
開催日時：　令和３年（２０２１年）１１月６日（土）１８時～１９時３０分

開催場所：　コミュニティセンター西南小会館「かがり火の家」

出席議員：　尾﨑、船瀬、牧野、中井、神代、岡澤、楠、山根

参加者数：　１７人

テ ー マ  ：　特に設定なし

番号 項目 ご意見 回答 回答部局

 西南：１ 議員定数・報酬
箕面市議会の人員数は妥当なのか、現在の人数では多いとも思える
が、２割くらいは減らせるのではないか。報酬も妥当な金額なのかどう
か、検討してほしい。

議員定数・報酬については、過去から議論を重ね、定数等の削減も実施してきたところです。加えて、前任期では改めて定数・報酬を検討する
プロセスを明確化して今任期への引継ぎ事項としたところであり、今任期中に議員定数・報酬に関する検討プロセス（箕面モデル）を実施し、今後の
あり方を議論する予定です。

議会

 西南：２ 北大阪急行線延伸
北大阪急行線の延伸工事は１１２億円の増額となり、この原因は材料
費の高騰などと言われているが、本当に妥当な金額であるのか、無駄
遣いがないようにしてほしい。

北大阪急行線延伸に係る増額等については、特別委員会等において確認をしています。今後は、材料費や工事費の増減に対し、より明らかな妥当性
を示すため第三者評価制度を通じ、引き続き審議していきます。

議会

 西南：３ 桜井駅前再整備
桜井駅前のロータリーの整備は、車が来るだけでなく人も来るようにし
ないといけない。人が増え、まちが発展するようにしてほしい。

総務常任委員会として市の担当部局へお伝えしました。また、公共交通と周辺のまちづくりについては、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：４ 桜井駅南口の設置
阪急桜井駅に南口を設けてほしい。昨今は、阪急箕面線では準急が廃
止されたり、大阪梅田駅への直通列車が減少したりしているが、箕面市
民の力で元に戻してほしい。

議会で以前から取り上げています。今後も議会審議・議会活動の参考とさせていただきます。 議会

 西南：５ オレンジゆずるバス
オレンジゆずるバスに関し、乗り放題プランを平日も使えるようにしてほ
しい。牧落も通るようにしてほしい。逆回りや本数を増やしてほしい。

今後の議会審議・議会活動の参考とさせていただきます。 議会

 西南：６ 道路・歩道の管理
半町二丁目交差点と瀬川二丁目交差点に設置されているポールにぶ
つかる自動車があるので、もっと目立つ色のポールを設置すべき。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、道路の整備・管理については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：７ 道路・歩道の管理
半町の西国街道は頻繁に自動車が脱輪し、道路拡幅が悲願である。
溝にフタをしたり、一部箇所を拡幅して、自動車同士ですれ違えるよう
に待機できるスペースを作るなど、対応してほしい。

半町の西国街道で道路有効幅員が「4.0ｍ未満」の箇所については、今後沿道の建物が建て替えられる際に、「狭あい道路拡幅協議」を行い、将来的
に道路有効幅員「4.0ｍ以上」を確保してまいります。
また、待機スペースを作る場合は、新たに用地を取得するための財源の確保や、対象となる土地所有者のご理解とご協力が必要となります。
なお、交差点付近の離合が困難な箇所については、側溝の蓋がけを行う等の対策が必要と考えていますので、沿道住民のご協力のもと、対応を検討
してまいります。

みどりまちづくり部

 西南：８ 道路・歩道の管理
半町四丁目のＴＯＴＯのところに出てくる道路は、子どもが遊んだり大人
も井戸端会議をしたり、非常に危険で騒音もひどく改善してほしい。ま
た、側溝の鉄板の上に乗って大きな音がして、騒音がひどい。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、道路の整備・管理については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：９ 道路・歩道の管理
半町の交差点からフレスコの前を通って阿比太神社の方へ続く市道に
ついて、歩道が経年劣化や根上がり等の原因で波打って歩きにくくなっ
ており、改善してほしい。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、道路の整備・管理については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：１０ 道路・歩道の管理
地域の市道でアスファルトが劣化してめくれているような箇所があって、
普段、通行に不便を感じているところだが、補修されない。箕面市の市
道の補修の基準が知りたい。

