
受付月 題名 回答要約 担当部

4月
カーブミラーの設置の
要望等について

　カーブミラーの設置につきましては、自治会
を通じて要望していただき、個別に対応してお
りますが、早速担当課（道路河川課）に指示し
現地を確認させました。結果は、交通量や道
路幅員、道路勾配等の関係から設置するまで
には至らないとのことでした。
　しかし、出会い頭等の事故も想定されますこ
とから、今年度に安全対策の検討を致しま
す。
　また、制限速度につきましては、橋本小学校
西南地区は、平成３０年１月から「ゾーン３０」
としてエリア全体の速度制限を時速３０キロ
メートルとされております。交通規制を行う八
幡警察署より確認を行ったところ、時速３０キ
ロメートル以下とする速度規制は困難である
とのことでした。

都市整備部

4月 河川の汚れについて

　ご指摘の河川は「旧大谷川」との名をつけて
おり、八幡市管理の河川です。
　河川の維持管理におきましては、河川のパ
トロールを定期的に行い、河川内の堆積した
土の除去や除草を必要に応じ行っておりま
す。
　清潔な状態を絶えず保つのは難しく、八幡
市市域に流れる河川の特徴である河川の流
下勾配がゆるやかであるため、常時の河川の
流れは滞留に近い状況でございます。
　河川に限らず道路等を美しい状態に保つた
めには、市民一人ひとりの心がけによる面が
少なからずあります。市といたしましても、限り
ある予算の中で、できる限りの美化活動、清
掃を行って参ります。

都市整備部

5月 交通事故対策について

　ご指摘の交通事故におきましては、大変痛
ましく思うと同時に、八幡市におきましても、安
全対策の重要性を改めて認識したところでご
ざいます。
　八幡市でも平成２５年の９月に車の暴走事
故があり、児童１名が重傷を負う事故があり
ました。この場合は、防護柵がジャンプ台の役
割を果たして児童の上を通過する状況とな
り、児童の頭をかすめたものでした。これが、
ガードレールで防げたかは機能面から何とも
言えないと当時担当から聞いたところです。
　ガードレール、防護柵の設置につきまして
は、その設置基準があり、車両の走行速度が
速い区間や見通しの良くない曲線区間など
で、必要に応じ設置するものとなっておりま
す。
　今回ご指摘の箇所につきましては、危険個
所の調査・対策を行う八幡市通学路安全対策
連絡会で、通学路の安全対策について合同
点検を実施している箇所でもあります。交差
点部の安全確保の検討や配慮は行っており
ますが、交差点の四隅に防護柵等を取り付け
ることは運転手から歩道内の子供などの存在
が分かりにくくなること、また、横断歩道部や
自転車横断帯には取り付けられないことなど
から、難しいと考えているところであります。
　今後も引き続き、同連絡会のご意見を伺い
ながら交通安全対策を継続し、安全施設の設
置を含めた効果的な取り組みを進めて参りた
いと考えております。

都市整備部

6月
車の安全運転支援装置
の補助について

　令和元年６月に開催されました八幡市議会
第２回定例会でも同様の趣旨の質問をいただ
きました。
　現在、八幡市は運転免許証を返納される高
齢者の皆様には、コミュニティバスやわた１日
乗車券（3,000円相当）等を贈呈する施策をし
ておりますが、安全装置への補助はしており
ません。しかし、高齢者の事故が多発する
中、今後検討していかなければならないもの
と考えております。

都市整備部

　５月中旬に大津市で交通量も多く、
ガードレールが無い場所で小さな子供
が犠牲になり痛ましく不安に思う。
八幡市において、欽明台地域は交通
量が多く近くに保育園、小学校もある
ため対策を検討しているのか。

　八幡市の河川について、紙くず、空
き缶、ペットボトルが捨てられており、
現状市の管理である以上清潔な状態
に保つべきでないか。

　橋本西山地域に住んでおり、曲がり
角にカーブミラーの設置をしてほしい。
　また、制限速度が３０キロメートルと
なっているが速すぎると思うため制限
速度を下げてほしい。

内容

高齢者のアクセルとブレーキの踏み間
違いによる事故が多発している。安全
運転支援装置の補助金制度を導入し
てほしい。

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について



受付月 題名 回答要約 担当部内容

「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

7月
市役所行のバス運行に
ついて

　バス路線に関するご意見につきましては、６
月の市議会で同様の質問があったところで
す。現在八幡市では、バスの通っていない地
域を中心に橋本地域から市民体育館までを１
時間に１本、コミュニティバスを運行しておりま
す。ご指摘の通り、平成２０年１１月から平成２
１年６月まで松井山手駅～八幡市駅のルート
で試行運行しましたが、平均乗車人数が平均
５.１人で、その内、国道１号線を超える乗車人
数は平均１.９３人でした。この数値は、駅と駅
を結んでいないコミュニティバスの運行当初の
乗車人数の平均６.６人より低かったことから、
その運行を断念し現在に至っております。な
お、昨年度のコミュニティバスの平均乗車人
数は１４人弱で、多くの方にご利用いただいて
おりますが、市の負担額（赤字額）は、年間約
３,７００万円となっております。また、限りある
予算の中で、２台で運行することを基本に検
討した結果、美濃山地域への往来は、乗継ぎ
でお願いするとともに、コミュニティバスの運
賃を５０円に割引することで対応したもので
す。美濃山、欽明台地域と市役所を結ぶバス
運行の再度試験運行のタイミングは、市が考
える条件が整えば開発可能としている美濃山
地域と市役所の中間に位置するエリアの開発
が進み、通勤などの他の恒常的な利用が見
込める状況になった時であると考えておりま
す。

