2022 年 1 月

西須磨コミュニティ交通アンケート調査

自由意見



実施期間：2021 年 10 月 25 日～11 月 15 日



実施対象：一ノ谷町 1～4 丁目、潮見台町 1～5 丁目、関守町 1～3 丁目、高倉町 1・2 丁目、千守町
1・2 丁目、須磨寺町 1～4 丁目の居住者



配布数：4,500 票



回収数：1,099 票

自由意見（362 件記入あり）
※同一回答者の意見を分割して分類している場合があります。


【運行に賛成・利用したい】68 件




不便な地域ですので、是非コミュニティバス

急な坂道が多い潮見台町方面にもバスが来
てくれると嬉しい。

を利用したいと思っております。よろしくお



坂道が大変なので便利になれば助かる。

願い致します。



素晴らしい企画を立てていただき有難うご

坂道、階段が負担になってきました。コミュ

ざいます。脚が不自由な上、コロナ禍も重な

ニティバスが運行されるならうれしいです。

り外出が出来ず困っています。まず通院です

マイクロバス等、コミュニティミニバスがあ

が、他に買物や友人にあったりと、駅まで行

れば便利だなあと思います。

ければ行動範囲が広がり大変助かると思い



コミュニティバス運行されると助かります。

ます。色々ご苦労をおかけしますがどうぞ宜



坂が多いのでバスがあれば助かります。

しくお願いいたします。



須磨エリアの再開発とセットで。坂道が大変





以前より明石市のタコバスを利用し、大変便

だと感じることがあるので、バスがあるとい

利に感じており、同じような仕組みが須磨区

いなと思う。

内でも実施されないものかと考えていたと

年齢を重ね、足腰が弱ってきたので、早くコ

ころだった。居住エリア周辺には、急な坂と

ミュニティバスを走らせて欲しい。外に出る

狭い道、夜は暗い人通りの少ない道が多いの

のがつらくなるので。

で、須磨駅からの帰宅時に利用できると大変



買い物の帰りに利用したい。

安心で、便利になると思う。この制度が実現



須磨駅からの帰り道にバスがあれば、坂道な

されることを願っている。





ので楽だと思う。

自分が住む地域には、80 歳以上や 90 歳を超



帰りに利用したい。

えた方が、たくさん住んでいる。行きはバス



運行が実施されたらできるだけ外出したい。

停までなんとか歩いても、帰りはタクシーを



コミュニティバスが実現すれば大変嬉しく

利用することが通常だ。歩ける間はなんとか

思います。一日おきくらいに外出しています

歩こうという気持ちはあっても、いつできな

ので有難いです。是非利用出来る日を楽しみ

くなるかもしれない。不安をもちつつ、一刻

にしています。

も早くミニバスが運行されるのを切に願っ
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ている。

す。坂道の多い自宅かの外出は、行きは空の

JR 須磨駅からの帰途は、ほぼ毎回タクシー

荷物、帰りは荷物で乗り物があったらと思う

を利用している。しかし時間帯によっては、

日々です。定時に走る循環バスの設置が 1 日

長時間待つこともあり、コミュニティミニバ

でもはやく実現されることを願っています。

スが運行されることになれば大変ありがた

「足」があることで高齢者の外出が楽になり、

い。各自のニーズは様々だろうが、早急な運

増え、元気になると思っています。


行開始を願っている。




高倉町に住んでいる。JR 須磨駅からタクシ

物がだんだんと危なっかしくなって参りま

ーより安い値段でコミュニティバスに乗る

した。新鮮な野菜を自分の目で確かめて買物

ことができるとうれしい。駅から荷物を持っ

がしたいのですが、路線バスの運行されてい

て坂を上がるのはつらい。

ない地域にコミュニティバスが運行されれ

高齢で足腰が不自由になり、車もないので、

ばとっても有難い事です。日曜日の昼から月

坂道の上り下りに大変困っている。買い物、

に 1・2 回利用したいと存じます。よろしく

通院、銀行などに行くため、週に数回の外出

御願い申し上げます。


はタクシーに頼っている状態だ。経済的にも

計に歩きにくくなっている。坂道ばかりで困

間が決まっていれば待てる。どうか 1 日も早

っている。ヘルパーには毎日ほしい物を伝え、

いコミュニティバスの運行をお願いしたい。

買って来てもらっている。でも私も買い物に

バスとは別だが、道の途中で腰かけて休める

行きたい。


買い物も自分の目で見て、手に取って選ぶこ

いる。今は止まっているが、霊友会のエスカ

とができればありがたい。


車で行くにも道が狭く、ずっと上り坂のため

させていただいた。本当に助かった。

厳しい。市バスはかなり遠回り。お年寄り世

通院、買い物と今は何とか頑張っていますが、

代にはぜひとも必要な制度だと思う。免許返

コミュニティミニバスが運行出来るのであ

納が声高に言われているので、近くに商業施

れば、大変に嬉しい事ですね。マンションコ

設（スーパー）がない地域はこのような取り

ープ野村東側まで車が入ってきますが、そこ

組みは補助をもらっても続けて欲しい。


子育て中の夫婦です。ミニバスができるのを

免許の返上を考えています。ぜひ、コミュニ

とても楽しみにしている。西須磨地区は狭い

ティバスの早期導入をお願いします。

道も多く、車があっても不便なことが多い。

大変楽しみにしています。運転免許も返納し

多くの人が期待していると思う。


て不便な毎日です。ありがたいことと喜んで



高倉台のこども病院跡の商業施設など、自転

高齢者まで大勢の人が長年にわたって利用

まで運行出来れば便利ですが。



常時、折り畳み式歩行器を使用（要支援 2）。

ム下のトンネルの坂道には 3 か所設置されて
レーターが急坂の部分にあって、子どもから



私は障害を持っていて、手術をしてから、余

負担になっている。バスは間隔があっても時

ところを作ってほしい。山陽電車須磨駅ホー



78 歳の一人暮らしの老女です。自転車での買

子どもがおり、坂がきついので駅の方までち

います。出歩くことも多くなってくると思い

ょっと買い物に行くだけでも大変です。坂を

ます。体にも良いことと、今から期待してお

登り切ってくれるだけでも助かります。運行

ります。よろしくお願いします。

されたら利用したいです。

問 3 の西須磨エリアマップの中で、コミュニ



ティバスで行きたい場所を「1 つ」選ぶのに

小さい子どもや妊娠中はタクシーを使って
いたため、バスが通れば本当に助かる。



は迷いました。行きたいところが多いからで
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通勤や買い物、子どもの習い事等でぜひ利用