市道の補修について、市民から補修要望をいただいた場合は、職員が現地確認を行った上で、「舗装の劣化」、「ひび割れ・くぼみ」等の状況により、補
修の可否を判断していますので、ご要望等があれば市にご一報ください。

みどりまちづくり部

 西南：１１ 公園管理
半町北公園の木が大きくなりすぎて、すぐに枝が伸びてくる。電線にも
あたっているので、もっと短く切るよう剪定してほしい。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、公園管理のあり方については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：１２ 公園管理
瀬川北公園は夏になると雑草が生い茂ってしまうので、草刈りを行うス
パンをもっと短くしてほしい。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、公園管理のあり方については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：１３
スケートボードの利
用

瀬川中公園でスケートボードをする子供たちがいて、その騒音で何件
か苦情が来ている。スカイアリーナまで行くのは大変なので、西南地域
にもスケートボードができる場所を整備してほしい。

令和３年４月１日から利用がスタートしましたスカイアリーナのスケートボードエリアも、現在、実証実験の段階であり、今後の展開が期待されます。議
会としても、スケートボードができる場所の整備は重要な課題と認識しており、引き続き担当部局と注視してまいります。

議会

 西南：１４ 土地活用
土地の高騰が起こっており、高さ規制や土地の高騰が弊害となって住
宅の購入が難しくなっている。市としてのサポートが必要。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、土地利用のあり方については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：１５ 土地活用 市の空き地をもっと有効活用してほしい。 今後の議会審議・議会活動の参考とさせていただきます。 議会
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番号 項目 ご意見 回答 回答部局

 西南：１６ 交通安全
半町三丁目や日商岩井マンション付近など、夜も昼も、阪急箕面線の
線路沿いの市道や国道１７１号を暴走族が走って騒音がひどい。

警察等との連携も必要な内容です。総務常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、交通安全事業については、議会でも注視して
まいります。

議会

 西南：１７ 交通安全
瀬川一丁目から瀬川二丁目にかけて、第一荘園橋などを池田市の高
校に通う高校生と思われる自転車が猛スピードで通行する。車の通行
も危険を感じる。

警察等との連携も必要な内容です。総務常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、交通安全事業については、議会でも注視して
まいります。

議会

 西南：１８ 交通安全
半町二丁目の箕面自動車学校を出た所の市道で走行してきた電動自
転車に追突された。電動自転車の走行の指導をＰＲすべき。

警察等との連携も必要な内容です。今後の議会審議・議会活動の参考とさせていただきます。 議会

 西南：１９ 交通安全
国道１７１号の箕面西南小学校前交差点、半町交差点、半町４丁目交
差点、以上３つの交差点は通行が危ない。歩車分離などの対策が必要
である。

警察等との連携も必要な内容です。今後の議会審議・議会活動の参考とさせていただきます。 議会

 西南：２０ 交通安全
瀬川一丁目の第一荘園橋の北側の三叉路は、一方に一旦停止の表示
があるが、止まらず進入してきて事故が起こったりしているので、一旦
停止をするよう取り締まりをしてほしい。

警察等との連携も必要な内容です。今後の議会審議・議会活動の参考とさせていただきます。 議会

 西南：２１ 交通安全
自治会内でカーブミラーの設置が必要と感じている交差点や三叉路が
数カ所あるが、カーブミラーの設置を希望してもなかなか設置されない
ため、カーブミラーの設置基準が知りたい。

カーブミラーの設置について、市民から要望をいただいた場合は、職員が現地確認を行った上で、「道路施設整備の優先順位付け基準」に基づき対応
をしています。
具体的には、「要望者の規模」、「通学路かどうか」、「事故の有無」等を判断材料として点数付けを行い、順位の高いものから設置を行っていますの
で、ご要望等があれば市にご一報ください。

