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受付月 題名 回答要約 担当部

4月
日曜日の公民館使
用について

　公民館は現在、日曜日、祝日及び年末年始につて
は、原則休館としております。これは、職員の休養、設
備の定期点検等のために設けているものであります。
ただし、休館日でありましても、登録サークル以外でこ
れから社会教育活動を始めたいとされる場合につい
ては条例施行規則で午前9時から午後5時の間は使
用が可能であり、申請があれば使用いただいておりま
す。また、規則に明確な定めはありませんが、大会等
の直前に練習をされるなどの場合は、同様の時間に
使用いただいております。このように、一律的な使用
制限はせずにできるだけ幅を持たせた運用に努めて
おりますが、定期的な活動に対して使用を認めるまで
には至っておりませんのでご理解いただきますようお
願い申し上げます。
　今後も公民館をご利用いただきます市民の皆さまの
ご意見やご要望をしっかり踏まえさせていただき、課
題の検討を行いながら、館の運営を進めてまいりま
す。

教育部

4月
さくら公園ライトアッ
プについて

　さくら近隣公園における夜間の提灯点灯は、昨年3
月に発生しました東日本大震災の影響などから中止
をしておりましたが、今年、再開したものでございま
す。この時期の桜の開花に合わせて、公園内園路沿
いに提灯を配置し、市民の皆さまに夜桜の雰囲気を
楽しんでいただこうとしているものでございます。
　設置しております提灯には、いわゆるライトアップが
できるまでの能力を有していないことから、残念ながら
桜を十分に照らすことはできません。
　一方、さくら近隣公園南西側において、今年から
NPOによる本格的な桜のライトアップを試みているとこ
ろでございます。
　今後とも一人でも多くの方に桜を楽しんでいただける
よう心掛けておりますので、ご理解、ご協力をいただき
ますようよろしくお願いいたします。

まちづくり推進部

6月
「市民行政参画」の
全面的見直しについ
て

　市民公募委員につきましては、市政への市民参画を
進めるため、国及び他の地方公共団体の状況を参考
として、「審議会等市民公募委員選任及び公開に関す
る指針」を平成19年10月に策定し、取り組んでいると
ころです。
　年齢につきましては、70歳未満と規定しましたが、70
歳以上の高齢者が増加している状況などをふまえ、
平成22年2月に5歳引き上げて75歳とし、現在に至って
いるところです。
　募集人数につきましては、委員総数の2割以上と規
定しており、概ね規定に見合う募集を行ってきておりま
す。
　開催時間帯につきましては、指針において規定はし
ておりませんが、これまでから各種審議会が昼間開催
であったことによるものです。
　現時点において、年齢制限など指針の見直しの予
定はありませんが、検討につきましては継続して行っ
ているところです。市民参画、市民協働は市政全般の
基本と考えており、今回、提案いただきました内容に
つきましては、見直しの際に検討させていただきます。

政策推進部

6月 タバコについて

　市では、「八幡市美しいまちづくりに関する条例」に
基づき、市民の皆さんと共に、きれいなまちづくりを進
めています。
　タバコの吸殻や空き缶などのポイ捨ては禁止されて
いますが、歩行喫煙は禁止ではありません。
　しかし、全国的には歩行喫煙で、他の人にタバコが
触れて火傷をさせ、事件となった事例が発生しており
ます。このような状況を踏まえて、サインボードを設置
するなど喫煙者のマナーやモラルの向上を図ります。
　特に、人通りの多い駅前などでは、「歩行喫煙をしな
いよう」に街頭啓発等を積極的に取り組んでいきたい
と考えます。

環境経済部

内容

　吹奏楽団を結成し、男山公民館で毎
週木曜日の夜に練習している。今まで
は、月に１、２回日曜日に公民館をお
借りして練習してきたが、最近は使え
なくなった。団員は、仕事現役世代であ
り、木曜日の夜では練習に参加ができ
ない。日曜日の公民館が使用できるよ
う願う。

　今年は、さくら公園のライトアップが復
活した。待ちかねた市民の方も多いと
思う。私も楽しみにしていたが、残念な
がら薄暗くて全く桜が映えない。節電と
のバランスを図っているのだろうか。そ
れとも単に技術的な問題なのか。中途
半端なことはかえって無駄遣いとなる。
一考願う。