したいです。歩くには坂があってしんどいな
ぁ。雨が降っているから荷物が大変だなぁ。

であれば手離したいとおもう。高齢の方が坂

ベビーカーと抱っこ紐、毎日のことだからバ

道を登られる姿を見る度にお気の毒だと思

スがあると便利だなぁ。いろんな人たちがコ

っています。タクシー対応のクレームをよく

ミュニティバスで繋がれて、生活しやすい町

聞き、乗ることに戸惑いがあるので使えない。


になると良いなと思います。


と思います。今はまだ動ける年代なので利用

されれば、希望する場所と時間帯が合えば、

は少ないと思いますが、母の年代には一人暮

是非利用したいと思います。これから予想さ

らしなので必要だと思います。


で小型の市バスが運行されています。高齢化

できることを真剣に考えるべきだと思いま

する市民の生活を支えるため、定時運航のバ

す。自動車を一家に一台所有し、利用するの

スはますます必要になってくると思います。

は上記の状況にそぐわなくなってきたと思

駅から住居まで急な坂が大変だと言って、他

います。地球環境のためにも、車の利用をし

都市へ引っ越しされた友人もおりました。大

ない高齢者のためにも、交通弱者の解消のた

きな車両は不要と思いますが、高齢者の支援

めにも、コミュニティバスの導入が望まれま

のためよろしくお願い致します。


ニティバスができると外出しやすくなると

普段自転車を使っているので、雨の強い日な

思います。


車は所持しているが駐車場が無い店も多い


歩行の困難な方の交通手段としてはよいと

と思います。

思う（採用されるなら、環境を考えた電動バ

普段は自転車で移動しているが、雨の日に徒

ス等がよいと思う）
。


歩となるとかなりの距離を往復することに

このような取り組みは地域住民にとって有

なるので、又、タクシーの利用は経済的でな

益だと考えます。進めていただければ嬉しい

いのでミニバスがあると助かります！

です。


今は車に乗っていますがバスがあるとスー

一の谷はバスが不便で、歩けなければ寝たき

パー、離宮公園の他、散歩がてら出かけたい

りになると、一生懸命、真剣に散歩し運動し

と思いました。今はコロナで出られないこと

ている人が多いので、バスは必要。


があり、家に居るという事がとてもつらいと



年配の方が多い地域なので、コミュニティバ
スは必要だと思います。

ので、コミュニティミニバスがあれば便利だ



雨の日の買い物など、高齢者の方が、コミュ

ると共に、今後の進展にも期待しています。
どに通勤に使用するかもしれないです。



当地域と同様に坂の多い灘区や東灘区など

ると、私たちは自分達一人一人が日常生活で

す。実行委員会の皆様のご尽力に経緯を表す



坂の上にバスが来てくれたら将来は助かる

西須磨地域のコミュニティミニバスが導入

れる超高齢化社会と環境問題のことを考え



駐車場が少なく、もしミニバスが充実するの

実際に動き出すには困難があると思います

実感しました。バスは利用しながら散歩も出

が、身近な足として利用出来るように、特に

来る、最高にしあわせな事だと思います。早

高齢者に優しい運用を是非実現させて下さ

くバスが通ることを願っております。

い。


どの道も坂が多く元気なうちは良いが高齢

大変お世話になります。今後ますますコミュ

になると今の地域には住めないと思います

ニティミニバス利用は高まると思われます。

（引っ越しを考えています）。とても環境が

どうぞよろしくお願いいたします。


良いので、住み続けたいので、ミニバスが導
入されれば有難いです。

寒さも厳しくなるので、皆さんで有効に利用
できるようにと思います。
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バスは無くても不便はありません。但し、必



早く利用したい

要とされる方は多くいると思いますので、い



早くしてほしい。

い取り組みだと思います。



一日も早く実施される事を希望します。

西須磨地域のコミュニティバスは地域の状



可能であれば早期に！

況からみて、必要と思われます。しかし我が



1 日でも早く利用したい。

家は、道は急ですが、駅から近くルートも通



早く実現して下さい！

らないと思われるので、利用する機会はない



できるかぎり早く実現すればうれしい。

と思われます。急な坂道を喘いでおられる多
くの人たちを見ると早急な設置が求められ


ます。

【将来的には必要・利用したい】36 件

居住エリアや今の年齢から、現在は必要性を



感じないが、これから先（年を重ねた時）や

ないが、数年後に車の運転が出来なくなるの

生活の状況によっては、とても助かる交通手

で、その時にはお世話になりたいと思います。


段だと思う。まずは最も必要とされるエリア



交通機関を利用して目的地まで移動できる

と思う。

が、将来的に足腰が弱り、自力で行くことが

私は、年齢的にも、マイカーを運転できるこ

できなくなれば、コミュニティバスで通院や

ともあり、現在のところ利用する予定はあり

買物で利用することが充分考えられる。


きますが（58 歳・女性）
、あと何十年かした

だと思います。

らお世話になりたいと思っております。よろ

車を運転できない歳になった時に、この地域

しくお願い致します。


来を想像した時、ミニバスがあれば良いな～

コミュニティバスの運行準備活動ご苦労さ

と思っている。そういう思いで回答いたしま

まです。実施を楽しみにしております。今後

した。


現在は 50 代なので車がなくても自転車でな

れますので、このバスの運転は是非とも実行

んとか移動できているが、将来は必ず必要に

していただきたい。よろしくお願い申し上げ

なってくると思う。


ます。

今は元気で自由にどこでも行けていますが、

地域のコミュニティの活性化の案はよいと

足・腰が弱った時、コミュニティミニバスは

思う。社会人サークルとか集まれる機会が増

すごく大切な足になるんだろうなと思って

えると、須磨に対して興味ができたり、アイ

います。駅からも遠いですし、坂道ですので。


デアが出たりするのかなと思った。


現在は徒歩にて用を済ませているが近い将

ニティバスには賛成です。

は運転免許証返納者も増加してくると思わ



今はまだ自家用車で運転してどこにでも行

ない方にとっては、大変魅力的で有難い企画

は坂も多く本当に大変だと思うので、コミュ


現在は夫 69 歳、妻 64 歳なので、徒歩や公共

から、このようなシステムが実現してほしい

ませんが、高齢の方でマイカーの利用をされ



今の所、コミュニティバスを利用する予定は

今すぐに必要はないが、将来的に歩行が困難

時間をかけず早く皆様が利用出来るように

になった時には、バスがあれば便利でよいと

して欲しい。

思う。



実現してほしい。



是非、実現するよう期待しています。



早く実現して下さい。



早くお願いします。



現在は車を使用しているが、近いうちにバス
を利用するつもりでいる。



コミュニティミニバスは便利だと思う。うち
は狭い道ばかりを通行していて、今は利用し
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ないが、バスが運行していればいいなと思う。