みどりまちづくり部

 西南：２２  交通安全
半町四丁目２０番９号の角の十字路の交差点は、急な坂の為に危険
で、カーブミラーを設置してほしい。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、道路の整備・管理については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：２３ 河川
箕面川の今井水路の取水口の今井堰は、近年、池田市が工事をしたと
ころ、工事が中途半端な為に、その後も土のうが積まれたりしており、
もっとしっかりした堰を作るように求める。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、河川・水路の管理については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：２４ 河川
西南小地域内では箕面川に橋が４本架設されているが、第一荘園橋だ
け橋桁が川の中央に設置されており、橋が川の水流の影響を受けて危
険であり、橋脚の付け替えが必要。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、橋を含む道路整備・管理については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：２５
オレンジゆずるタク
シー

オレンジゆずるタクシーを利用しようとしても予約が取れない。高齢者
が病院に行かれる時間帯と学校の登校で利用される時間帯が同じな
ので、ほとんど利用できない。少し改善してほしい。

民生常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、地域公共交通のあり方については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：２６ ベンチの設置
西南小校区でも高齢化が進んできているが、高齢の方がスーパーにお
買い物に出かけたり地域を散策する際に、適宜、休憩を取ることができ
るよう、ベンチの設置を増やしてほしい。

建設水道常任委員会として市の担当部局へ現状をお伝えしました。また、地域のバリアフリー施策については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：２７
ささえあいステー
ション

ささえあいステーションは、現在、市内の８箇所の小学校区で運営され
ているが、西南小学校区にも高齢者や障害者がおられるので、早くささ
えあいステーションを作ってほしい。

ささえあいステーションは、地域共生社会の実現をめざし、「住民主体、住民が主役の地域の支え合い体制を構築すること」を基本方針に、日常生活圏
域である１４校区すべてにおいて複合化・複雑化した支援ニーズに対応できる包括的な相談・支援体制を構築することを目的としており、全市展開に向
けて検討していきます。

健康福祉部

 西南：２８ シニア塾 シニア塾は非常に良い取り組みであり、充実させてほしい。 講座内容のさらなる充実を市の担当部局に申し入れます。 議会

 西南：２９ 民生委員
西南小校区の民生委員は、現在、３名もの欠員が生じているが、民生
委員のなり手がない。子育てサロンや一声訪問活動、高齢者の安否確
認のためにも、民生委員の確保が急務である。

早急な欠員補充をめざし、民生委員・児童委員推薦会を中心に、現役の民生委員・児童委員や地区福祉会、自治会など地域の団体の方などにご協
力をいただきながら候補者の選定、選出に努めております。

健康福祉部

 西南：３０ 自治会
自治会に勧誘するのが大変難しい状況が続いているので、自治会加
入で上手くいった成功事例を情報提供してほしい。

自治会加入率の低下は全国的な傾向となっており、即効性のある成功事例が見当たらないのが現状です。
各自治会における特色ある取組や事例については、市ホームページ「自治会よろず情報」や、不定期発行の「自治会ニュース」等でお知らせしていま
す。今後も、加入者増の成功事例などありましたら積極的に周知するよういたします。
なお、本市では「自治会加入促進チラシ」を作成しております。勧誘のために使用を希望する場合は、必要部数を自治会にお渡ししますので、市民部
市民サービス政策室（072-724-6179）までご連絡ください。

市民部

 西南：３１
新市立病院の建て
替え

箕面市立病院の移転建て替えに際し、歯科・口腔外科を新設してほし
い。お隣の池田市民病院にはあるが、箕面市では、中井武兵衞市長の
時代に民業圧迫を理由に避けたと聞く。

民生常任委員会として市の担当部局へお伝えしました。また、市立病院の運営については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：３２
マイナンバーカード
の利用