「市政運営・その他」について

　「市民参画型市政」を目指し市民参画
が拡充されてきたことは評価されるが、
各種委員会、協議会、審議会にワーク
ショップにいたるまで参画資格が「75歳
未満」と年齢制限があることに問題が
ある。
　老若男女を問わず広く市民の行政参
画を推進し、その成果をより充実させる
ため、「年齢制限」と「募集人数」「委員
会等の開催日時」等の全面的見直しを
求める。

　京阪橋本駅周辺（改札近く）で、朝、
大勢の方がタバコを吸っており、喫煙
コーナーのようになっている。その前に
は、保育所があり、園児にも影響があ
りそうだ。
　駅までの道も歩きながらタバコを吸っ
ている。八幡市は、路上喫煙禁止など
にはならないのか。どうか検討願いた
い。
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6月 職員について

　頂戴いたしました文面から、市役所に来られた時の
職員の仕事ぶりや態度に不快な思いをされているご
様子が伺え、大変申し訳なく存じております。
　常々市役所は市民のためにあり、市民の役に立つ
場所でなければならないと考えており、市民の皆さま
への親切な接し方や日々の仕事に対する真摯な態度
に心がけるよう研修などに取り組んでいるところです。
　しかしながら、この度、ご意見いただきましたように、
市民の皆さまの目からするとまだまだ改善されていな
いという厳しいご指摘がございます。現状の改革への
取り組みに満足することなく、市民の皆さまに納得して
いただけるよう一層努力しなければならないと痛感し
ております。

総務部

7月
ボランティア活動の
拠点について

　廃校になっている教室の今後の使用につきまして、
現在、旧八幡東小学校を改修し、施設の一部をボラン
ティア活動の拠点といたします。
　市といたしましては、その施設を多くのボランティア
グループにご活用していただきたく、ひとつのグループ
の拠点ではなく、ボランティア全体の拠点として考えて
おります。そのことから、使用される場合は日程などの
調整が必要となりますが、施設の改修が整った時点
で、ご活用していただければと考えております。

福祉部

9月
文化センター調理室
の衛生管理について

　日頃は、公民館等公共施設を積極的にご利用いた
だいておりますことに厚くお礼申し上げます。また、こ
の度は施設の改修工事に伴い、大変ご不便をおかけ
します。
　文化センター調理室の冷蔵庫設置状況についてで
すが、開館当初からセンター備品としての冷蔵庫は設
置しておりません。
　これは、調理室使用後に食材の放置等があった場
合、無断で廃棄処分ができず衛生管理が難しい。ま
た、市内の公民館に同種の施設があり開館当初から
利用度が低いなどの理由によるものです。
　ただ、ご指摘のように、調理によって、傷みやすい食
材を使用する場合や調理の過程で冷蔵庫を使用する
場合もあることは理解しております。
　現在も文化センターの備品としての冷蔵庫は設置し
ておりませんが、以前から市の事業の関係で、健康推
進課が管理をしております。この冷蔵庫につきまして
は、健康推進課が管理をしておりますが、市の管理備
品でもありますので、調理室を利用される場合、必要
に応じて使用していただけるものであります。
　容量、機能面において十分でないところもあると思い
ますが、文化センター調理室の設置備品としてご使用
いただければ幸いでございます。

教育部

　仕事時間中にお茶を飲んだり、ガム
を噛んでいる。何と気楽な給料ドロ
ボーなのか。

内容

「市政運営・その他」について

　ボランティア活動15年弱、日々協力
参加し今日に至っている。ボランティア
の拠点がなく常々あればいいなと思っ
ている。
　廃校になっている教室の使用は今後
どのようになるのか。可能であれば一
つのグループの拠点として使わせてい
ただきたい。

　文化センター調理室を開設時から利
用している。最初の頃は冷蔵庫があっ
たように思うが、現在はない。利用する
たびに使用料も払っているのに冷蔵庫
がなぜないのか不思議に思っていた。
衛生管理の観点から冷蔵庫の設置を
お願いする。
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9月 職員について

　頂戴いたしました文面から、市役所に来られた時の
職員の勤務態度に不快な思いをされているご様子が
伺え、大変申し訳なく存じております。
　ご指摘がございましたように、勤務中にガムを噛むと
いう行為は容認できるものではありません。これまで
からも機会あるごとに指導はしてきておりますが、再
度、ガムに限らず、食べ物を口にしての勤務はしない
よう、各所属長を通じまして職員指導をしてまいりま
す。
　併せてご指摘いただきました机上のコップやペットボ
トルでございますが、庁舎スペースの関係で、職員が
湯茶を飲むための専用の場所が確保できていない状
況にあり、各自の机で飲むことは別段規制していおり
ません。特に、夏季におきましては、省エネルギーを
進めるためエアコンの設定温度を高くしており、各職
員の執務場所は３０度を超える状態となっております
こともあり、健康面からも適宜、水分を補給することは
必要と考えております。しかし、窓口に来客がある場
合などは飲むのを控えるなど、節度をもち、市民の皆
さまに不快感を与えることのないよう、このことにつき
ましても各所属長を通じまして職員指導をしてまいりま
す。

