（８）その他 平成31年3月末日現在
件名

要旨

市の考え方

受付日

回答日

担当部署

体育館の駐車場代について
(同内容8件あり)

体育館使用料に加え駐車場代がかかると、来館の頻度が減少すると思います。また、駐 本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
車代は指定管理業者の収入であるのに、なぜ市民が負担しなければならないのか。２時 ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
間か３時間単位は利用するので、時間を考慮して徴収するシステムを考えてください。３時 駐車料金については、施設の管理経費などに活用し、施設全体のサービス向上を図ります。無料となる時間設定については、
間は無料にしてほしいです。
今後、決定し駐車場の効率的な管理運営に努めてまいります。

2018/7/17

2018/8/15 スポーツ振興課

体育館駐車場有料化について

本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
なぜ、体育館の駐車場を有料にする事が決まったのでしょうか。断固反対です。体育館 ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
は離れているので車なしでは利用できません。代替の無料バスを出すか、利用しやすい場 ご提案いただいた「代替無料バスの運行」や「体育館の新設」などの対応は困難ですが、駐車料金は施設の管理経費などに
所に新設するか、駐車場有料化について、どうか再考をお願いします。
活用し、施設全体のサービス向上を図り、駐車場の効率的な管理運営に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い
します。

2018/7/19

2018/8/15 スポーツ振興課

本市スポーツ施設の駐車場につきましては、平成27年度にパブリックコメントを実施し、市民の方からのご意見をいただいた上
総合体育館を利用しています。駐車場有料化になると、年金生活では、行けなくなりま で、「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考え方」を策定しております。
体育館等の駐車場有料化について
す。交通機関を使うにしても不便な所にあります。有料化が決まったそうですが、市民の声 この方針に基づき、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図るとともに、目的外利用や長時
（同内容2件あり）
を聞かずして決めるなんて酷いと思います。施設使用者は無料になるようお願いします。 間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
無料となる時間設定や駐車料金については、今後、決定してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。

2018/7/20

2018/8/27 スポーツ振興課

スポーツ施設の駐車場有料化につ 枚方市は黒字決算なのに、スポーツ施設の駐車場が有料化すると聞き驚いています。
本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
いて
毎月、スポーツクラブの会費を払い楽しんでいますが、駅から離れた所にあり不便な立地 ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
（同内容3件あり）
のため車は必要です。これ以上、駐車場の料金まで負担を増やさないでください。
無料となる時間設定や駐車料金については、今後、決定してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。

2018/7/23

2018/8/27 スポーツ振興課

体育館駐車場の有料化について
（同内容3件あり）

体育館の使用料を払い、健康のために利用していますが、交通が不便なため車で行って
います。駐車場を有料にされると、倍以上の費用がかかると予想しています。高い駐車料
金となると続けられなくなります。体育館を使用するクラブ等に会員証を発行し、無料にす
べきです。

本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
無料となる時間設定や駐車料金については、今後、決定してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
これからも、健康増進のためスポーツを楽しんでいただけるよう、施設全体のサービス向上に努めてまいります。

2018/7/25

2018/8/27 スポーツ振興課

体育館駐車場の有料化について

本市スポーツ施設の駐車場については、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図るととも
市立体育館を利用し健康を維持しているのは年金生活者が多い。利用には一定時間の
に、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
駐車は必要で、健康な高齢者に運動をやめさせる駐車場の有料化は本末転倒で反対で
無料となる時間設定や駐車料金については、今後、決定してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
す。不法駐車を防ぐ方法を更に工夫すべきです。
これからも、健康増進のためスポーツに親しんでいただけるよう、施設全体のサービス向上に努めてまいります。

2018/8/3

2018/8/30 スポーツ振興課

市有施設の駐車場の有料化につきましては、平成27年度にパブリックコメントを実施し、「来庁者・利用者用駐車場の有料化に
王仁公園の駐車場有料化をやめるべきだと思います。公有財産の活用が阻害される恐 関する考え方」を策定しております。この方針に基づき、自主財源の確保および受益と負担の適正化を図り、目的外利用や長時
王仁公園駐車場の有料化について
れがあります。どうしても有料化する場合は、一定の条件で減免をみとめてください。駐車 間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
（同内容2件あり）
料金が負担とならないように配慮してください。
なお、王仁公園駐車場については、料金収入の一部を施設の管理運営経費などに活用し、施設全体のサービス向上に努め
てまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。

