
R4.1.23 北小校区タウンミーティング・アンケートの意見と回答

NO. 内容 担当 回答

1

①バス路せん再編によって切りすてられる地区

の人はどう対応するのか？（阪急バスは株式会

社、市は公的ですよね？）

②住みつづけたい街づくりといいつつ、教育か

らお金をけずるのは矛盾してませんか？（公立

保育園は充足してます。）

③ロータリー整備のお金はどっから出したか教

えてほしいですよ。道路補せいひでしょ？

④観光バスなんて来ないロータリーにいくらつ

かったのか？経済効果あったのか？ないでし

ょ。

⑤ゆずるバスは介護保険からお金を出している

ときいていますが、土日は走らないのにどう補

管するのか。

⑥全部きめてから市民におろすのはやめてほし

い。市長は市民のために、市役所は市民のため

のサービス。もののことはものに聴くんでし

ょ？ある議員がいってましたが、しっかりやっ

てください。回答をしっかりとして頂くことを

希望します。

①交通政策室

②保育幼稚園総務室

③道路管理室

④道路管理室（ロー

タリー）

箕面営業室（経済

効果）

⑤交通政策室

⑥市民サービス政策

室

①利用者が少なく阪急バスの営業路線としての運行が

難しいことが想定される地域・路線については、オ

レンジゆずるバスでの代替や他の路線との統合な

ど、利用実態に応じた代替手段を検討し、移動手段

の確保を目指してまいります。

②保育園・幼稚園の良さを併せもつ認定こども園とし

て、利用しやすい園を整備していきます。

③箕面駅前広場整備工事は、道路安全対策事業で整備

を行っています。

④箕面駅前広場整備工事にかかる事業費は、約 3,400

万円でした。

（道路管理室）

箕面市では経済効果について調査していません

が、大手旅行会社によると、一般的な 2時間の日帰

り旅行における 1人当たりの消費金額は約 4,000 円

と聞いています。

箕面紅葉狩りバスツアー及び団体ツアーでのワン

ウェイ滝道観光の利用人数で計算すると、令和３年

度紅葉シーズンの市内の経済効果は、ツアー料金を

含めて約 914 万円、さらに一般的な経済波及効果

は、その約 1.7 倍の 1,510 万円と見込んでいます。

（箕面営業室）

⑤現在のオレンジゆずるバスについて、土曜日は平日

と同じルート・ダイヤで運行しています。日曜・祝

日については、当初、平日と同じ運行をしておりま

したが、利用者数が少なかったことから、運行の廃

止も含め検討を行った結果、日曜、祝日について

は、買い物や娯楽活動が主な目的であったことか

ら、お買い物バスとして効率的な現在のルートで運

行しております。

⑥これまでも、事案に応じてパブリックコメントの実

施や説明会の開催などを実施してきたところです。

今後も、適切な情報提供と意見聴取に努めます。

2

①箕面市の新しい政策を知ることができて良か

った。ギャラリーに関して美術協会員の高齢化

も進んでいるので、ギャラリーに関するアナウ

ンスをできるだけ早くしてほしい。

②サンプラザの改修中～後の市民展の会場等の

確保をよろしく。

①②文化国際室 ①箕面船場阪大前駅のエントランスには、地下階の一

部を活用してギャラリー等を整備します。現在レイ

アウトや利活用方法について、関係団体や市の関係

部局と調整のうえ検討を進めており、具体的な計画

が固まり次第、市民の皆さんにお知らせしていきま

す。

②みのおサンプラザ 1号館建替中の会場については、

出品者や来場者の交通利便性、美術品展示の使い勝

手の良さなど総合的に考慮しながら箕面市美術協会

と協議の上決定します。また、建替後の会場確保に

ついては、サンプラザ建替後の公共施設の再配置案

に基づき検討を進めます。

3

中央線の葉かりは年 2回やってもらいたい。 道路管理室 ・市道上の街路樹の剪定については、「箕面市街路樹

管理要領」の「剪定の優先順位」に基づき、対応を

行っています。現在、市では年 2回の剪定を行って

いる路線はありませんが、市民からの要望がありま

したら、職員が現地を確認し、剪定の要否を検討い

たします。



NO. 内容 担当 回答

4

街路樹バッサイ、近隣者にアンケート？ことば

一言も市民にない！！

道路整備室 ・市道中央線は、自動車交通量が多い道路であり、自

転車利用者の多くは車道より歩道を利用するため、

歩道内において自転車と歩行者、自転車と自転車の

接触事故の危険性が高まっていました。

・市役所～稲 1丁目交差点間においては、まちなかの

緑としての街路樹の大切さは十分に認識しつつも、

限られた幅員内での歩行者・自転車・車両の安全な

通行確保を目的とした整備であることから、止む無

く街路樹を伐採しました。

・伐採については沿道住民や自治会に工事内容の説明

を行い、理解を得ながら進めたものです。今後の整

備においても街路樹の存置については、沿道住民の

意向を確認した上で決定していくことが肝要と認識

しています。

・なお、今回実施したアンケートは、本整備の効果検

証を行うため、当該道路を利用する方が多いと考え

られる市道中央線の阪急箕面線の踏切から国道 171

号までの区間の沿道住宅と自治会にアンケート用紙

約 500 枚を配布し、222 件の回答をいただいたもの

です。それに加え、実際に通行されている方 18 名

にもアンケートに回答いただいており、回答総数と

して 240 人の方の意見を集計しています。

5
参加者（若者）を増やして意見を聞きたいで

す。

市民サービス政策室 ・若者を対象としたタウンミーティングの開催も、現

在検討しています。

6
当時者の意見を聞いてから始められるよう担当

の方々にお願いします。

市民サービス政策室 ・パブリックコメントの実施や説明会の開催などに努

