
地域区長懇談会　＜意見交換の概要＞
№ 地区 質問・意見等 回答

1 丹比 ●町会加入促進についての取組みは。 ●町会への加入促進を図るため、転入時に窓口で町会加入の案内をしていま

す。なお、地域をサポートする地域担当制を創設したので、相談等利用いた

だければと思います。

2 丹比 ●自主防災組織についての要望

①14校区全てに設立すべき。

②助成金を交付していただきたい。

③避難所の運営について、障害者等に配慮をお願いしたい。また、避

難所である小学校のカギを地元に預けて欲しい。

④土のうの備蓄状況について情報共有していただきたい。

①②地域における「共助による防災力」の向上を図るため、市民の皆様一人

ひとりの防災意識の向上や、自主防災の組織化、活動の活性化に向けた支援

を行ってまいります。

③避難所の運営については、女性職員の配置をはじめ、避難者に配慮した開

設の心得など、職員研修等を通じてスキルアップを図ってまいります。ま

た、カギ授受については、地域の皆様と協議し、協働事業を行っていく中で

検討してまいります。

④土のうは市にて備蓄しており、必要に応じて備蓄数等の情報提供を行いま

す。また、地元の協力を得て土のうのステーション化も行っております。

3 丹比 ●公園清掃のあり方について地元で意見が分かれている。どうあるべ

きか。

●地域で取り組まれることは大変ありがたい事だと考えております。なお、

清掃費用については、面積要件を満たす一定以上の公園については、助成を

行わせていただいております。

4 埴生 ●新市民プール完成後、伊賀町会内の交通量の増加が見込まれる。対

策を講じてほしい。また、循環バスはどうなるのか。

●危険個所を把握し対策を行います。

●新たな公共施設でもあり、ルートの設定も含めて今後検討いたします。

5 埴生 ●マイナンバーカードの普及促進策について。 ●申請サポート事業を実施するほか、交付のための日曜窓口も開設するな

ど、引き続き普及促進に取り組んでまいります。

6 埴生 ●学童保育の支援員数が不足している。支援員を充実させてほしい。 ●年間を通して広報やホームページで募集を行うとともに、大学等と連携し

て長期休暇中のアルバイトの募集を行うなど、引き続き支援員の確保に取り

組んでいきたいと考えています。

7 埴生 ●防災行政無線の緊急放送が良く聞こえない。 ●防災行政無線は緊急時に住民の皆様に情報を発信するものでありますが、

気象条件、住宅の気密性など、いろいろな要因により聞こえにくいことがあ

ります。放送が聞き取りにくい等の問い合わせがあれば、放送内容が確認で

きるフリーダイヤル（放送後２４時間以内）０８００－１０００－００３の

ご案内をさせていただいております。また、今後必要なところにはスピー

カーを増設するなども検討してまいります。

1



地域区長懇談会　＜意見交換の概要＞
№ 地区 質問・意見等 回答

8 埴生 ●第７の柱に魅力ある街づくりとあるが、羽曳野市のシンボルとなる

ようなものが必要か。

●市の魅力が高まることで税収増につながり、市民サービスが向上し、更に

税収増につながるといった良い循環を作り出すことが重要であり、ふるさと

納税についての取り組みを強化した結果では、昨年に比べて4倍の寄付をいた

だいています。

9 埴生 ●ボール遊びができる公園とはどこを想定しているのか。

●良い取り組みなので、小学生のためにも各校区に設置すべき。

●高鷲北幼稚園跡を予定しており、乳幼児向けの芝生広場や高齢者向けの健

康遊具を設置するなど、全世代型の公園を計画しています。

●一度には設置できないため、計画的に整備していきたいと考えています。

10 埴生 ●パーク羽曳山に中学生が多く集まり、迷惑している。対応してもら

いたい。

●看板などでの注意喚起を行っていますが、関係機関と連携しながら、巡回

強化等少し踏み込んだ対策を実施できるよう検討したいと思います。

11 埴生 ●良い情報だけではなく、市の課題となっていることについても情報

公開してほしい。

●市のホームページを活用するほか、ＳＮＳを活用して、市の課題、対応な

どについて発信していきます。

12 埴生 ●中学校給食がおいしくない。 ●栄養バランス等を考慮しながら献立作成を行っていますが、今後も栄養教

諭・業者等と連携を図りながら、より良い中学校給食を目指すための改善を

図ってまいります。