プールに入場後、雷が鳴り出し、入水中止となったことを子どもから聞きました。プール
王仁公園プールの雷への対応につ
施設を利用できなかった場合は返金するべきです。
いて
また、事務所は、パソコンで雨雲レーダーを利用すべきです。

雷注意報が発令された場合は、解除になるまで遊泳者は管理棟内で避難していただき、発令されていなくても危険と判断した
場合には同等の対処をさせていただいております。気象情報は、常に気象庁等の雨雲レーダーなどで予測・確認し、遊泳者の
安全を第一に考えた運営をしています。
なお、今回、落雷の危険性があり、入水中止の時間を設けましたが、その後、プールを再開しております。料金につきまして
は、支払後に使用できない場合を除き返金できません。
市民の憩いの場として市民に愛され親しまれるプールを目指すと共に、誰もが安全にかつ楽しく遊泳ができるよう管理運営に
努めています。

2018/8/13

2018/8/28 みち・みどり室

2018/7/19

2018/9/7 みち・みどり室

健康な身体づくりのため日常生活の一部として、当該施設を利用しています。枚方市の
本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
スポーツセンター・体育館駐車場利
財政は悪くないのに、スポーツセンター・体育館の駐車場を有料化するのは理解できませ ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
用について
ん。維持管理費の赤字という理由なら、施設利用料を上げるべきです。駐車場は、現状ど 無料となる時間設定や駐車料金については、今後、決定してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
（同内容2件あり）
おり無料とするよう再考してください。
これからも、健康増進のためスポーツに親しんでいただけるよう、施設全体のサービス向上に努めてまいります。

2018/8/3

2018/9/6 スポーツ振興課

本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
駐車場の有料化は反対です。利用者は高齢の人が多く、健康を維持し医療費を少なくす
スポーツ施設の駐車場有料化につ
ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
るよう努力しています。収入の少ない者に対し、駐車場を民営で商売にするなど、ありえま
いて
平成31年４月からの駐車場の管理運営につきましては、指定管理者の業務に含め、施設の使用料を指定管理者の収入としま
せん。有料化を中止してください。
すが、収入の一部を施設管理運営経費などに活用することで、更なる利用者サービスの向上につながるものと考えております。

2018/8/7

2018/9/6 スポーツ振興課

市有施設の駐車場の有料化につきましては、平成27年度にパブリックコメントを実施し、市民の方からのご意見をいただいた
王仁公園と総合体育館を利用しています。駐車場料金が有料になると利用する回数を 上で、「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考え方」を策定しております。この方針に基づき、利用される方に一定のご
減らさなければなりません。65歳以上は、１時間100円までにしてください。健康のために 負担をお願いすることで、自主財源の確保および受益と負担の適正化を図るとともに、目的外利用や長時間利用などの課題を
少ない年金で楽しんでいる高齢者のことも考えてください。有料になると身体を動かす機会 解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
が少なくなると思います。
無料となる時間設定や駐車料金については、今後、決定してまいります。
なお、料金収入の一部を施設の管理運営経費などに活用し、施設全体のサービス向上に努めてまいります。

2018/8/8

駐車場を有料化すると負担が大きくなり、体育館の利用回数を減らすか行くことができな
総合体育館の駐車場有料化につい
本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
くなります。年に何回かの観戦などの利用者とは、分けて考えてください。施設利用料金が
て
ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
値上がりするほうが、まだ理解できます。体育館の利用者は駐車場を無料にするなど考え
（同内容3件あり）
無料となる時間設定や駐車料金については、今後、決定してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
てください。

2018/8/13

市有施設の駐車場の有料化につきましては、平成27年度にパブリックコメントを実施し、「来庁者・利用者用駐車場の有料化に
関する考え方」を策定しております。この方針に基づき、自主財源の確保および受益と負担の適正化を図り、目的外利用や長時
王仁公園と藤阪のテニスコートでテニスを楽しんでいる高齢者です。プールやテニスコー 間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
王仁公園駐車場の有料化について
トの利用料を払っている人は、駐車場を無料にしてほしいです。
王仁公園駐車場については、料金収入の一部を施設の管理運営経費などに活用し、施設全体のサービス向上に努めてまい
りますので、ご理解いただきますようお願いします。
なお、藤阪テニスコートにつきましては、今回の駐車場有料化の対象施設ではありません。

