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受付月 題名 回答要約 担当部

4月 公園の不足について

　五区地区の公園は、まつむし公園をはじめ、
6公園が配置されており、当地区の公園は充
足していると考えております。
　申し出をいただいておりますベンチなどを
作っていただき設置する事につきましては、申
し訳ありませんがご遠慮いただいております。
これは、残念ながら事故が発生した場合の対
応や責任などを考慮し、市で設置をすることと
していることによるものです。なお、ベンチなど
の新設は、区を通して要望をいただければ検
討させていただきます。

まちづくり推進部

5月
さくら公園の駐車場につ
いて

　さくら公園駐車場の開場時間は、午前9時か
ら午後5時でございます。本駐車場は、さくら
公園付随の駐車場である旨の啓発は行って
おりますが、近傍に老人施設や教育施設もあ
りますことから、さまざまな方々がご利用にな
られているのではないかと考えております。
　また、曜日や時間帯、季節などにより利用が
集中している場合も見受けられますが、限ら
れた駐車スペースでありますのでモラルを
持ってご利用いただきたいと考えているところ
でございます。
　駐車場の利用につきまして、ご不便をおか
けする場合もあるかと存じますが、ご理解、ご
協力いただきますようよろしくお願い申し上げ
ます。

まちづくり推進部

5月
男山地域再生施策の見
直しについて

　いただきましたご要望につきましては、基本
的には、現在、検討している段階でありますの
で、今後の参考とさせていただきます。
　なお、「男山地域活性化構想」は、第4次八
幡市総合計画を検討する前段階で、市民の
皆さんが建て替えを前提として検討されたも
のであり、その後の状況変化を踏まえて、今
回、男山地域再生基本計画を策定しようとす
るものです。
　計画の進捗状況につきましては、行財政改
革実施計画と八幡市総合計画は公表しており
ます。

まちづくり推進部

10月 歩道について

　ご指摘いただきました9月24日の事故現場
は、府道八幡木津線上にあります。
　そこで、道路を管理する京都府にご指摘の
点を確認しましたところ、「車両が突っ込んだ
現場は、直線区間でマウンドアップされた歩道
があり、さらに歩道上に横断防止柵も設置さ
れているため、危険個所という認識はなく、ま
た、直線区間で20cmのマウンドアップされて
いる歩道に、ガードレールを設置することは通
常はしていません。なお、この現場の事故に
ついては、危険な運転による想定外の事故で
あり、非常に稀なケースと捉えており、京都府
道路交通環境安全推進連絡会の重大事故対
策部会による事故後の調査でも、原状回復が
妥当であると判断された」とのことでございま
した。
　今回の事故は、運転者の無謀な運転により
発生したものであり、もし、ガードレールが設
置されていたとしても、今回の暴走車の猛ス
ピードに耐えられるかどうかは疑問で、被害が
今回程度のものより軽減されていたとは判断
できないことから、市といたしましても、今後と
も国の防護柵設置基準に基づいて判断してま
いりたいと考えております。

都市管理部

　9月24日に発生した交通事故をうけ、
設置されている柵は、歩行者が車道に
出るのを防ぐための物であって、歩道に
車の進入を防ぐだけの強度がないこと
が明らかである。府道か市道か分から
ないが、市道なら早急にガードレールに
改修するか、府道なら京都府に要望して
ほしい。

　さくら公園の駐車場スペースは、動物
園と八寿園の両方のものであるのに、9
時に動物園に行っても毎回車を止める
ことができない。何とかしてほしい。

　①若い世代を呼び込むため病児保育
の実施される医療機関への施設改修助
成の実施と一定期間家賃補助の検討に
ついて②若い世代を呼び込み更に定住
化を促進する「男山地域再生基本計画」
の策定について③高まる介護ニーズへ
の対応として団地内またはその周辺に
高齢者施設の設置について④団地内全
域でのコミュニティについて⑤男山団地
住民の声を反映した再生のための施策
について

　川口西扇から市役所までに公園が一
箇所しかない。また、公園のベンチをボ
ランティアでつくりたい。

内容

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について
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受付月 題名 回答要約 担当部

10月 道路溝蓋について

　平成24年10月頃にグレーチング蓋のガタつ
きによる騒音や蓋がずれることで生じる隙間
による危険を解消するために、市でグレーチ
ング蓋を溶接いたしました。
　側溝の底が破損している箇所の補修やグ
レーチング蓋の溶接切断については、自治会
のブロック長に相談させていただき、近隣住民
の方々のご意見をお聞きしたうえで自治会を
通じて対応させていただきます。

都市管理部

10月 道路側溝について

　平成24年10月頃にグレーチング蓋のガタつ
きによる騒音や蓋がずれることで生じる隙間
による危険を解消するために、市でグレーチ
ング蓋を溶接いたしました。
　側溝の底が破損している箇所の補修やグ
レーチング蓋の溶接切断については、自治会
のブロック長に相談させていただき、近隣住民
の方々のご意見をお聞きしたうえで自治会を
通じて対応させていただきます。