年を老いてからは、あるとすごく助かるだろ

いつか利用させていただくことがあると思

うなと思う。

う。



将来利用させていただくかもしれません。

潮見台 4 丁目に住んでいる。まだ下りは十分



現在は使用する予定はないが、もう少し年を

に歩けているが、上りはきつい。しかも三宮

とると、あればよいと思った。


で買い物をすることが多く、ほぼ須磨駅より





タクシーを利用するため、料金がバカになら

自動車の免許証を持っているので、現時点で

ない。一日も早く実現してほしい。

はコミュニティバスを利用することはない

これから先、年齢的に総合病院に行くように

が、今後、年齢が上がった時に運転が難しく

なると思うので、その時に利用できれば大変

なる可能性もあり、自宅近くは坂がきついの

助かる。

で将来的には利用することもあるのかなと

現在は自動車を運転して、送り迎え、買い物、

思う。ご近所の方も高齢の方が多く、自転車

用事等をしているが、この先、自動車運転が

等を乗ることも困難な方も多いのであれば、

できなくなると思われる。1 年先程度だと思

コミュニティバスは大変便利だと思う。


う。その時、非常に便利だと思う。




先、子どもの習い事などに利用させていただ

年をとった時に必ず利用することを想定す

く機会があるかもしれない。


ございます。フレイル予防の為（笑）、日々頑

現在は利用予定はないが、将来的にスーパ

張って歩いております。今のところ「ミニバ

ー・薬局での買い物、銀行、病院などに利用

ス」の利用は考えておりませんが…ただ、将

できれば大変便利かと思う。

来的には特に夏場の猛暑が年々堪えるよう

現時点では利用予定はないが、年齢的に近い

になってきておりますので、
「ミニバス」のお

将来、利用させていただく時がくるように思

世話になることがあるかも知れません。「ミ

う。JR・山陽須磨駅からは、鉄道・バスを使

ニバス」の実現、応援致しております。


来的には全く利用しないとは言えないし、反

してほしい。

対する理由がありません。


一人暮らし。現在はミニバイクで鷹取駅前の

今は車も電動自転車もあり困らないが、年を

マルハチまで買い物に行っているが、いつま

取ってから運転ができなくなった時に駅や

で続くかわからず、いずれはお世話にならな

病院、スーパーに行ける手段が増えるのは良

くてはいけなくなると思う。ぜひ実現して下

い事だと思います。


今はまだ元気で動けているので、バスの必要

現在、一人暮らしであるが、まだ健脚で健康

性はあまり感じませんが、何年か後にそうい

維持のため、毎日徒歩生活を楽しみながら、

うものがあれば利用すると思います。（元気

足を強めているところである。近い将来や病

な今でもここの地域の坂道、特に登りはきつ

気をしたとき、コミュニティミニバスが運行

いですね）


していたら、とても心強いと思う。


今の状況では当面利用する予定がないが、将

磨駅の間に絞ってコミュニティバスを検討

さい。


実行委員の皆様のご尽力、本当にありがとう

いただけることに大変感謝している。

って概ねの場所へは行けるので、居住地と須



今は利用するタイミングがないのだが、この

今はまだ駅まで歩いて往復できるが、今後、
ると、コミュニティ（ミニ）バスを運行して



自家用車を所有しており、世帯で 2 人、普通

今のところ、徒歩、自転車、車などの交通手

今は必要を感じないが、将来必要になると思
う。



段を確保しているので、使う予定はないが、
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現在は必要としていませんが、数年後を考え





るとコミュニティバスの導入はしていただ



駅への運行をぜひお願いしたい。

きたい。買い物通院としての利用。



車を手離して、足は増々動きにくくなり、不

現在は利用予定がありませんが、近い将来利

便を感じています。山陽電車を主に利用して

用させていただきます。

いますが、JR 須磨まで歩くのはつらい。バス

今は車を使いますが、5～10 年後にはバスを

でもあれば大助かりです。ぜひ、コミュニテ

使うことになると思う。

ィバスで、須磨寺交番前での乗り降りができ

現状では利用しないと思いますが、先の事を

るようお願いします。


考えるとあると便利ですので、がんばってく




ださい。

とってもしんどいと思っておりました。駅前

まだ 10 年ぐらいは運転する予定ですので、

通りだけバスが走っているのが、なんと不便

不便は感じてませんが、将来はコミュニティ

な所だと痛感しておりましたので、この案が

バスがあれば利用したい。

現実になれば特に高齢者は有難いとおもう

年をとったら、そのうち利用させていただく

ことでしょう。私もその中の一人ですのでよ

かもしれません。コミュニティバスあったら

ろしくお願い致します！


いいなと思いますが、それまでに運行が始ま



を記入しました（現在、マイカーが有るので

ないかと思うと他人事のような感じです。

不要）。市バスや市営地下鉄の駅まで走って

現在は車に乗れるのであまり利用しないと

もらえると助かります。不可であれば、須磨

思いますが、免許を返納してから利用するこ

駅（G-8）まででも走ってほしいです。


今はまだ若く健康なので利用する機会はな

各駅もしくは駅近くへの往復のバスがあれ
ば、よく利用すると思う。



いと思いますが、須磨は坂も多くお年寄りも
多いので、あった方が便利とは思います。皆

月見山駅もスーパーや銀行があるので重要
だと思う。



が健康で安全に外出できるような街づくり


自分が 70 歳以上になったら利用したい場所

るか。または運行が終了になっているのでは

とになると思います。


JR 須磨駅に行くのにも歩かねばならなくて、

千守町 1 丁目の住民です。JR、山陽から関森

を目指してもらえるとうれしいです。

神社までが大変です。ミニバスが関森神社ま

今は車に乗れるので、利用はあまり必要とし

で来るのでしたら大いに利用したいです。


ないが、将来的に（20 年後には）買い物・通

須磨駅まで行けば交通手段があるが、須磨駅

院等に使うと思います。特に駅から遠い所は

山側が坂道で大変だ。関守町に住んでいるが、

坂がきついので高齢者には不便で、登るのに

須磨駅→トーホー須磨→桜道→グリーンハ

休憩されているのをよく見ます。毎回タクシ

イツへのミニバスがあればいいのにと思う。


ーに乗る訳にもいかないので、あれば助かる

使うとすれば通院・買物時なので使いやすい

人は多いと思いますので、ぜひ実現してくだ

ルートができたらいいなと思います。JR 須

さい。

磨駅までというルートもほしいです。

【行きたいと思う施設やエリア】167 件



JR 須磨駅、病院



須磨区役所まで運行してもらえると嬉しい。



JR 須磨駅



須磨区役所



JR 須磨駅



須磨区役所。



G-8 須磨駅



須磨区役所



G-8。三宮へ行くために須磨駅を利用するた



須磨区役所

め。



遠くて難しいかもしれませんが、須磨区役所
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が遠いので不便です。1 日 1 便でもよいので