2018/8/27

2018/9/25

みち・みどり室
スポーツ振興課

市有施設の駐車場につきましては、受益者負担と駐車場管理の適正化の観点から、有料化に向けた取り組みを推進するた
め、パブリックコメントによる市民の方からのご意見及び、市議会総務委員協議会における意見を踏まえ、平成27年11月に「来
駐車場の有料化について、市議会での議決に至った説明をわかりやすい方法で示して 庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考え方」を策定しました。
体育館など駐車場の有料化につい
ほしい。また、体育館の直接の収入となる使用料の値上げ等、納得しやすい方法も検討し この方針に基づき、順次、市有施設の駐車場有料化に取り組んでおり、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、ス
て
てください。
ムーズに利用できるよう有料化を進めることとし、平成30年５月の市議会文教委員協議会を経て、６月の定例月議会において、
関係条例の一部改正について可決いただいたものです。
なお、無料となる時間設定や駐車料金については、今後、決定してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。

2018/8/6

2018/10/18

行革推進課
スポーツ振興課

王仁公園テニスコート等の駐車場
利用料金について

王仁公園駐車場につきましては、「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考え方」に基づき、自主財源の確保及び受益と
王仁公園テニスコートを利用しています。駐車料金が必要になると、回数を減らさざるを 負担の適正化を図り、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めてい
得ません。
るところです。平成31年４月から有料化の予定ですが、料金収入の一部を施設の管理運営経費などに活用し施設全体のサービ
また、御殿山生涯学習美術センターの駐車場も同様になると知りました。有料化の中
ス向上に努めてまいります。
止、料金の軽減など、利用者への配慮をお願いします。
なお、御殿山生涯学習美術センター駐車場についても、同様の観点から、現在、有料化に向けた検討を行っております。有料
化の時期や料金など詳細については、今後、決定してまいります。

2018/8/23

2018/10/2

郵便局の設置について

菅原生涯学習センターの１階の受付コーナーを郵便局にできませんか。難しいことかもし 菅原生涯学習市民センター１階にありました旧菅原市民室サービスコーナーにつきましては、市民の方の自主的な活動と交流
れませんが、ご検討いただければ助かります。
の場となる「コミュニティスペース」として改修し、平成30年12月からの運用開始を予定しております。

2018/9/25

体育館駐車料について

本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
無断駐車対策等もあり、体育館の駐車場が有料になるとのことですが、従来の利用から ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
すれば無視できない金額がかかると思います。是非、再検討をお願いします。
無料となる時間設定や駐車料金については、市が設定した上限額の範囲内で今後、決定してまいります。詳細が決まり次第、
市ホームページ等によりお伝えいたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

2018/9/11

駐車場料金について
（同内容2件あり）

2018/9/10

みち・みどり室
スポーツ振興課

2018/9/6 スポーツ振興課

みち・みどり室
生涯学習課

2018/10/19 生涯学習課

2018/11/1 スポーツ振興課

総合体育館等スポーツ施設の駐車場を有料化すると、スポーツ施設の利用者は減り、
枚方スポーツ施設の駐車場有料化 高齢者の運動量も減ります。運動不足となり、病院への通院者が増加することで医療費が
について
増えれば、市政を圧迫することになるのではないでしょうか。
収益ではなく、総合的に再考してください。

本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
駐車料金については、施設の管理経費などに活用し、施設全体のサービス向上を図り、駐車場の効率的な管理運営に努めて
まいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
これからも健康維持を目的に、生涯にわたりスポーツに親しんでいただけるよう、施設全体のサービス向上に努めてまいりま
す。

2018/10/23

入院患者の家族は、１日２回出入庫する必要があり、原付バイク１回200円での利用は
市立ひらかた病院の自転車駐車場
高額になります。入院患者の家族には、何らかの免除をお願いします。
について
また、１台分の敷地が狭く、出し入れも困難なため改善をお願いします。