都市管理部

10月
コミュニティバスについ
て

　現在、戸津地区には西戸津、戸津の2ヶ所の
バス停がございますが、西戸津には毎時、お
おむね1、2便、戸津には、早朝の2便が停車
するのみで、昼間、戸津地区の東部は、最寄
りに西戸津までは、かなり距離のある地域で
あると認識しております。
　しかしながら、現行のコミュニティバスやわた
は、バス車両2台によりバス空白地と公共施
設、医療施設等を結ぶ効率的なルートを運行
しており、現段階では、ルート変更は、費用面
からも非常に困難であると考えております。
　なお、ご利用いただけます西戸津発の路線
バスは、路線の道路状況を踏まえて、中型の
ワンステップバス（階段一段で乗り降りができ
るバス）が運行しておりますが、バス事業者の
京阪バス（株）に申し入れし、シルバーカーの
利用者等の乗降の際には、注意を払う旨の回
答をいただきました。市といたしましては、今
後もより良い公共交通について検討を続けて
まいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお
願い申し上げます。

都市管理部

　高齢者で足が不自由なためシルバー
カーを使用している。バスの乗り降りが
大変で、料金場所は狭く、大変である。
コミュニティバスは車高が低いと聞いて
いるので、戸津にも通行してほしい。

　八幡園内地内の道路側溝のグレーチ
ングが全て溶接されており、掃除が出来
ない。溶接を外してほしい。また、底辺コ
ンクリートに穴があるので、ふさいでほし
い。

　八幡園内地内の道路溝蓋が溶接固定
した為に、これまでに実施していた溝掃
除ができず、草木が生え、溝の勾配もな
い為に水が流れにくくなっている。車の
通行時の蓋のガタつき音に対する処置
とのことであるが、1～2個の溝蓋のガタ
つきを直せばよいものを全て固定する
必要はない。
　ガタつきの無い溝蓋の溶接を大至急
取り除いていただきたい。

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

内容
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受付月 題名 回答要約 担当部

10月 道路脇の草木について

　ご要望をいただきました道路脇の草木でご
ざいますが、通行者の安全確保のため除草、
清掃を行いました。また、道路周辺の整備に
ついては、今後も維持管理を行ってまいりた
いと思います。
　次に街路灯が1つも無いために不法投棄が
多いというご意見でございますが、街路灯は
道路照明として夜間の交通安全の確保や防
犯灯的な目的のために設置しております。街
路灯の設置数は年々増加していることから維
持管理費も増大しています。街路灯を設置し
ても付近に住宅がなく、夜間の人どおりが尐
ないため、不法投棄抑制の効果が期待できな
いと思われ、設置は考えておりません。不法
投棄抑制の対策として啓発看板を設置させて
いただきます。

都市管理部

11月 まつむし公園について

　バスケットゴールネットは、修繕設置を行い
ます。
　次に、公園の水はけにつきましては、雤後に
確認を行いましたが通常程度の排水状態で
はないかと判断しております。
　最後に、バスケットゴール周辺のコンクリート
床化につきましては、実施にともない砂による
スリップ事故が危惧されること、また、ドリブル
による騒音も予想されることなどから、コンク
リート床にすることはできません。

まちづくり推進部

11月 まつむし公園について

　バスケットゴールネットは、修繕設置を行い
ます。
　次に、公園の水はけにつきましては、雤後に
確認を行いましたが通常程度の排水状態で
はないかと判断しております。
　最後にバスケットゴール周辺のコンクリート
床化につきましては、実施にともない砂による
スリップ事故が危惧されること、また、ドリブル
による騒音も予想されることなどから、コンク
リート床、ラインの設置をすることはできませ
ん。

まちづくり推進部

11月 まつむし公園について

　ご意見をいただいた、バスケットゴールの破
損につきましては、改めて点検を行いました
が、破損は確認できませんでした。
　また、公園の水はけにつきましては、雤後に
確認を行いましたが通常程度の排水状態で
はないかと判断しております。

まちづくり推進部

　バスケットゴールのネットがないので、
つけてほしい。
　グランウンドは水はけが悪いのでバス
ケットコート半分でもコンクリートにしてほ
しい。

　バスケットゴールのネットがないので、
つけてほしい。
　グランウンドは水はけが悪いのでバス
ケットコート半分でもコンクリートにしてほ
しい。

　バスケットゴールのネットがないので、
つけてほしい。
　グランウンドは水はけが悪いのでバス
ケットコート半分でもコンクリートにしてほ
しい。

　男山車庫裏の道が、草木が伸び放題
であり、道路まではみ出している。不法
投棄もすごく多い。車で通行する際、歩
いている人を避けようとすると、はみ出し
た草木で車がこすれる。何とか整備して
ほしい。街路灯が一つもないのも不法投
棄が多い原因だと思う。一度現状を確
認してもらいたい。