スが通っていると助かる。マルアイの東須磨

入れてもらえるとありがたいです。

店がない！

区役所に行くことが高齢者は大変多い。高額



こども病院跡地に出来る商業施設

医療の手続きや名義の書き換え、死亡届など。



子ども病院跡地（ヤマダスーパー）
、ジョイエ

70 歳以上は、年をとるほど、本当に区役所に

ール月見山


行くことが多くなる。以前は自転車、今は山
陽電車を使っているが、行くたびに道に迷っ

行ってほしい。

てしまう。区役所前に停留所があると助かる。


こども病院跡地にできるヤマダストアーに



ラ・ムー（多井畑）や板宿（区役所）まで行

もうすぐできる高倉台のヤマダストアーに
行きたいです。

っていただけるとありがたいと思う（特別便



子ども病院跡地のショッピングセンター

的な）
。



高倉台の子ども病院跡地の商業施設



区役所、他区の図書館



オープン予定のヤマダストア須磨離宮公園



須磨区役所、須磨図書館



須磨図書館



須磨図書館

えると、買い物が 1 か所ですみそうでうれし



須磨図書館、ナナ・ファーム

い。



須磨区民センター、図書館、マルハチ鷹取店、

前店を候補に入れていただけるとうれしい。




（ニトリ）
、須磨中央郵便局






どこへ行くにも坂があるので、駅や買い物、



の商業施設など。我が家は駅が近いので「あ

この辺りに住んでいる人たちの生活にとて

ればよいな」という程度ですが、高倉町や一

も役に立つと思います。高齢化社会に伴いぜ

の谷のあたりの方々が便利になるようコミ

ひスタートさせてほしいです。子育て世帯に

ュニティバスはあった方がよいと思います。

は水族園行きや須磨図書館行きも有難いで



テラスマ高倉台にも行って欲しい。

す。いろんな世代の人たちが利用しやすくな



ヤマダストアーに行きたい。

ると良いなと思います。



高倉台ショッピングセンター（スーパー・医

市バス路線以外で考えると、坂道の多い高倉

療施設・飲食・レストラン等、12 月開設）




ラ・ムー北須磨店、旧こども病院跡地ヤマダ

文化センター・図書館周辺で利便性・必要性

ストア、業務スーパー塩屋北店、アグロガー

が高いのではと思う。

デン駒ヶ林店


旧こども病院、ナナ・ファーム。須磨駅周辺

北須磨（？）にできる新しいスーパーに行っ
てみたい。



こども病院跡に建設予定の施設へのバスが

明石市のたこバスのような気軽に使えるバ

欲しいです。

スが運行すると嬉しいです。北須磨エリアの

新規に開店予定のスーパー（旧こども病院跡

方面に行ってもらえると有難いです。


地）
。


須磨離宮公園や高倉台入口にオープン予定

病院へのコミュニティミニバスが出来れば、

に商業施設がない。


北須磨にできるヤマダストアーへはこのバ
スで行けたらよいと思う。

台・潮見台及び月見山駅周辺（方面）
、須磨区



今度オープンする「テラスマ」へ行ってもら

通院、板宿 3 ヶ所。日常の買物、板宿ダイエ

高倉台のこども病院跡地に商業施設ができ

ーと商店街。銀行、板宿。マルアイ、七ファ

るので、バスが走ると便利がいい。

ーム、丸八、マックスバリューは遠方で行き

子ども病院跡地にできるショッピングセン

にくいです。


ターの近くまで（ジョリーパスタあたり）、バ
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コーナン長田店、板宿商店街

A-17、I-1、C-17



山陽板宿駅まで行けるだろうか。



板宿、高倉台



A-17、C-12



板宿へ行きたい。自宅への坂道が急なので、



A-17、C-12

もし買い物目的で利用するとしたら、停留所



C-15

が坂の下にあるので、荷物も多いし、利用し



C-12

にくいなと感じる。そのあたりの工夫をお願



C-17、G-18 宜しくお願いします

いしたい。でも、自動車を持っていない家庭



G-18 ナナ・ファーム、C-12 三井住友銀行

や高齢者の通院など、とても便利だと思う。



帰りが上り坂で利用したい。C-12 から I-1 ま

自分達も高齢になっていくのでコミュニテ








で。

ィバスはとても良いと思う。安心してこの先



G-18、B-15、E-16

も住める。



A-17 松井整形外科

板宿駅もよく利用するので、板宿まで伸ばし



問 3 で今一番不便を感じるのは図書館行きだ

てもらったらと思う。板宿は駐車場が高いの

が、C-12 三井住友銀行、コープ須磨へもバス

で電車で行く。須磨も駐車場が少ないのでバ

があれば便利に利用できると思う（関守町在

スは皆が助かると思う。

住）。

I-1・J-1 須磨浦公園、F-15 水族園、C-12 三



車の免許を返納したので、お買い物が不便に

井住友銀行、A-17 マルハチ、G-18 ナナ・フ

なりました。高齢の為、坂道を荷物を持って

ァーム、C-18 ニトリ 車を運転できなくなっ

の帰宅が辛く、今後不安に思っております。

たときのことを思うと切実です。

コミュニティバスの運行を心より願ってお

買物施設 C-12、C-15、A-17 に、食料品・日

ります。
（行きたいエリア）C-12 銀行、E-16

用品の買物に行きたいです。

病院

ナナ・ファーム（G-18）
、須磨郵便局（C-18）
、



B-15 は 2 週間に 1 回程行きます。

三井住友銀（C-12）



体の具合が悪い時などは、この地域は本当に



C-12

不便だと思います。どこへ行くにも坂があり、



C-12 月見山の銀行、コープ。

この先、足や腰などの病気があるだけで、日



C-12、A-17、D-18、C-18

常生活そのものが大変になるかと思います。



E-13、G-18、G-16、A-17

今は自転車（電動アシスト付）に乗って、月



C-12、G-18

見山周辺やマックスバリュやマルハチなど



C-18、C-12、F-8

まで買い物に行っています。しかし、自転車



A-10、C-15、G-18、F-11、B-15、F-16

の運転も坂が狭くて急なので正直なところ



C-15、C-18、F-16、F-15、G-18、A-10、C-

怖い時もあります。毎日確実に運行してくれ

12、F-8

るコミュニティバスは、きっと心強い存在に



C-12、F-11

なると思います。スーパーマーケットや病院、



C-12、E-14 も行けるとよい。

駅、郵便局、銀行など、生活に密着している



G-18

場所へ行ってくれるとありがたいと思いま



A-16・17、C-18 も行ければ便利。

す。



I-2、D-7、D-11、A-10 エリア付近。



F-9

を返納します。その時は、ぜひコミュニティ



F-11。JR 須磨へ通院その他のため、よく利用

ミニバスを利用したいと考えます。行きたい

A-10。たまに須磨離宮公園へ行きたい。する。

施設やエリアは、B-15 文化センター、C-18
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今は車の運転が出来ていますが、いずれ免許