13 埴生 ●紙媒体に加え、ＳＮＳを活用してアンケートなどを実施すればよい

のでは。

●市民の意見が市に届くようＳＮＳなどを含めて様々な方法を検討いたしま

す。

14 埴生 ●市議会のライブ中継を行ってほしい。 ●既に実施させていただいております。

15 埴生 ●島泉地域では空き家が増えている。住みたいと思ってもらえること

が重要では。

●八尾富田林線などの幹線道路が整備されるとまちの在り方も変わると思わ

れます。今後も、市の魅力を高めていけるように取り組みを進めてまいりま

す。

16 埴生 ●通勤・通学の時間帯に抜け道として車が通過することがあり、非常

に危険。交通規制や子供たちにも安全意識を持たせるなどの対策を

行ってほしい。

●交通規制を行うと不便も生じるので、地域で相談を重ね、意見の集約をお

願いいたします。

17 羽曳が丘 ●6号館の風呂場の改修とスペースの有効活用を。 ●1月完了予定で改修工事に着工していますが、回収後は、健康相談・保健指

導・通いの場等に活用してまいります。

18 羽曳が丘 ●コミセンの老朽化対策（ＰＡの更新、フローリングの張替え）を。 ●ＰＡは故障した際に迅速に対応いたします。また、フローリングについて

も、メンテナンスをしっかりと行ってまいります。
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19 羽曳が丘 ●八尾富田林線の延伸とそれに接続する新設の市道の予定は。

●外環西浦交差点の渋滞対策を。

●大阪府と協議中であり、可能であれば部分的にでも開通させたいと考えて

います。

●側溝部分を塞いで２車線化を目指していますが、当該箇所には関西電力の

埋設管等が敷設されていることから、協議を進めているところです。

20 羽曳が丘 ●令和元年に羽曳が丘西4丁目で発生した水害の対応は。 ●主な原因は排水能力不足であったため、新たな排水溝の設置を終えていま

す。

21 羽曳が丘 ●羽曳野医療センターの建設工事に伴う騒音、振動などの対応は。 ●施工業者に対して、騒音・振動について配慮するよう申し入れを行ってい

ます。

22 羽曳が丘 ●西浦共同墓地の管理運営は。また、西浦共同墓地のフェンスについ

て西浦町会とともに工事を実施する場合は、補助をしていただきた

い。

●管理運営は、西浦町会が行っています。また、近隣との課題となっている

障壁の手法等については、西浦町会と双方で話し合ってもらうことになりま

すが、今後も西浦町会と羽曳が丘地区での話し合いが円滑に進むよう支援し

てまいります。なお、補助金については、既に西浦町会から申請が行われて

おります。

23 羽曳が丘 ●今後の八尾富田林線の部分開通に関連して、羽曳が丘地域を通過す

る交通量の増加が予想される。横断歩道や信号を設置できないのか。

●地域で要望をまとめていただければ、市から警察へ要望させていただきま

す。

24 羽曳が丘 ●空き家が増加しており、安全上も問題がある。住民側からは何もで

きない。市の方で何か対策を行ってほしい。

●空き家対策については、担当課で所有者を調べて通知を送付しておりま

す。

25 西浦 ●延田グループ（1・2・3）駐車場を一次避難所として利用できない

か。

●当該施設は、施設管理者のご協力により、緊急一時的な避難にのみ使用で

きる施設として協定を締結いたしました。

26 西浦 ●避難所の西浦東小学校が、防災マップを見ると浸水する。河川の対

策はできないのか。

●河川等それぞれに管轄があり、市でできないこともあることから、国や府

に対して要望を行ってまいります。

27 西浦 ●西浦の市民プールの跡地利用は。 ●現状での決定事項はなく、市全体の公共施設を含め検討しているところで

あります。

28 西浦 ●大乗川の土砂が堆積している。浚渫願いたい。 ●富田林土木事務所が定期的に浚渫を実施されています。また、石川との合

流付近から石川浄水場までの区間の川幅を拡張する工事を府が実施されてい

るので、今後も繰り返し要望を行ってまいります。

29 西浦 ●水守、広瀬地域の通学路の道路標示（「徐行運転」など）がはげ落

ち、また道路標識が10年前にあったものがなくなっている。

●現場確認したうえで工事を実施いたします。
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30 西浦 ●大黒橋から旧170号線につながる道路の交差点が交通渋滞を起こ