市立ひらかた病院の自転車駐車場料金については、本院を利用される方への安全を確保するとともに、スムーズに利用して
いただけるよう、屋根の設置や警備員の配置等を行っていることから、利用者の皆様に管理運営費用の一部をご負担していた
だいているところです。
自動車の駐車場については、入院日・退院日・手術日の当日においては、無料とするなどの措置を設けておりますが、自転
車・バイクについては、30分以上のご利用で一定の料金を設定しているため、一度出庫されますと、改めて駐車料金が発生する
こととなります。今回いただきましたご意見は、駐車料金の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
なお、自転車駐車場のスペースにつきましては、敷地面積の関係から拡大等も難しい状況でありますので、ご理解いただきま
すようお願いいたします。

2018/11/12

2018/12/6 総務課

市有施設の駐車場の有料化については、平成27年度に実施したパブリックコメントにより、市民の方からのご意見をいただい
た上で、「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考え方」を策定し、この方針により有料化を進めているところです。
体育館の駐車場が有料になると聞きました。健康のため退職後に始めた運動でしたが、
駐車料金については、施設の管理経費などに活用し、施設全体のサービス向上を図り、駐車場の効率的な管理運営に努めて
１カ月の利用回数で計算すると１万円もかかり、行くことができなくなります。なぜ、事前に
まいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
告知がなかったのでしょうか。
なお、無料となる時間設定や駐車場料金については、市が設定した上限額の範囲内で、今後、決定してまいります。詳細につ
いては、決まり次第、市ホームページ等によりお伝えいたします。

2018/11/12

2018/12/6 スポーツ振興課

本市スポーツ施設の駐車場につきましては、利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の適正化を図ると
健康維持と認知症予防のためにスポーツ施設を利用していますが、駐車料金の負担額 ともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう、有料化を進めているところです。
スポーツ施設駐車場有料化につい を計算すると続けられません。病院の受診回数が増加し、駐車料金を確保するために、大 駐車料金については、施設の管理経費などに活用し、施設全体のサービス向上を図り、駐車場の効率的な管理運営に努めて
て
きな出費が予想されます。
まいります。無料となる時間設定や駐車料金については、今後決定し、詳細は決まり次第、市ホームページ等によりお伝えいた
まずは、市会議員の駐車場から有料化していただきたい。
します。
なお、市役所敷地にある市議会議員の駐車場につきましては、使用料を徴収しております。

2018/11/26

市立ひらかた病院の駐車料金の設定につきましては、市において策定した「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考え
方」の趣旨を踏まえ、大阪府下の公立病院や、枚方市駅周辺駐車場の料金等も参考に決定しております。
駐車料金は、通院の人は１時間無料。入院患者の入院と退院時のみ無料。他は30分を
本院をご利用される方への安全確保を目的とした警備員を駐車場内に配置していることや、駐車場の適正管理等の観点か
市立ひらかた病院駐車場の料金シ 超えると１時間毎に300円かかります。
ら、利用者の皆様に管理運営費用の一部をご負担していただいているところですので、ご理解いただきますようお願いいたしま
ステムについて
家族が付き添いで身の回りの世話をするのには30分では無理です。
す。
市民のための病院の駐車場料金が高く利用しづらい。早急に対応をお願いします。
なお、今回いただきましたご意見につきましては、駐車料金の見直しを検討する際の参考とするとともに、今後の検討課題とさ
せていただきます。

2018/12/7

体育館の駐車場有料化について

駐車場の有料化について

本市スポーツ施設等の駐車場につきましては、各々の施設を利用される方に一定のご負担をお願いすることで、受益と負担の
王仁公園の駐車場が４月から有料になり、利用時間で料金設定されていますが、せめて 適正化を図るとともに、目的外利用や長時間利用などの課題を解決し、スムーズに駐車場を利用できるよう有料化を進めている
テニス利用時間プラス30分は無料、それ以降に駐車料金が発生するように設定できない ところです。当該駐車場料金については、利用される方に大きな負担とならないように、都市公園条例において上限を定めた範
でしょうか。スーパー等の駐車料金のように、バレーコート等の料金を支払っている利用者 囲内で決定しています。
に対して優遇する必要があると考えます。
なお、各施設や駐車場の利用料金は、施設の管理経費などに活用し、施設全体のサービス向上に努めてまいりますので、ご
了承いただきますようお願いいたします。

2019/2/12

2018/11/15 スポーツ振興課

2018/12/14

スポーツ振興課
総務管理課

2018/12/27 総務課

2019/3/15 みち・みどり室