ニトリ・郵便局、E-16 新須磨病院

で、まずは帰路の利用からと思います。図書

西須磨→区役所（もしくは板宿）
、西須磨→鷹

館（現在は徒歩）、ナナ・ファーム利用も考え

取駅の直行などがあれば利用したい。

ています。


駅からの坂道が急で、途中、足をとめて息を
整えることが多くなった。老親はゆっくり頑

北須磨福祉センター、行動したいと思う。循

張って歩いてみたりしていたが、駅前のタク

環バス、賛成です。


シーに乗車するとワンメーターぐらいなの



須磨区役所、C-12、C-15、G-8、G-18 エリア、

マルハチ鷹取店（A-17）、須磨文化センター

で嫌な顔をされたりしていた。買い物につい

（B-15）
、マルアイ須磨若宮店（D-18）。利用

ても、コープ須磨やジョイエール月見山の近

料金は 1 回 100～150 円程度なら利用すると

くに行くバスがあれば便利だと思う。仕事で

思います。もしこの料金なら行きは徒歩、帰

東灘区役所によく行くが、20 分間隔だと、若

りはバス利用など使う頻度が増えると思い

い方、元気な方は歩くかもしれない。バスの

ます（少なくとも今の年齢では）。バス自体は、

大きさによっては、乗れなかったときに次の

あればとても便利だと思うのでぜひ実現し

バスを待てるかどうか？（特に夏や冬に）

てほしいです。


マックスバリュ須磨店…自宅から歩いて行
ける距離でないため、バスがあれば利用した

ナナ・ファーム、旧こども病院（新ショッピ
ング地域）



い。

広範に出かけられるのは駅（山陽でも JR で

コープ須磨、ニトリ神戸長田店、須磨郵便局、

もよい）までだが、週に 1 度程度はナナ・フ

ナナ・ファーム

ァーム、月見山コープへ行くバスがあれば便



買い物先は、月見山～マルハチ鷹取方面。

利だと思う。



私は一の谷 2 丁目ですが坂が大変なので、ミ





ニバスがあればとても助かる。私は今年 9 月



いです

で 90 歳になる。ナナ・ファーム、ニトリ神戸



B-15 地域へ行けると便利です。

長田店。



B-15（須磨区文化センター）、A-17（マルハ

私は視覚障害で、ガイドヘルパーと新長田ま

チ鷹取店）
、C-12（コープ須磨）

で週 1 回買い物に行っているが、品揃いなど



の点でナナ・ファームに行きたいと思う。


F-15、G-18、B-12。100 円だったら利用した

C-12（みなと銀行、三井住友銀行、コープ須
磨）



新長田かアグロの湯まで週一で連れてもら

JR 鷹取駅・ニトリ神戸長田店まで行って頂

いたい。

ければ、すごくありがたいです。ぜひお願い



コープ須磨

します。



須磨浦病院前⇔山陽須磨浦公園駅前を希望



します

須磨文化センター、図書館、ナナ・ファーム、
コープ須磨



別では新須磨病院（年一回）



神戸医療センター、名谷（パティオ）
。今は運

う場所。C-12（コープ須磨）目的は買い物。

転できているので不便をあまり感じないが、

行き 12-15 時、帰り 15-18 時。 C-15（須磨

近い将来、近くにスーパーがほとんどないの

区文化センター、図書館）目的は図書館利用。

で利用したいと思っている。坂がきつい。

行き 9-12 時、帰り 12-15 時。」







現在は、健康のため月見山方面等の買物には
徒歩ですが、買物後、荷物を持って替えるこ

コミュニティバスを利用して行きたいと思

新長田の西友やマルハチなどの大型スーパ
ーがあるところ。



とが年々少しずつ負担になってきましたの
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１時間に１本程度。ナナ・ファーム（G-18）



経由があると良いですね。

がとてもしにくい（徒歩→電車→徒歩）。コミ

B-15、C-12 桜道→キツネ坂→須磨駅→千守

ュニティバスが近くまで通ってくれれば、非

交差点→桜道…のルートが入っていると有

常に助かる。


難いです。


「通勤や買い物、通勤・通学などで～」であ

マルアイに行ってみたいです。まだ行ったこ

れば、西須磨小学校、鷹取中学校、北須磨小

とないのですが、歩くには少し距離があり。

学校、高倉中学校も加えてほしい。



新須磨病院





一ノ谷グリーンハイツから、区役所、新須磨

と回る」こともあるかと思います。特に桜の

病院、マックスバリュー須磨、ニトリ神戸長

季節など。須磨寺商店街を通るようにすると

田店を回れるアクセスが欲しい。

商店街の活性化にもなり良いかと思います。



コープ須磨、三井住友銀行

キツネ坂を通ってくれると有難いですが、山



ホームセンター、コーナン、アグロ

陽電車のガードの高さ制限があるので難し



三井住友銀行、マックスバリュー、コープ須

いかもしれませんね。シャトー・ド・メール

磨、林産婦人科にも利用したいです。坂道が

の南側も同条件です。


きつく大変なので運行して頂ければとても
助かります。将来的には子供の習い事に利用

潮見台からも、小学校や中学校までバスで行
けるようになるとすごく助かる。



したいです。


通勤通学、買物の他に「バスに乗ってぐるっ

現在、小学生の子どもがいる。鷹取中学校に

近辺にはホームセンターがないので、ホーム

入学予定なので、登下校時にコミュニティミ

センター行きがあれば助かります。（ニトリ

ニバスが運行されていると助かると思う。


以外、カインズやコーナン等）あとマクドナ

小中学校が遠いのだが、マイカーで行くこと

ルド行きやケンタッキーフライドチキンな

ができないので、コミュニティバスで行ける

どファーストフード店に行ける便もあれば

と助かる（参観日や個別懇談など）
。

ありがたい。毎日でなくても週 1 や月 1 でも



子供が小さいので、幼稚園や小学校なども考

須磨区役所行きもあると乗車する人は多い

えて頂けると嬉しいです。あと、網敷天満宮

と思います。

にあまり行ったことがないので、そこも候補



アグロガーデン

に挙げて頂けると嬉しいです。車で行きづら



神戸須磨本町郵便局。須磨区文化センター、

い感じがして足が遠のいているのですが、神

図書館。ジョイエール月見山。一ノ谷 2 丁目

社やお寺は定期的にお参りする方なので、バ

や潮見台町の友人宅へバスを利用していき

スがあると有難いです。


たいです。

図書館の帰りやマックスバリューの帰りに



ナナ・ファーム

使うかも？行くのに下りで楽なんですが…。



マックスバリュ須磨店、ナナ・ファーム

車を出すのが面倒、またはしんどい時、また



三井住友銀行、コープ須磨、マックスバリュ、

は子供だけで行くかも。あと想像ですが、小

マルハチ、ナナ・ファーム

学校に行くときの帰りに使えるかも？車を

すまいる保育園位まで須磨駅付近から出し

停められないし、自転車をもっていないので

てほしい。

（子が小さく）そのように思います。






近隣保育園への通園として利用できるバス
があれば便利です。

須磨シーサイドヒルズ、西須磨小学校、鷹取
中学校、離宮公園、三井住友銀行



西須磨小学校、須磨浦公園など



神戸女子大学に行きたい。



千守・関守・潮見台から鷹取中学校への通学



今現在は駅（JR 須磨）への往復にそれ程不自
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由は感じていませんが、近い未来に不便を感
じることと思います。駅や病院、購買施設、