す。信号を右折、左折の表示が出るものにできないか。

●信号は警察において計画的に設置されますが、近鉄の高架を抜ける交通も

あるので、外環状線の交差点も含めて総合的に考えてまいります。

31 西浦 ●財産区の池を埋め立てた西池公園に遊具設置を考えている。市補助

金をもらえないか。

●補助金等はありませんが、地元要望をいただければ設置の検討をさせてい

ただきます。

32 西浦 ●西浦体育館の今後は。 ●現状での決定事項はありませんが、体育館、テニスコートとともに需要が

高い施設であり、市民プール跡地と一体的なものとするなど、検討をしてい

るところであります。

33 西浦 ●西浦支援学校周辺の地区計画の概要は。 ●西浦交差点の東側に、ヤマダ電機、キリン堂、ラムー等の店舗が、来年１

月から２月の開店を目標として工事が進められています。

34 西浦 ●旧浅野家住宅の今後の予定は。 ●世界遺産の構成資産や日本遺産の竹内街道に隣接する立地を最大限に活か

した、皆さんに愛される施設にしていく予定です。

35 西浦 ●西浦東幼稚園の跡地利用の予定は。 ●地域の声を聴きながら、地域に必要な施設としての活用を考えており、民

間に売却するようなことは考えておりません。

36 西浦 ●新町交差点が渋滞で動かない。時差信号にするか右左折レーンをつ

くるか対策が必要では。

●新町交差点の渋滞は解消しなければならないと思っています。また、西浦

交差点についても、羽曳が丘から下りてくる車線を増やさなければならない

と考えており、総合的に対応を図ってまいります。

37 西浦 ●河川の土手の道路の草刈りについて、管理が市と国のどちらなのか

わからない。市に言えばつないでいただけるようお願いしたい。

●堤防については、市と富田林土木事務所が管理する土地があるため、該当

箇所が富田林土木事務所管轄の場合は、市の方から申し出をさせていただき

ます。

38 西浦 ●西浦東幼稚園の廃園を知った。子育て支援を考えるなら、タウン

ミーティングのテーマにして意見を聞いてほしい。

●市民の皆さんの意見をいただきながら次の方向性を考えてまいります。

39 古市 ●水路の清掃について、町会で取り組みを進めているが、参加者が少

ないのが現状。市としても何らかの対応ができないか。

●水路の維持管理や清掃については、水利組合や町会等にお願いしています

が、必要に応じて関係機関、担当部署と協議を図るなどの対応を行います。

40 古市 ●防犯協会からの配付物の取り扱いを改善できないか。

●配付物を区長宅に直接送付することについて検討していただきた

い。

●戸別配付できないか、また、ＳＮＳ等を通じてお知らせできないかなど防

犯協会に申し入れを行ったところ、対応困難であるため、現行の取り扱いで

お願いしたいとの回答がありました。

41 古市 ●古市南小学校のプールの周りを囲っている波板の損傷が激しく、危

険な状態。早急に対応していただきたい。

●教育委員会も把握しているので、早急に連携を図り対応していきます。

（後日、波板を撤去し、ネットの設置を完了済み）
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42 古市 ●以前から懸案となっている古市駅前の開発が進んでいないが、今後