総務部

10月
納入口座振込制度
について

　市税の口座振替につきましては、八幡市市税等の
口座振替事務の規定により各期の納期限の日に口座
から引き落とすことになっております。
　このため月初めや月半ばの引き落としはできませ
ん。貴重なご意見をいただいたところですが、ご理解
いただきますようお願いいたします。

市民部

10月
市民課の窓口につい
て

　市民課窓口におきまして、現在は証明書を名前と番
号を呼び交付しており、聴覚に障がいをもつ方々には
ご不便をおかけいたしております。
　現在交付の際に目視にてわかる番号案内表示機等
の設置を検討しておりますので設置に向けて努めてま
いります。

市民部

10月 石碑について

　ご指摘の石碑は、昭和61年7月に建立したもので、
現地を確認させていただきましたところ、長年の雨風
により文字が彫り込まれた箇所に塗られている白色の
塗料が剥がれ落ちている部分や、泥が詰まって見え
にくくなっている部分があることを確認いたしました。
　つきましては、専門業者と協議のうえ、文字が見え
やすい状態に修復したいと考えております。
　今後も展望台でのひと時を楽しんでいただければ幸
いでございます。

環境経済部

　役所内の人間（職員の志）
　①ガムは食べるべからず
　②お茶やペットボトルを机に持ち込ま
ないように（昼食以外の時間）
　何十年と言ってきたが、全く同じ。直
していただきたい。

「市政運営・その他」について

内容

　市民税納入口座振込制度を利用して
いるが、引き落としが月末の為、他の
機関の引き落としがは早い為、残高不
足になり、数年間引き落としされなかっ
た。
　八幡市も他の機関に負けないように
早くしていただきたい。折角の制度が
機能していない。改善をお願いする。

　市民課窓口において、受付番号の案
内を受けても難聴者は分かりにくいの
で、交付場所の後部壁面にでも番号表
示をしてもらえると有り難い。

　石清水八幡宮の展望台にある谷崎
潤一郎の石碑に刻まれた歌詩が見え
にくいので、よく見えるよう検討願いた
い。
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11月
コンサートのリクエス
ト

　ホール等で開催されるイベントについては、文化セン
ターの管理及び運営を委託している公益財団法人や
わた市民文化事業団あるいは八幡市文化協会により
企画、開催されております。
　本年11月22日に開催されましたロビーコンサートに
つきましても、公益財団法人やわた市民文化事業団
が、多くの方にクラッシック音楽を身近に感じていただ
こうと企画したものでございます。
　いただきましたリクエストは、市民の方からの貴重な
ご意見として、公益財団法人やわた市民文化事業団
及び八幡市文化協会に伝えさせていただきます。

教育部

11月 自動発給機について

　自動発給機による住民票等の交付につきましては、
いつでも証明がうけとれ便利であると認識しておりま
すが、費用対効果や需要などを踏まえ検討いたしまし
た結果、現在のところ導入に至っておりません。
　しかし、今後は国においてマイナンバー制度が検討
されており、市といたしましては、その動向を見極めな
がら、市民の皆様の便利性に対応できるよう調査研
究してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理
解いただきますようお願いいたします。

市民部

12月
観光案内所展示棟
について

　航海記念塔についてですが、ご指摘の通り神応寺付
近にございます。
　しかし、地図のスペースの関係により、木津川上に
名称を配置し、本来の位置に描いたイラスト上に黒点
を印し、線で結ぶことにより表記させていただいており
ますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

環境経済部

12月 職員について

　来庁者用駐輪場で市のマーク入りの作業服を着た
者が大型自動二輪の作業をしていたとのご指摘でご
ざいました。市のマークが入った作業服を着用してい
ることから市職員であると思われますが、どのような作
業をしていたのか、それが公務だったのか私的なこと
だったのか、私的なことであれば勤務時間中であった
のか勤務時間外であったのか特定することができま
せんでした。勤務時間中であれば職員は職務に専念
する義務を負っており、私的なことに時間を費やして
いる状況があれば、大変遺憾なことと受け止めており
ます。なお、正職員や嘱託員、臨時職員などの雇用形
態の違いや職種などによりまして勤務時間が異なる
者もおりますので、市民の皆様に誤解を与えるような
ことのないようにしてまいりたいと考えております。ま
た、通勤用の自転車、バイク、自動車については来庁
者用駐輪場や来庁者用駐車場には、駐輪、駐車しな
いよう、今後も指導してまいります。