用に便利


公共施設をめぐるバスが早く実現されるよ
う期待します。




病院、須磨駅前、コープ、買い物、市役所、



名谷駅周辺

図書館。料金は無料になるよう働きかけ、運



例えば垂水に行けるとありがたいです。すべ

動しましょう！

て揃っているところ（スーパー、駅構内）、オ

潮見台は坂が急なので、とにかく須磨駅まで

ールマイティの所のため、またできることな

運んでくれれば、助かる人が多数いると思う。

らコストコ等行きたい。



須磨海浜公園のテニスコートに通っていま
す。コミュニティバスが、例えば若宮小学校

交差点→さくら道→きつね坂→須磨駅→一

の辺りで途中下車できるのであれば利用し

の谷町→グリーンハイツ→須磨駅。

たいです。勿論テニスコートのとなりには、

潮見台、高倉台、グリーンハイツ方面。坂で

野球やサッカーに利用する球場もあります

乗り物（公的）がなく、高齢者には酷。とく

ので球場前のバス停があればなお嬉しいで

に病院・買い物に…。コミュニティバスがで

す。


JR 須磨駅から潮見台町を循環するバスがあ

温泉等の娯楽施設、市立図書館、須磨離宮公
園

ればありがたい。坂のきつい、狐坂の運行を



離宮公園。高倉台マクドナルド

ぜひお願いしたい。



離宮公園へ一年で数回は行きたい。理由は、

一ノ谷グリーンハイツ I-棟にいて、行き（主

近場で自然に触れる場所も良いと思います。

に須磨駅付近）に行く。降りるのは大丈夫だ

地域によってはバスもありますが、帰り等、

が、坂を上がるはしんどい。霊友会のエスカ

徒歩よりは年齢が重なると近くで乗り途中

レーターが動いているとある程度楽だが、今

で買物も可能なため、観光＋ショッピングと

はしんどい。須磨駅付近からグリーンハイツ

たのしめることも出来ると思います。


へのアクセスを何とかしてほしい。




JR・山陽・バスともに使える。須磨駅→千守

きれば助かる。


市営地下鉄名谷駅へのアクセスが悪いので、
名谷までのバスがあってほしいです。

安ければ使える。須磨は便利だ。駅に行けば、



須磨パティオ（名谷）
、買い物、銀行、病院利

今は須磨寺のお墓まで歩いて行っているが、

バス停が、シーサイドヒルズがあればすごく

今後、年をとるにつれ、歩くのがしんどくな

助かりますし、利用頻度が増えそうです。須

ると思う。お盆やお彼岸の時だけでも JR の

磨海浜公園あたりもかなり使用したいと考

駅あたりから、１時間に１本くらいでもバス

えています。

があればよいのになと思う。



名谷のジェームス山



ジェームス山のイオン

（高倉台）
。平年オープンの高倉台スーパー。



ジェームス山のイオン、コウナン等。板宿周

子供の頃から「バスが通っていれば」と思っ

辺の区役所近辺。

てました。実現してほしいです。






有馬温泉…少し遠いですね。アルプス横尾山

地区外となりますが、ジェームス山イオン、



温泉施設、名谷駅

およびその周辺。



西地区（名谷方面）
、高倉、妙法寺。月に 2～

駅・病院・買い物場所の 3 つが特に行きたい

3 回行きたい。

場所です。週に 1 回でもイオンジェームス山



水族園が新しくなるという計画なので、そこ

に行けるとうれしいです。大概の物が揃うの

を拠点に買い物（大型ショッピングセンタ

で…。

ー）、医療機関、銀行等、徒歩で行けたらいい
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なと思います。車を乗らなくて済む。その間