の予定は。

●公共施設の更新に莫大な費用が掛かることから、少しでも財源確保できる

よう、現在計画を見直している状況です。駅前再開発事業は長期を要する事

業であり、今後の方針を決定するまでには相当時間を要するものと考えてお

ります。

43 古市 ●地域の意見聴取は、一時保育できる環境を整えて若い女性を集めれ

ば活発な意見が出ると思われるので、是非取り組みを進めていただき

たい。

●良いアイデアであると思うので、取り入れていきたいと考えています。

44 古市 ●碓井地区の道幅は狭く、通学路にもなっていることから、車の通行

について時間規制できないのか。また、道路が一部舗装されていない

ので、舗装していただけないか。

●交通規制は警察との協議が必要であることから、警察と協議しましたが、

規制は難しいとの回答がありました。

●舗装については、場所の確認後、地元区長と協議のうえ進めていく予定で

す。

45 古市 ●市役所前の道路の下に水路があり、ヘドロが堆積している状況。大

雨の時などにそのヘドロが町会内の水路に流れ出てくるので、対応し

ていただきたい。

●国道区域にある水路であり、富田林土木事務所にて対応されています。

46 古市 ●古市地区で予定している10月の地車祭りもある。若い世代のワク

チン接種が進むように手配をお願いしたい。

●若年層（12歳から15歳）には7月末に接種券を配付し、接種を促していま

す。また、10月以降は民間病院の個別接種においても実施予定であるなど、

若年層に対する接種は進めており、今後も国に対してしっかりと要望を行っ

てまいります。

47 古市 ●ミツワ電機の南側を東西に走る市道のグリーンベルトが狭い。歩道

拡幅できないか。

●場所を確認後、今年度中に舗装の修繕工事を行う予定です。

48 古市 ●区長や隣組長などの地元役員を抽選で選出することが多い。組織維

持が課題となっているのだが。

●地域担当制を立ち上げています。地域での解決が難しいこともあるので効

果的に機能させていく予定です。

49 古市 ●水路清掃しても上流から大量の草や藻が流れてくるので、すくい上

げ、市役所で回収してもらった。根本的な解決は困難と思うが相談に

乗ってもらいたい。

●水路の維持管理や清掃については、水利組合や町会等にお願いしています

が、必要に応じて関係機関、担当部署と協議を図るなどの対応行います。な

お、水路内の腐食したグレーチングの改修を完了しています。

50 駒ヶ谷 ●国道166号線のアスファルトの亀裂が激しい。 ●富田林土木事務所とも調整し、一部区間については舗装を完了していま

す。なお、区間の延長については、今後とも大阪府に依頼してまいります。

51 駒ヶ谷 ●南阪奈道路南側の側道の植栽がほとんど枯れてしまい、鉄製の支柱

だけが残っている。支柱を撤去できないか。

●地元区長と協議のうえ、撤去を進めてまいります。

5



地域区長懇談会　＜意見交換の概要＞
№ 地区 質問・意見等 回答

52 駒ヶ谷 ●壺井・通法寺地区から駒ヶ谷小学校への通学路について、児童の安

全確保のためにも道路整備をお願いしたい。

●現地確認を行ったうえで関係課と調整し、舗装工事を検討してまいりま

す。

53 駒ヶ谷 ●通学路周辺にイノシシが生息しているらしく、通学路に出没するこ

とがある。何か対応をお願いしたい。

●猟友会の協力を得て、檻の設置及び捕獲後の対応を行っています。また、

目撃情報があった場合には、ホームページによる注意喚起及びパトロールな

どの取り組みを行っています。

54 駒ヶ谷 ●石川の支流に設置されている風船ダムが老朽化しているので、維持

管理を含めて市の支援をお願いしたい。

●地元水利組合に想定以上の維持管理費が発生する可能性があるため、制度

の拡充や要件緩和及び事業費枠の拡大確保を引き続き、国及び大阪府に対し

て要望してまいります。

55 駒ヶ谷 ●壺井地区の歴史について意外と知られていない。文化遺産について

の情報発信力を強化していただきたい。

●広報力を強化するための取り組みを進めているところであり、羽曳野の魅

力づくりにしっかりと取り組んでいくので、ご協力をお願いいたします。

56 駒ヶ谷 ●府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線のカーブ部分で非常に危険な箇所がある