マイナンバーカードの普及を推進しているが、もっと利便性を向上でき
ないか。例えば、新型コロナウイルスワクチンの接種証明は、証明書だ
けでなく、マイナンバーカードでの証明もできないか。

民生常任委員会として市の担当部局へお伝えしました。また、行政のデジタル化については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：３３ 集団登校
密を避けるための個別登校は、仲の良い児童同士が密集して歩いてい
るので逆効果である。低学年の登校にも不安がある。集団登校の方
が、児童が整列して前を向いて歩く。

重要な課題と認識しており、担当部局と注視してまいります。 議会



番号 項目 ご意見 回答 回答部局

 西南：３４  ＩＣＴ教育
タブレットは視力の低下が心配。TomoLinksは良いソフトだがブラッシュ
アップが必要。オンライン授業は取り残される子どもがないようケアが
必要。オンライン授業より少人数学級を推進すべき。

市では、健康被害防止のため、日頃から教員が児童生徒に対して、端末を使用する際は正しい姿勢で画面と目との距離を保つことや画面を見続ける
ことがないように指導しています。また、オンライン授業は、これまで映像と音声の送受信でしたが、これに加え、オンライン上での課題プリントの配付
や児童生徒が画面上で解いた課題を教員が添削し、個別に指導したりと、教室での机間指導に近い双方向のやり取りが可能となっており、さらに、教
室での授業やオンライン授業を録画したデータをそのクラスの児童生徒に限定して安全に公開する機能もあります。欠席した際に授業内容を動画で確
認することが可能となっていることから、これらの機能を活用しケアをしていきます。なお、少人数学級については、国の動きに先駆けて、令和３年度か
ら小学校３年生を３５人学級にし、令和７年度に向け順次学年を拡大することにより、全学年を３５人学級にしていきます（１、.２年生は実施済）。

子ども未来創造局

 西南：３５ 保育所
保育園の入園の際の選考基準が点数化されているが、これが不明確
で、希望の園に入園できたりできなかったりするため、選考基準を公表
するようにして欲しい。

保育園入園の選考基準については、子ども総合窓口で公表しています。今後、市ホームページでも公表できるよう調整していきます。 子ども未来創造局 保育幼稚園利用室

 西南：３６ 子育て
西南生涯学習センターのプレイルームが、この間、ワクチンの接種会場
で使用制限されているが、もっと使えるようにしてほしい。出張子育て広
場も回数を増やしてほしい。

この間の新型コロナウィルス感染症の影響により、子育て世代の皆様方にはご不便をおかけしていることと存じます。重要な課題と認識しており、担当
部局と注視してまいります。

議会

 西南：３７ 子どもの見守り
西南小校区では、小学生の登下校の見守りが少ないと感じている、池
田市内や箕面森町などでは、もっと地域ぐるみで登校の見守りをした
り、ミニパトを走らせたりしている。

地域の見守り活動の機運を醸成できますよう、今後の議会審議・議会活動の参考とさせていただきます。 議会

 西南：３８ 子どもの貧困
子どもの貧困が言われる昨今、生理用品を用意できない子どももいる
と聞くが、箕面市でも、市内の各小学校中学校で生理用品を配布する
べきではないか。

市では、小中学校の保健室にて生理用品を配布しており、児童生徒には保健の授業など、体の成長を正しく理解する学習と併せて、生理用品がない
ときには保健室に来るよう伝えています。また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う長期的不況等による経済的困窮で、生理用品を買うのに苦労を
している女性の「生理の貧困」が問題となっているため、希望者に無料で生理用品を令和３年９月２７日（月曜日）から配布開始しています。

子ども未来創造局

 西南：３９ 児童虐待
摂津市で今年８月に児童虐待の事件が発生したが、市と警察の連携が
不十分であったと聞く。この点、箕面市でも、箕面警察と市職員の交流
や交換人事をするべきではないか。