総務部

2月
市役所庁舎内トイレ
について

　ご指摘のありました「トイレの臭気、汚れの問題」に
ついてですが、以前より床排水溝へ水を注入し閉鎖等
を行い、臭気の改善を図ってきました。今後は、トイレ
の換気扇を土日も運転することにより、更なる改善を
図ります。
　床の汚れにつきましては、清掃業者への指導を徹底
します。
　また、平成25年度予定の洋式トイレ・ウォシュレット
化にあわせトイレ床面の改善も検討します。

総務部

　11月22日にホールコンサートをされ
た松本茜さん（ピアニスト）によるモー
ツァルトのピアノコンチェルトを是非企
画してほしい。

　城陽市の様に住民票等の自動発給
機があれば便利かと思う。

「市政運営・その他」について

内容

　展示棟の地図に八幡市の名所が表
示されているが、航海記念塔の表示場
所がおかしいと思う。
　地図上では八幡市駅の上方木津川
のあたりとなっているが、実際は八幡
市駅の下方神応寺の近くにあると思
う。

　市民用の駐輪場にうすい緑色八幡市
のマーク入り作業服を着た人が3人。
大型自動二輪の作業をしていますが
何をしているのか。時々市役所に行くと
2、3台ある。職員用の駐輪場があるの
に・・・。勤務時間中の管理は。

　庁舎内1階のトイレが大変くさい。いく
ら財政難とは言え、削ってはいけない
と思う。
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2月
市民図書館予約シス
テムについて

　ご指摘の今回の事象につきましては、既に手続きを
行っていただきましたとおりの状況でありました。図書
館では以前より、本事象についての呼びかけを館内
掲示・チラシ等で行ってまいりましたが、周知頻度や方
法が不十分であったと反省しております。今後は、個
別の対応の強化・徹底を図るための職員研修と定期
的な館内掲示、図書館ホームページの活用で、同様
のご心配をおかけしないよう努めてまいります。

教育部

3月
確定申告受付担当
者について

　この度は、不快な思いをさせてしまい、ご迷惑をおか
けしましたことに深くお詫び申し上げます。
　いただきました貴重なご意見・ご指摘をもとに、市役
所にお越しくださる市民の方の対応等について課内会
議を行い、注意するとともに研修を実施いたしました。
　窓口に来られた方への挨拶、親切な対応等の接客
については、初心をとりもどす契機として、徹底してま
いりたいと存じます。
　今後は、よりよい窓口対応に努めてまいる所存でご
ざいますので、ご理解を賜りますようお願いいたしま
す。

市民部

「市政運営・その他」について

内容

　先日、初めて確定申告を行った。文
化センターで手続きをしたが、職員の
態度がひどかった。
　①挨拶はしない。こちらから挨拶する
と、聞こえるか聞こえないかの声で無
愛想に挨拶あり。②順番待ちの用紙に
チェックを入れる際、書き終わるとボー
ルペンを机の上に投げるように置く。③
相談の終わった方が、わからない点が
あったようで、再度相談を申し込んだ
際、あからさまに、うっとうしそうな態度
をしていた。
　自分への態度ではなかったが、とて
も不快だった。

　市民図書館の予約システム（予約し
た図書が来ると携帯電話にメール通知
があり、指定した地区の図書館まで取
りに行くシステム）について、今まで携
帯電話に来ていたメールが届かなく
なった。一ヶ月ほど前、その旨、八幡市
民図書館の受付の方に伝え、確認を
依頼した。しかし、20日に再度図書館
からメール通知があったが、携帯電話
ではなく自宅PCにだけしか通知がな
かった。一ヶ月前にも確認を依頼した
が、再度その旨八幡市民図書館で確
認をとると、auの携帯電話には届かな
いとの返答であった。以前より起こって
いる不具合が一向に改善されず、いつ
直るのかも判らないようである。もし、
直ぐに改善出来ないのであれば、ホー
ムページ上に届かない旨掲載すれば
いいのではないか。不具合は仕方がな
い、それを一向に改善する様子もなく
責任回避しているように思う。直ぐに改
善されるよう希望する。