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

内容
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受付月 題名 回答要約 担当部

12月 通学路について

　ご指摘の南山小学校区の通学路は、住宅地
の中が多く、道路幅等の関係から歩道等の環
境整備が、なかなか難しいと考えております。
　しかしながら、歩道の部分を緑で色分けする
ことや、路側線の引き直し等、車を運転する方
へ、歩道の認識を高める対策や、地域の方々
のご協力を得て、見守り活動にご協力いただ
く等、子ども達の安全を守る活動にも力を入
れていただいております。
　特に、市道土井南山線の複雑な交差点で
は、交通指導員の配置により、一定の安全を
確保しておりますが、通学時間帯に通る児童
も多いため、来年度、子ども達が安全に渡る
ための待機場所を拡幅する予定としておりま
す。
　できましたら、子ども達の見守り活動等、子
ども達を事故から守る活動に参加していただ
ければ幸いです。

教育部

12月 バス停について

　おさ田（北行き）のバス停につきましては、利
用者の利便性等を考え、新たな設置基準に基
づき、上屋を設置する方向で検討を進めてお
ります。
　しかし、隣接地権者との協議が必要であるこ
とや、市の予算上の問題から、今年度の設置
が難しく、来年度以降に上屋を設置していきた
いと考えておりますので、今しばらくご不便を
おかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願
い申し上げます。

都市管理部

1月 道路の舗装について

　私どもの管理施設においてご迷惑をおかけ
して申し訳ございません。
　ご指摘の箇所については、確認いたしました
ところ舗装のたわみがあるため、できるだけ早
く舗装の補修工事をいたしますのでご理解の
程よろしくお願いいたします。
　他の危険個所につきましても確認し、対応し
てまいります。

都市管理部

1月 街路灯について

　ご要望をいただきまして調査を行いましたと
ころ、個人所有の木であり、承諾なく木を切る
ことができません。承諾を得ましたら街路灯の
照度を確保できる範囲で剪定を行いますの
で、今しばらくお時間をいただきますようお願
いいたします。

都市管理部

　バス停名はわからないが、男山吉井
のバス停前（お店側）の路面が異常にで
こぼこしている。
　できれば早急に平らにしていただきた
い。また、他にもこのような場所がない
か、点検していただきたい。

　男山金振地内の街路灯が、木で隠れ
ていて全く機能していない。木を切って
ほしい。

　バス停にひさしをつけてほしい。

　9月の痛ましい事故から通学路の安全
性は保たれているか。
　南山小学校の通学路は、自転車、歩
行者が入り乱れ車道にまで出ている。
事故が起きないことを祈る。

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

内容
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受付月 題名 回答要約 担当部

2月 市民プールについて

　さつき市民プールは、昭和50年に開設され、
経年による老朽化が進行したことから平成13
年度に「八幡市民プール検討懇談会」にて以
後のプールのあり方などについての検討を行
い、提言をうけた経過がございます。
　この提言によると、温水プール（屋内プー
ル）を希望する意見もあるが、現状のプールを
リニューアルし再開すべきという結論に至り、
プールの補修、改修を施し現在に至っており
ます。
　温水プール設置に向けたご希望があること
は認識しておりますが、残念ながら現在の財
政状況及び費用を考えますと、温水プールの
設置は不可能と判断しております。

まちづくり推進部

2月 道路について

　ご意見いただきました道路両脇の白線の件
につきましては、京田辺市側の民間開発工事
で部分的には白線を引き直したため、それに
より北側の京田辺市道の一部と八幡市道の
白線のすり減り状況が目立った状態となって
いるものです。八幡市域につきましては来年
度に白線の引き直しを行います。
　また、歩道の安全対策につきましては、自転
車は車道の左側走行が基本ですが、ご指摘
の歩道は地元の要望を受け、京都府公安委
員会が自転車も通行できる歩道と指摘されて
います。自転車が歩道を通行するときは、車
道寄りの部分をすぐに止まれる速度で通行し
なければなりません。自転車利用者の交通
ルールの周知とマナー向上のため、八幡警察
署や学校などと協力して啓発活動を行ってお
りますが、さらに事故防止やマナー向上に努
めてまいります。

都市管理部

3月 街路灯について

　ご要望いただきました街路灯のLED照明化
につきまして、平成26年4月以降、交換が必要
である古くなった蛍光灯器具（20W・32W）より
順次、LED照明器具への切り替えを行うことと
しております。

都市管理部

　私は八幡市と枚方市との境に住んで
いるが夜は非常に暗い。先日枚方市に
行くと街灯がLED電球で非常に明るかっ
た。
街灯をLED電球に早く替えて犯罪のない
まちにしてほしい。

　八幡市の近隣市（京田辺市、枚方市、
交野市）においては、市民のための室内
プールがあり、子どもからお年寄りまで
プールを通して健康づくりに取り組んで
いる。八幡市では、さつき市民プールが
夏季の1ヶ月間しか開放されていない。
ぜひ室内プールの建設をお願いしたい。

　松井山手北跨道橋の京田辺と松井山
手の境界の所で道路両脇の白線が松
井山手側では消えている。なぜ途中で
白線がなくなるのか。利用者の安全を考
えてしっかり対応してほしい。
　また、あかねヶ丘バス停付近から北に
向かって歩道を歩いていると、後ろから
猛スピードの自転車が走り去り、もう尐
しでぶつかるところであった。歩道を安
全に歩けるように対策を考えてほしい。

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

内容