都市整備部

8月
ごみ袋に関する立看板
について

　ご指摘いただきました看板は、平成13年10
月1日から実施の透明ごみ袋使用に関する看
板であり、撤去させていただきました。

環境経済部

8月 公園整備について

　こじか公園とうさぎ公園の除草については、
西山地域町内会連合会に委託しています。ご
意見を、自治会と共有し適切な維持管理を務
めて参ります。

都市整備部

12月
住所表示板の設置要望
について

　住所表示板についてのご要望をいただき、
早速担当課（管理・交通課）に指示し現地を確
認いたしました。住所表示板は開発当初に新
町名地番設定による周知のため、開発者の
負担により設置を行いましたが、現在その周
知は十分にできていることから住所表示板の
更新は行っておらず、破損、劣化した表示板
については、その都度担当課（管理・交通課）
にて撤去させていただいているとのことでし
た。
　現在のところ、ご要望には添えませんが、ご
理解の程よろしくお願いいたします。

都市整備部

12月
橋本駅前の無料駐輪場
の看板について

　ご指摘いただきました立看板につきまして、
早速担当課（管理・交通課）に現地確認を行う
よう指示し、撤去させていただきました。

都市整備部

電柱に設置されている住所表示板に
ついて、表示が消えており判りにくく
なっている。事件や事故等があった
時、通りがかりの人が通報するのに必
要であるため、表示板の設置等の対
策をしてほしい。

橋本駅前の閉鎖されている駐輪場に
ついて、封鎖されているが駐輪場の使
用についての立看板が設置されてい
る。撤去するべきではないか。

　高齢のため、市役所行きのバスを運
行してほしい。過去に欽明台地域から
八幡市役所を通る南北路線につい
て、試行運行したことがあるみたいだ
が、復活させてほしい。

新石集会所の道路沿いに設置されて
いる立看板について、ゴミ搬出の透明
袋使用の啓発がある。また平成13年
10月の記載があり、周知されていると
考え撤去してはどうか。

　2人の幼児と近隣のこじか公園に行く
と、雑草が生い茂り遊ばすことのでき
る状況でない。また、砂場のあるうさぎ
公園も同じような状況である。夏でも
子供が遊べる公園整備をお願いした
い。
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「道路・河川・公園・交通・まちづくり」について

1月 市内の街路灯について

　街路灯の照明交換や修理につきまして、簡
易なものから電力会社の管理物などで修理に
時間を要すこともございますが、可能な限り迅
速な対応をお願いしております。
　ご指摘の街路灯につきまして、早速担当課
（道路河川課）に確認したところ、八幡市駅前
交番前、伸栄家具前の水銀灯は昨年末の修
理点灯を予定し、現地で機器の確認を行いま
したが、ランプだけでなく機器の交換が必要に
なり、機器の調達に時間を要し年末点灯が行
えなかったところです。
　また、全昌寺橋の橋上の街路灯は従前蛍光
灯でありました。市域全体のLED化を進める
中で街路灯、水銀灯の施行順、優先順、予算
の配分により昨年末にLED化とし点灯しており
ます。

都市整備部

3月
背割堤の桜の時期のト
イレについて

　さくらであい館を含む背割堤地区について、
国土交通省淀川河川事務所が所管しており
ます。設置のトイレにつきましては、さくらであ
い館に男性用、女性用、多機能型のトイレが
常設されており、また、背割堤地区には、仮設
型ではありますが、男女兼用型３基、多機能
型１基ございます。
　背割堤さくらまつりの開催に合わせて仮設
のトイレを平成30年は17基、平成31年は21基
設置されました。令和2年にあたっては、男性
用10基、女性用14基の計24基の仮設トイレの
設置を予定しておりましたが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から、今年のさく
らまつりは中止することとなりました。
　予定しておりましたイベントや物販などは行
われませんが、園内の散策は可能と伺ってお
ります。ただし、新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、さくらであい館が臨時休
業され、ご利用いただけるトイレの数が少なく
なっております。また、園内の進行を一方通
行にし、なるべく立ち止まらないようにするこ
と、宴会の自粛をお願いするなど、長時間の
滞在を控えていただくような方針とされてお
り、新たな仮説トイレの設置は検討されていな
いと伺っております。

環境経済部

3月
さくら公園のトイレにつ
いて

　さくら公園の多目的トイレにつきまして、担当
課（道路河川課）に現地確認を行い、３月２５
日時点で修理完了しております。

都市整備部

3月
ちびっこ公園でのサッ
カーについて

　ご意見いただきました柿ケ谷２遊園につい
て、担当課（道路河川課）に現地確認を行うよ
う指示いたしました。確認の時点では、ボール
遊びをしている子どもは見受けられなかったと
のことです。
　しかし、公園の維持管理の巡回時に、必要
に応じ注意喚起を行ってまいります。

都市整備部

車いす利用者ですが、背割堤のさくら
の花見客が多い時期に数年前、女性
用トイレの使用が多く、多機能トイレを
使用していた。花見のシーズンは混雑
するため女性の臨時トイレを設置して
ほしい。

さくら公園の多目的トイレが故障して
いる。大至急修理をお願いします。

コロナ感染により学校が休校している
関係で、柿ケ谷2遊園でサッカーをして
いる子どもが道路に飛び出し危険であ
る。学校が長期間休みの間、公園の
定期的な巡回、またボール遊び等公
園使用禁止に対して注意指導をして
ほしい。

八幡市駅前交番や伸栄家具前の街路
灯の照明交換について連絡をしたが、
対応が遅いと思われる。迅速に対応し
てほしい。


