建設され、心配されているよう
に一部自然が無くなってしまう計画となっています。道
路設置については多くの面積が必要となりますが、出
来るだけ多くの自然を残し、その残る自然を有効に活
かし、景観にも配慮した整備となるように事業者であ
るネクスコ西日本にも頂いたご意見を伝えさせていた
だきます。
　新名神高速道路開通に伴い、新たな道路計画もあり
ますので、交通渋滞対策や安全対策について、八幡
市も対応していきたいと考えています。

まちづくり推進部

1月 街路灯について

　街路灯の調査を行いました。その結果、一部の器具
の老朽化により照度が不足しているものがございまし
たので、器具交換の手配を行いました。また、道路の
片側が八幡宮の森で、民家の灯り等がないこともあ
り、暗い道路になっています。そのため、街路灯の増
設を行いたいと考えています。なお、周辺の景観に配
慮した街路灯を設置することを検討しておりますので、
今しばらくお時間をいただきたくお願いいたします。ま
た、公園灯の照度についても明るくできないか検討を
いたしております。

都市管理部

2月
軽自動車車庫証明
について

　現地調査したところ、ご指摘のとおり軽自動車の路
上駐車が見受けられました
　軽自動車の車庫証明の制度について、八幡警察署
に確認したところ、現在、軽自動車については所有権
の登録制度がないため、警察での車庫証明書の交付
は必要なく、加えて人口がおおむね10万人以下の都
市の場合は、保管場所の届け出が政令で義務付けら
れていないため、警察への届け出も必要ないとのこと
でした。また今のところ、これについての制度的な見
直しの予定もないとのことです。
　しかし、保管場所の届け出は義務付けられていなく
ても、保管場所の確保は必要となっています。
　ご指摘のように、路上駐車によって生じる危険も多く
ありますので、所管の八幡警察署の交通課にご相談
いただければ、指導等を行うと伺っております。

都市管理部

　8月14日早朝、非常に強い雤が降っ
ているのを雤音で起きて知った。玄関
を見てみると床下浸水があり靴等が浮
かんでいた。外は流水で大変なことに
なっており、横の用水路のから水があ
ふれ出ていた。用水路から水があふれ
出たのは3回目であり、先の2回は橋本
小学校北側にあった農地が宅地として
開発されてからであり、大きな池もなく
なり、雤水の流れる所が用水路のみと
なったことが要因と考える。別の用水
路をつくるなり、床下浸水が改善される
よう、強く要望する。

　名神高速道路八幡JCT・ICが着工さ
れていくにつれて美濃山荒坂付近の竹
林が、かなりのスピードで伐採されてい
く。その後、高速道路が出来た際、余っ
た場には竹林が植えられるのか心配
である。今、育っていく僕らは、この竹
林が未来僕たちの故郷の思い出の光
景であり、誇れるものである。その竹林
が日々減尐してゆくにつれ、僕らの誇
れるものが一つ失っていく。八幡市は
近代急激に美濃山・欽明台地区を中心
に成長した。それと同時に大事なもの
を残すこと、建設することを忘れてい
た。残すこと、それは美濃山の竹・景
色、建設すること、小型市民病院、小
児科、歩道の増設、交通緩和の為の
市民道、これらを今からでも遅くないの
でやりませんか。

　市役所のある表通りは比較的に明る
いのにもかかわらず、短い距離で街路
灯が設置されている。八幡市駅前から
神社前の石畳の道は、ひったくり・痴漢
注意の看板が出ているのに暗い。夜尐
し遅くなると人通りが尐なくなり、若い
女の子、お年寄り、年輩の方が安全に
自宅に帰れるように、街路灯を設置し
て明るくしてほしい。

　軽自動車を自分の家の前に置いてい
る家が多くなっている。土日になると、
近所の子どもが自転車で走り回ること
が多く、置いてある自動車で視界も悪く
追突しないか心配である。八幡市は軽
自動車の車庫証明が不要なので、
堂々と道路に置く家が多くなってきてい
るように感じる。車庫証明を取得しなけ
ればいけないように義務付けてほし
い。

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

内容
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3月
コミュニティバスにつ
いて

　「市役所庁舎前」バス停は、橋本東山本行きと市民
体育館行きの共通の停留所となっており、発着時間も
毎時02分、04分と近いため、遅れ等が生じると、発着
が入れ替わってしまうことがあります。現在、車両前方
の表示や、車内放送で行き先をお知らせしています
が、視力が低下されている方や、高齢者の方などに
とっては分かりづらいこともあると思われます。
　ご要望いただいた、行き先表示の色を変えることに
ついては、車両の機能上、難しいのですが、乗務員マ
イクによるアナウンスについては、コミュニティバス運
行委託先の京阪バス㈱に指導したところ、「すぐに実
施します」とのことでした。

都市管理部

3月 交通等について

　ご指摘いただきましたように、美濃山欽明台地域
は、大型店舗の進出等により交通量が年々増加して
います。マンション前の道路は、2車線の道路でホーム
センター等への進入、退出路となっており、時間帯に
よっては、交通量が多く、スピードを出した車もありま
す。しかし、歩道が整備されており、歩行者と車両の
分離が出来ているため、安全面につきましては一定
の確保がなされています。八幡署交通課と協議を行
いましたが、時速30kmの交通規制による車両の進入
抑制につきましては、効果が薄いとの事でした。しか
し、子どもの飛び出しなどによる交通事故防止のため
には、学校と協力しながら、交通安全の取り組みを充
実させていきたいと考えています。
　次に、第二京阪道路橋梁部の照明につきましては、
管理者である国土交通省に確認をしたところ、節電を
目的に間引き照明を行っているとの事でありました。
いただきましたご意見は管理者に伝えましたが、ご理
解いただきます様よろしくお願いいたします。

都市管理部

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

内容

　①欽明台地域では、スピードを出して
走行する車が多くなってきた。ホームセ
ンター等へ行く車が増え、マンション前
の道では、土日は渋滞である。子ども
達の安全のためにも、速度規制を
30km等にして車があまり通行しないよ
うにすればどうか。
　②第二京阪道路の橋付近の電球が
切れたままであり、暗いので交換して
ほしい。

　市役所前のバス停ですが、時刻が02
分、04分着の橋本行と体育館行があ
り、同時に来ることや後先になることが
あり、どちら方面かがわからないことが
ある。
　視力低下のため、行き先がはっきり
見えず困っている。バスの行き先表示
の色をかえるとか運転手の方にマイク
で行き先を言ってもらうかの工夫をして
いただきたい。