のよい交通手段になればよいと思う。若い方、

をコミュニティバスが運航したら便利です。

車を運転される方には、使う機会は少ないと

手前勝手な事ですが、行楽シーズンなど花見、

感じる。料金設定も JR や山陽電車と比較し

公園などへの時間を決めて行って下されば

て割安になると利用者も多くなるのではな

と思います。

いかと思う。


もある。

【運行内容に関する意見】64 件





高齢になっても存続してほしい。運賃は 100





基本、高齢者サービスだと思う。幼児から高

円が理想です。

齢者まで、一律料金が公平だと思う。助成金

コミュニティバスは 100 円で乗れる小さなバ

がいかに取れるかだと思う。運賃だけの運用

スのイメージです。100 円であれば乗ろうと

は無理がある。ある程度遅い時間（20～21 時

いう人は多いと思います。

頃）まで運行すれば、高齢者以外の通勤・通

老後は、このようなバスがあればよく使うと

学利用が見込めるのではないか。行きよりも

思う。ただ値段を安く（200 円未満）しても

帰りの需要があると思う。


らわないと生活費を圧迫するので、あまり利


他の地域では 100 円バスを導入している地域

運行状況については地域住民の要望時間帯

用しないかもしれない。

とダイヤが上手にマッチング出来る事を願

霊友会のエスカレーターが止まっているだ

っております。JR 須磨駅から須磨観光ハウ

けで大変不便だ。コミュニティバスは必要だ

ス先まで、駅前タクシーを利用すると、最低

と思う。できれば 1 コイン 100 円が使いやす

でも 900 円は掛かります。今後は、はまちど

く理想だ。

りを利用し 400 円程度で済むならば有難いと

老人パスはだめですか。やはり営利を考えな

思います。以上

いと消滅する。今は自転車に乗るが、あと 10



今年、この地域に家を購入し引っ越してきま

年以内に乗れなくなる。運賃があまりに高い

した。今は自家用車で移動できますが、高齢

と、年金生活者が多いので、乗りたいけど仕

になった際、コミュニティバスがあれば生活

方なく歩くことになる。

必需品などの購入や通院にも困らないと思



料金は大事だ。

います。将来的にもバスの運行は時間間隔が



利用運賃は、1 乗車 100 円（往復 200 円）く

空いても走らせてほしいし、運賃も市バスよ

らいであれば、利用しやすい。現金払いを基

り安いと助かります。

本に回数券を発行する場合、11 枚綴りで往復



2200 円のところ、2000 円で発売すればお得

ので利用しないと思っているが、雨の日（駐

感もあって利用しやすいのではないか。自宅

車場がない所や料金がかかる）に無料なら利

（関守町 3 丁目）周辺は道幅が狭く、タクシ

用したいと思う。子供の中学校の行事や PTA

ーが自宅前（周辺）まで行ってくれない。ミ

活動の際にもバスがあればうれしい（子供の

ニバスも同様だと思う。乗車場所（停留所）、

通学時にも）。


運行時間帯等の利便性が重要だ。高齢者にと



今のところは、自転車か車でどこでも行ける

コミュニティバスは、高齢の方だけでなく、

って、バス・タクシー等の必要性は、JR・山

妊婦さん、乳幼児を持つ子育てママ、親子、

陽須磨駅からの帰り道（急な坂道）だ。多く

小学生や中学生、障害者にはとても必要であ

の問題点があって大変だが、実行委員会の活

り、その様な世帯が増えている以上、少し遅

躍を期待いたします。

かった位だと思い、コミュニティバスの導入

高齢者や体の不自由な方にとって、使い勝手

は大変嬉しく思っています。若い世帯は、自

12

治会に参加しても遠慮して声を上げないこ

運転できる家族がいない高齢者はここを離

とも多いので、今後は SNS の利用等、コメ

れることが増えています。坂の上で見かけた

ントし易く声を集める等すると、西須磨地域

ら声をかけて乗ってもらっていましたが、コ

の若い世帯の方々は声を上げたり協力・参加

ロナでそれもできず…。私達もいずれ運転で

し易くなると思います！料金は、世帯が多く

きなくなります。少しでも早くこのプロジェ

利用者も多いので 100 円位でいいのではと感

クトが軌道に乗るよう協力したいと思いま

じます。マイナス費用経費、運営も民間バス

す。

会社やシルバー人材の方も活用すると 100 円



で維持できると思います（利益が良ければ 50

高倉台方面へ乗り換えなしで往復（片道 15 分
以内）出来ること（D-8→高倉台→D-8）



円でもできると思います）
。それか、65 歳以

鷹取中学校の校区が広いので、中学校が登下

上、中学生以下、障害者は無料にするとか…。

校に使えるコミュニティバスを走らせてほ

市バスとは別にするべき。

しい。


高倉町（桜道）から須磨寺交番を通って JR 須



市バスより高い料金は取れないでしょう。



一番よく外出するのは、駅まで歩きます。今

磨駅へ行けるルートで利用出来たら、ガーデ

はまだ歩けるのでミニバスは利用しないで

ンハイツ辺りに住まれている方たちはとっ

すが、買い物帰りなどには坂を登ってくれれ

ても助かるのではないでしょうか。

ば助かるので、帰りは利用すると思います。








潮見台町 2～5 丁目エリアには、スーパーや

市バスと競合するので 200 円以上での利用は

コンビニ、郵便局、銀行等もないので、日常

無理です。

生活で欠かせないところと結ぶ役割を果た

運賃は 200 円位にしてほしい。高くなると行

すことを目的に検討していただきたい。細い

き・帰り乗れないので。

道路が多いので、ルートについては要検討だ

須磨は駐車場代がかかるので、歩いてお買い

が、駅を経由して施設と居住エリアが行き来

物に行ったりするが、荷物が重くなると歩き

できるようにすれば、需要は見込めるのでは

たくない。距離も割とある。金額が高ければ

ないかと思う。


乗らないと思う。




たくさんの方が利用すれば、このバスもたく

運営には費用が必要だと思いますが、運賃が

さん運行できて便利になると思うので、多く

市バス以上だと利用しにくいと思います。定

の方に周知し、お試しで何度か利用できるよ

期券（カード）で何度も乗れるとうれしいの

うにすると良いと思った。駅までの便が多く

ですが。区役所に手続きに行かれる方もおら

あるだけでもかなり違うと思う。スーパーや

れると思うので、何便か区役所行きもあれば

病院など、そこだけを目的にすると他の人が

高齢の方は乗り継ぎをせずに利用できて良

利用しにくいので、駅やバス停までなら、そ

いのではと思います。

の先は自由に選択できてよいと思った。


須磨駅まで市バスはありますが、正直少しの

潮見台はきつね坂等、坂がきついので、駅か

距離での 210 円は高いと思っています。その

ら帰宅する便を多めに設定してほしい（今、

距離が乗り合いで安ければ利用したいと思

エスカレーター故障中のため）。タクシーは

います。市バスは通っていない所をミニバス

短距離だと乗車をためらう。また、西須磨小

が走ってくださると大変ありがたいと思い

学校からの帰り道、特にさくら道は、低学年

ます。

にとってはランドセルを背負って帰宅する

定期券や回数券の導入を検討してください。

のは厳しい（特に猛暑時）
。

運営・利用者双方にメリットがあると思う。
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足が不自由なため、きつね坂を上がるのが困



難。きつね坂の行きどまりのあたりにバス停
ができることを希望する。きつね坂…須磨駅

満遍なく廻ってほしい。


から西へ１つ目の点滅信号を北へ上がる急
勾配の坂道。



一日 2 往復くらいでよいので、須磨から自動



なくてもいずれ必要となるため。大型ショッ

コミュニティミニバスは便利で助かると思

ピングセンターがないので、買い物の巡回バ

う。主要道路も必要だが、できれば少し込み

スがあると良い。






一番大変なのは坂道だと思う。最近、きつね

「西須磨コミュニティバス」運行について。

坂のエスカレーターも止まったままで、特に

一ノ谷グリーンハイツ近辺と須磨区役所を

高齢者は大変だと思う。駅前～千守の交差点

起終点として、主に国道２号線と中央幹線須

周りでさくら道～きつね坂または一の谷を

磨寺前さくら道等を利用し、須磨駅、鷹取駅

下りてくるバスを循環させることで、大多数

近辺、須磨区役所、月見山周辺、須磨寺前等

の人が助かると思う。バスとは関係ないかも

を結び、時計回りと反時計回りにそれぞれ 1

しれないが、バスが無理なら、霊友会のエス

時間に 1.2 本ぐらいで運行する。利用状況に

カレーターの利用料を自治会が負担して、8

よっては、本数の減便やバスの大きさを対応

時からせめて 22 時頃まで常時利用できるよ

する。料金は誰でも利用できるように、多く

うにしてもらいたい。

の都市型コミュニティバスにならって 100 円

買い物や通院によるバスの利用も重要だが、

均一とすべきだと思います。もし赤字になる

JR 須磨、山陽須磨駅から潮見台 3～5 丁目へ

ようであれば本来の公共交通を担うべき行

の坂の上り下りの利用がメインではないか。

政が、民間にゆだねるわけですから、赤字分

きつね坂やたぬき坂、桜道を利用しなくても、

は市が補填してくださるべきだと思います。


80 歳代の夫婦、今はどこへ行くにも一ノ谷バ

してほしい。ピストン利用にしてほしい。

ス停まで杖をたよりに下ります。帰りはバス

東西は山陽電車、JR、市バスが通っているの

を須磨駅で降りて駅前からタクシーに乗り

で、北側と南側（坂道が多い）をつなぐ路線

ます。

を重視してほしい。1 回乗車の運賃制ではな



坂道の多い場所での運行をお願いします。

く、乗り放題制（定額制）にする方がメリッ



車が無い人には非常に便利だと思う。あれば

トがあると思う。

地域の人々にとっていいと思う。通勤・通学

国道 2 号線の渋滞によって到着時間が変動す

の時間帯は避けてほしい。渋滞や事故に繋が

るので、別ルートも確保しておく必要がある

りそう。

と思う（例えば一の谷 4 丁目→3 丁目→2 丁



目→1 丁目の国道とは別の道の確保など）。


須磨区外は他の交通機関を使うので、同区内
で限定、充実していただきたいと思います。

潮見台 3～5 丁目へスムーズに行けるように


坂道がきつい地域なので、今あまり必要とし

車運転試験場あたりまで行くバスが欲しい。

あると思われる。



駅から自宅へ帰る時もバスがあれば乗るよ
うになると思う。

入った住宅内を通ると、とても助かり意味も


たとえ今は希望が少なくても、西須磨地域を

30 分間隔以上になると利便性を感じにくく、
利用者が増えないと思われます。

現在は自家用車があるので必須ではないが、



坂道が多く、小さな子ども連れや荷物があっ

将来的には利用させて頂きたいと思います。

たり、体調が悪い時、車（バス）があれば助

アンケート内容とは違ってしまいますが、市

かる。1～2 時間に 1 本でもあれば気丈夫だ。


営バスが通っていない経路だとより便利か
と思います。宜しくお願い致します。

バスが通らない所にあると、他への乗り継ぎ
や今後借りて住んだりするにも移動がしや
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すいので、少な目でも朝・昼・夜にその本数