ので、是非対処をしていただきたい。

●富田林土木事務所、羽曳野警察と連携を取りながら、安心につながるよう

な取り組みを考えてまいります。

57 駒ヶ谷 ●河川沿いで管理者が誰かわからないところの草刈りが負担になって

いる。本来は町会が対応する場所ではない。何とか対応できないか。

●管理者を確認のうえ、関係機関、担当部署と協議を図るなどの対応を行い

ます。

58 駒ヶ谷 ●南阪奈道路の側道のところで、開発が止まったままの土地がある

が、どうなっているのか。

●当該地は、土地所有者等が提案を行う都市計画提案制度を利用した事業で

すが、事業者の都合で中断している状況です。なお、現在事業再開時期など

の聞き取り調査を行っているところです。

59 駒ヶ谷 ●小学校の児童数の減少が激しく、このままいけば小学校がなくなる

のではと危惧している。

●地域の活性化が必要で、マスタープランのようなものを策定し、

10年20年先の駒ヶ谷地区の姿を考えていただきたい。

●出生した子供は約600名で、20年前に比べて半減している状況にあり、児童

が減少すれば学校の改修費をどこまで負担できるのか、また、税の公平性の

観点からも現時点では担保できるものではないと考えています。

●南阪奈道路や駅もあり、交通アクセス抜群の地域であります。都市計画マ

スタープランに、市域を7つに分け、10年後やそれ以上時間を要する地域別構

想を定めており、現行マスタープランにおいては、市街化調整区域であって

も、交通ポテンシャルを活かした土地利用検討ゾーンの設定により企業誘致

が可能となっていることから、企業誘致を行いたいと考えており、皆さんと

も相談していきながら、駒ヶ谷地域の在り方をしっかり議論してまいりま

す。
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60 駒ヶ谷 ●年々特産のぶどう畑が減少しているのが目に見えてわかる。後継者

もいないのが現実。

●農業振興には力を入れたいと考えており、現在遊休地の活用策として営農

者への補助事業も実施していますし、今後も農業振興策は必要であると考え

ております。

61 駒ヶ谷 ●市街化区域への編入は。 ●市街化区域と市街化調整区域との区域区分、いわゆる線引きは大阪府にお

いて実施されますが、人口減少が続く現在の状況下では新たに市街化区域へ

編入することは極めて困難であります。しかしながら、今後、駒ヶ谷地域の

発展につながるようなまちづくりの手法については、地域の皆さんとも協議

しながら進めてまいります。

62 高鷲 ●区長とは何か。手当も支給されているところもある。 ●地域のコミュニティがなくなってしまうと回復は困難と考え、区長の方々

の負担軽減を図れるよう地域担当制を作り、地域の実情を把握してコミュニ

ティを円滑に運営していただけるようにサポートをしていく予定ですので、

相談等利用していただければと思います。

63 高鷲 ●所有者のいない猫対策と空き家対策について ●ふるさと納税を活用し、今年度に捕獲機を4台購入する予定です。また、避

妊手術を府立動物愛護管理センター（西浦）に受け入れてもらえないか要望

しましたが、受け入れは困難とのことで、TNR活動（さくらねこ無料不妊手

術事業）の充実を図り対応していきたいと考えています。

●空き家対策は、所有者に連絡を取るなどして対応を行ってまいります。

64 高鷲 ●南海トラフ地震の発生が懸念されている。阪神淡路大震災のとき消

火栓の水が出なかったと聞く。商店街を持っている町会は、防災倉庫

も近くに必要である。

●避難所に配置している備蓄物資を適切に管理できるよう小学校敷地内に備

蓄倉庫を配備する計画を検討しております。また、避難された方々に対する

備蓄物資の提供を迅速かつ適切に行えるよう引き続き検討してまいります。

65 高鷲 ●高鷲北幼稚園跡地活用は。 ●フェンス・ネットを張って自由にボール遊びがきるスペース、乳幼児向け

の芝生広場、高齢者向けの健康遊具の設置など、全世代型の公園を計画して

います。また、防災倉庫や防災トイレも設置する予定です。

66 高鷲 ●議会での答弁「区長さんからご意見を賜り、解決に向けて地域の

方々と一緒に研究していきたい。社会的課題については、これまでは

解決を行政が担っていたが、これからは、行政と共に公共の一部を受

け持つ担い手の育成や支援、その活動を推進することが重要であ

る。」この意味を聞きたい。

●地域のコミュニティがなくなってしまうと回復は困難と考え、区長の方々

の負担軽減を図れるよう地域担当制を作り、地域の実情を把握してコミュニ

ティを円滑に運営していただけるようにサポートをしていく予定ですので、

相談等利用していただければと思います。
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67 高鷲 ●公園等でボール遊びが禁止されるのは、安全面が考慮されているか

らである。高鷲北幼稚園の跡地はかなり狭いが安全面はどうするの

か。

●ボール遊びのスペースには上部にもネットを張ることにより、ボールが一

切外に出ないようにする予定です。
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