今後の議会審議・議会活動の参考とさせていただきます。 議会

 西南：４０ 史跡の維持管理
弁慶のかがみ水や牛まわしの石などの史跡は、箕面市にとり非常に大
切なものなので、看板の確認や草だらけにならないよう管理や整備を
しっかり行ってほしい。

市の歴史を知る上で大切な地域遺産ですが、弁慶の鏡水は私有地、私道にあり、所有者全員（相続等を含む）の同意が得られていない現状があり、
草刈り等は実施できていません。
牛回しの塔は市有地内にあるものの、地域住民の信仰上の構造物であり、地域が主体的に保存管理すべき文化財と考えています。

子ども未来創造局 郷土資料館から回答があったため、分類②から③に変更

 西南：４１
地域防災ステーショ
ン

地域防災ステーションを瀬川一丁目にも設置してほしい。とくに言えば、
瀬川緑地や玉川公園に設置を求める。

地域防災ステーションは、平成２５年度から平成２８年度にかけて、設置を希望する自治会、マンション管理組合と相談及び協議を進めながら、延焼の
恐れがない一定規模の空間が確保された公園などを選定し、市域に万遍なく整備しました。また、地域防災ステーションは、避難所ではなく、災害時の
一時的な活動拠点ですので、住民数に応じて設置数を増やすものではありません。しかし、一斉設置した当時から大きく周辺状況の変化等があった場
合は、財源や場所等の確保を含めて、新設等の検討をしていきます。なお、瀬川緑地公園と玉川緑地公園は、公園の面積の関係から設置の考えはあ
りません。

総務部

 西南：４２
地域防災ステーショ
ン

半町一、二、三丁目地域には地域防災ステーションがないため、半町
北公園に地域防災ステーションを設置してほしい。

地域防災ステーションは、平成２５年度から平成２８年度にかけて、設置を希望する自治会、マンション管理組合と相談及び協議を進めながら、延焼の
恐れがない一定規模の空間が確保された公園などを選定し、市域に万遍なく整備しました。また、地域防災ステーションは、避難所ではなく、災害時の
一時的な活動拠点ですので、住民数に応じて設置数を増やすものではありません。しかし、一斉設置した当時から大きく周辺状況の変化等があった場
合は、財源や場所等の確保を含めて、新設等の検討をしていきます。

総務部

 西南：４３ 窓口職員の対応
箕面市役所の窓口の職員の市民対応が、マニュアル通りの対応や型
通りの対応となっており、臨機応変な対応ができていないように感じる、
窓口職員の教育をしてほしい。

定型的な業務については、マニュアル等を活用し、職員の対応に差が生じないよう努めています。
判断が難しい事例に対しては、担当者だけで判断せずに上司等に相談し適切に対応するようしておりますが、今回いただきましたご意見を真摯に受け
止め、今後も市民サービスの向上に努めます。
なお、窓口職員については、定期的に接遇研修を行っており、窓口における市民満足度は令和２年度で90％以上を達成しています。

市民部

 西南：４４ 職員の技能強化
萱野汚水中継ポンプ場で、耐震化が不十分でボルトの規格違いが監
査で発見された。市の担当者がチェックできなかったと聞いたが、チェッ
クできるようにしてほしい。

建設水道常任委員会として市の担当部局へお伝えしました。また、職員の人材育成等については、議会でも注視してまいります。 議会

 西南：４５ 新改革プラン
公立幼稚園の認定こども園化や保育園の民営化は、市民に周知され
ているのか疑問である、もっと発信してほしい。市民への説明と意見の
聴取を実施してほしい。

市民への説明、意見聴取に努めるよう申し入れます。 議会

 西南：４６ 郵便ポストの設置
瀬川一丁目の瀬川荘園自治会内では郵便ポストがなく、普段の生活に
おいて不便を感じており、設置基準もあると思うが、郵便ポストを設置し
ていただけるようにしてほしい。

今後の議会審議・議会活動の参考とさせていただきます。 議会

人権文化部
子ども未来創造局


