
 
第 2回分科会 目的地・ゾーン 一覧表 

 

商業施設 
ゾーン 目的地 出所 

1(西部) 2(中部) 3(東部) 4(北部)

箕面駅周辺商店街 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第２位 

自治会アンケート第６位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

かやの中央（visola） Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第３位 

自治会アンケート第１位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

桜井駅周辺商業施設 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第６位 

自治会アンケート第１２位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

牧落駅周辺商業施設 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第７位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

船場団地 

（SSOK、 

ビーバーワールド等） 

Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第５位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

小野原周辺商業施設 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート１１位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

今宮周辺（コーナン） Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述 
分科会での議論 有・○無  

    

粟生間谷周辺商業施設 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第１５位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

箕面森町地区センター Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述 
分科会での議論 有・○無  
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医療施設・福祉施設 
ゾーン 目的地 出所 

1(西部) 2(中部) 3(東部) 4(北部)

松寿荘 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第３位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第１６位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

みのおライフプラザ 

（総合福祉保険センター等） 

Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第４位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第７位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

市立病院 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第２位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

      

      

交通施設 
ゾーン 目的地 出所 

1(西部) 2(中部) 3(東部) 4(北部)

阪急 箕面駅 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第１位 

自治会アンケート第３位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

阪急 桜井駅 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第４位 

自治会アンケート第９位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

阪急 牧落駅 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第５位 

自治会アンケート第１０位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

モノレール 豊川駅 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第１３位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

モノレール 彩都西駅 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先自由記述 

自治会アンケート第８位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

  
    

  
    

 



公共施設（1） 
ゾーン 目的地 出所 

1(西部) 2(中部) 3(東部) 4(北部)

市役所 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第１位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第４位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

かやの中央 

（市民活動センター） 

Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第３位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

メイプルホール Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第５位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

中央生涯学習センター Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第５位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

箕面文化・交流センター 

（西部子育て支援センター等） 

Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第６位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

東生涯学習センター Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第７位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

東図書館 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第７位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

らいとぴあ21 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第９位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

ヒューマンズプラザ 

（子育て支援センター等） 

Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第１０位

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

豊川支所 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第１１位

希望行先 第－位 

自治会アンケート第１４位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

 

 



 

公共施設（2） 
ゾーン 目的地 出所 

1(西部) 2(中部) 3(東部) 4(北部)

市役所第三別館 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第１３位

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

西南図書館 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第１４位

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

中央図書館 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

桜ヶ丘公民館 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

サンプラザ（郷土資料館） Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

グリーンホール（市民会館） Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

止々呂美支所 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

萱野南図書館 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 有・○無  

    

  
    

      



 

レクレーション施設 

ゾーン 目的地 出所 
1(西部) 2(中部) 3(東部) 4(北部)

第一総合運動場 

（スカイアリーナ） 

Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第 15 位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

第ニ総合運動場 

（テニスコート） 

Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述

分科会での議論 ○有・無 

    

市民体育館 Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述 

分科会での議論 有・○無  

    

市民プール Ｍバス利用者アンケート  現状行先 第－位 

希望行先 第－位 

自治会アンケート第－位 又は 自由記述 

分科会での議論 有・○無  

    

      

      

 