めてまいります。

7

①街路樹問題がたくさん出たが、私も中央線な

どその他、街路樹が切られる事を残念に思って

居ます。今後、近所の意見だけでなく、箕面市

民全体の声も聞いてほしい。

②たいへん良い会でした。今後も何回も行って

ほしい。すばらしい箕面のために。

①道路整備室

②市民サービス政策

室

①歩行者・自転車・車の安全を最優先事項と考えて道

路工事を実施することから、やむなく街路樹を伐採

する場合がありますが、伐採については沿道の住民

や自治会に工事内容の説明を行い、理解を得ながら

進めたものです。今後の整備においても街路樹の存

置については、基本的には、沿道の住民や自治会の

意向を確認した上で決定していきます。また、沿道

の住民や自治会以外に対しては、対象樹木に伐採す

ることを標示するなど、情報提供に努めます。

②タウンミーティング開催の回数や手法については、

参加者の満足度を高められるよう今後も最適な方法

を探りつつ、適宜ブラッシュアップしていきます。

8

①観光活用と防災、山麓の活用、具体的なビジ

ョン、散策コースの整備

②こども達が山で楽しめる、山の自然を知る、

活動できるカリキュラムを

③桜通り（箕面今宮線）桜を残しながら歩道の

整備をして欲しい。

①箕面営業室、公園

緑地室

②青少年育成室

③道路整備室

①本市が有する観光資源の活用など、本市のさらなる

観光施策の充実発展に向け、来年度「（仮称）箕面

観光戦略」の策定に取り組んでまいります。

（箕面営業室）

ハイキングコースのうち箕面市で所管する箇所につ

きましては、NPO 法人みのお山麓保全委員会の協力

をいただきながら、危険木の撤去やコースの修繕等

をおこなっています。

（公園緑地室）

②青少年教学の森野外活動センターで実施していた小

学生のサマーキャンプなどの青少年健全育成事業

は、引き続き実施します。

③箕面今宮線の街路樹は、老木化し、倒木や折れ枝の

恐れのある街路樹や大木化し歩行空間の狭さくやバ

スと乗用車が離合する際に支障のある街路樹も見う

けられることから、交通安全上必要な場合は伐採・

撤去が必要と考えています。

また、本路線においては、特に車椅子やベビーカ

ーの利用者などの方がバリアフリーの観点から安全

に通行できる歩道がないことから、人道的な課題と

して歩行空間を確保する必要があり、整備にあたっ

ては街路樹を存続することが難しくなっています。

今後、街路樹の取扱いについては、幅員の状況等

を十分に確認し、地元の意見をしっかりと伺いなが

ら、残すことも視野にいれて判断し、進めていきま

す。



NO. 内容 担当 回答

9

サンプラは北小地区住民が集う最良の場所です

が、無くなるというのは残念です。

地域活性化室、生涯

学習・市民活動室

・現在、区分所有者と建替事業協力者で建替をするか

どうかを検討中です。より良い施設になるよう、引

き続き検討してまいります。

10

建替え後もこの近くに集える場所を確保して欲

しいです。

地域活性化室、生涯

学習・市民活動室

・需要の高い公共施設は再配置できるよう検討してい

るところです。

11

サンプラ立替に伴う 8F の施設及び地下施設に

ついて代替施設をお願いします。（市老連の活

動場所）

地域活性化室、生涯

学習・市民活動室

・建替後の公共施設の再配置について検討を進めつ

つ、８階の大会議室をはじめ現施設の利用状況を勘

案し、建替中においても、なんらかの代替の確保を

含めどのような対応が出来るか検討を行っていると

ころです。

12

阪大船場駅の駅前広場整備の中で、ランウェー

ファッションショーの通路の説明がありまし

た。この通路の利用について、問題なく利用で

きる企画を実施していただくようお願いしま

す。（にぎわい造り）

北急まちづくり推進

室

・今後検討してまいります。

13

箕面市立病院の移転に関しまして、経営的な対

策も大切かと思いますが、健康長寿をめざして

の診察の中身の充実と心身共の健康をめざす内

容を実現して頂けますようお願い致します。

新市立病院整備室 ・現在、新市立病院整備審議会において、新病院の役

割や機能等について議論いただいているところで

す。船場という立地を生かして、様々な医療・健康

サービスと連携しながら、高度かつ質の高い医療を

提供し、地域医療の中核を担っていける病院となる

よう、検討してまいります。

14

西小校区ですが、都合参加しました。35 人学級

を揚げられていますが、今子供のクラス 39 人

です。4クラスすベてほぼ 38-39 人です。基本

方針反しませんか。期中に、転入生がある事が

多いので、想定して組織して下さい。

教職員人事室 ・本市は、令和３年度は小学３年生までの通常学級を

３５人学級としています。また支援学級にも担任が

おり、学級編制上は通常学級と支援学級は別カウン

トとなります。

・本市では障害のある児童もない児童も共に学び、共

に育つことを大切にしていることから、支援学級在

籍児童は通常学級で共に学んでいます。

・このことから、通常学級在籍児童と支援学級在籍児

童を合わせると３５人を超えるケースがあります。

ご理解くださいますようお願いします。

・また、学級編制は 5月 1日時点の児童数が基準とな

るため、5月 1日以降の転入生を見込んだ編制を行

うことはできません。

15

市長の説明が長すぎる。（40 分）会の目的は市

民からの声を聞き、議論することでは。15-20

分以内とすべき。

市民サービス政策室 ・タウンミーティング開催の回数や手法については、

参加者の満足度を高められるよう今後も最適な方法

を探りつつ、適宜ブラッシュアップしていきます。