がままだが、老人としては、待つ場所（例え

があってほしい。

ば庇があるとか）も考慮願いたい。


時刻表によると思いますが、運行が極端に少

現在は車を使用しているが、もう少しすれば

ないと利用しづらいと思います。1 時間に 1

手放す予定だ。定期などがあれば、買い物、

本とかでは乗り遅れた場合大変です。早めに

病院、銀行、寺・寺社など、人に車を頼むこ

行動したとしても屋根のあるバス停はない

となく、タクシーを呼ぶことなく、気軽に出

と思うので雨の日は大変かと。

かけられる。今まで以上に活動的になれる人

バス停の位置がどこになるか？で利用する

が増え、とても良いことだと思う。どこから

かが決まると思う。須磨寺は 20・21 日は混

でも自由に乗り降りができて、手頃な料金で

雑します。住民以外の人にも乗車ができるよ

お願いしたい。そうすれば利用者も多くなる

うにするのか？考察が必要だと思う。

と思う。



時間・乗降場所がどこになるか



すまいる保育園前の道、つきあたりの自販機

るとありがたいです。
（外観：かわいらしいも

（ジュース）の前にバス停がほしい。

の、運賃：大人の半額？、時間帯：夕方～夜

今は車を運転しているが、運転できなくなっ

など）








た時のことを考えると生活が不安。住み慣れ



「はまちどり」という名前が好きになれない。

た地域で暮らせるように、ミニバスを導入で



地域の為にご尽力くださりありがとうござ

きればよい。坂道の負担を少なくして、バス

います。“はまちどり”の名前の由来を前回の

停留所を考慮してほしい。

お知らせで拝見し、とてもいい名前だと思い

乗降場を約 300 メートルごとに設定してほし

ました。ただ、私の個人的な意見ですが、平

い。

仮名で全部書いてしまうと「はまち（魚のハ

一ノ谷の方や、潮見台の駅から遠い方はとて

マチ）
」＋「とり」と連想してしまい、パッと

も便利になる計画だと思いますが、維持管理

見た時に何の事かわかりづらいと感じます。

を継続するのは難しいと感じます。通勤・通

なので、例えば“浜ちどり”や“浜千鳥”、“浜チ

学につかえるほど朝から晩まで走らせ、日中

ドリ”、“ハマちどり”などにされてはいかがで

には高齢者の方が定期券で利用できたらい

しょう。


い！荷物の乗せ降ろしも手伝ってくれるよ





毎日仕事で車に乗っていますので、コミュニ

うな運転手さんなら子連れの方も、ご高齢の

ティバスを利用することはないと思います。

方もお買い物に利用したいと思えるかもし

でも困っている方もおられるので助けにな

れません。格安の定期券があれば空気を運ぶ

ると思います。ただ、利用してくださる方ほ

だけのバスにならずに済むかもしれません。

ど情報量が少なくコミュニティバスの存在

アンケート集計がんばってください！！

を他地域でもご存じでない方がほとんどで

運行が決まったら、停留所の位置をわかりや

す。どうやって知ってもらうか、方法がむず

すいものにして欲しい。道が狭いのでバスと

かしいでしょうか…。


他の車や人が接触することのないよう安全


子供たちが乗りやすい雰囲気にしてもらえ

もしコミュニティバスが導入されるのであ

対策をしっかりとして欲しい。

れば、バス停やアプリなどでバスの運行位置

コミュニティバスは自治会費からも出費す

やバス停への到着時間などがわかるように

るのか。使用しない人にとっては無駄だ。使

なれば利用しやすくなるかなと思います。日

う人からきちんと使用料をとって下さい。

常の足に困っている方々の声を最大限に活

夏は暑く、冬は寒く、風邪をひきやすい。わ

かしていただきより住みやすい環境になる
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ことを願っています。



視覚障害者のため、乗れない

地方に行くと、観光地では特に地域案内所と



80 歳以上の親と同居中。車椅子利用のため、

観光名所巡りのバスがあるが、神戸では余り

バス利用はしない（できない）
。出かける際は

見ない（知らないだけかも）
。須磨は、離宮公

車利用になっています。私自身が高齢になり

園、須磨浦山上、須磨寺、水族園と何よりも

マイカーを手離すことがあれば、こういうバ

美しい海があるが、それらを回るのはむつか

スはきっとありがたいのだと思います。


しい。地元の者は何も感じていないかもしれ



そもそもコミュニティバスの運用により、住

ないが、須磨在住であっても、離宮公園に行

民の適切な足となりますか？行きたい所・行

った事が無い人が随分いるようだ。地元民の

きたい時間に低価格での運行が可能とはと

コミュニティバスだけにしないで観光客も

ても思えない。それよりも優先すべきことは、

利用するならば、これを推し進める意味はあ

この地区における①道路標識の明確化、②生

ると思う。

活道路における安全標識の追加（大型車両の

明石のタコバスをお手本にしてほしい。

進入禁止、安全速度表示の追加）、③街灯の増
設、④マナー向上への啓蒙（ゴミのポイ捨て
禁止等）等だと思う。

【利用が難しい・利用しない・不要】17 件







コミュニティバスは無料ですか。便利の良い

利用する人は初めの間は物珍しく利用する

所ですから、いらないと思う。

と思いますが、後日、人件費またバスの利用

現在の生活でコミュニティミニバスの必要

費が高くなると思います。公用の市バスで結

性を感じない。

構と思います。税金の無駄遣いだと思います。

今の住居ではほとんど利用することはない

年金を増してくると皆様デイサービス他

と思われます。

色々な施設を利用していますのでそれで充

車があるのでコミュニティバスは使用しな

分だと思います。81 歳の女性の意見です（デ

いと思います。

イサービスを利用しています）
。

バスは利用しない。三人全員。



まだ健康に歩ける限りは自分で歩くので必

の場所なので、わざわざミニバスを使うとは

要としない（公共交通機関がある場合ですら

思えない。観光利用を取り込まなければ税金

歩いているのが実情）。車は別の所に置いて

の無駄になりそう。元気な方は 80 才ぐらい

いるが、年に 2、3 度しか利用しない。なお 2

まで車や原付に乗っており、車や原付に乗れ

人目は寝たきりで、自力では外出できない。

なくなった方々に、タクシー、介護タクシー、

今のところは歩いたり、自転車に乗ったりし

寝台車、生鮮食品の通販等の期限付きの無料

て移動しています。

チケット・割引チケットを配布した方が、税

この範囲であれば健康維持のため、運動にな

金の使い道としては無駄がなさそう。






ミニバスの運行範囲は原付で片道 10 分程度



るので徒歩または自転車を活用いたします。




週に一度程度買い物に行く施設が西須磨エ

自転車、バイク、徒歩、バス、カーシェア等

リアマップ内にあるものの、いずれも自宅か

選択肢が自分にはあるため、コミュニティバ

ら徒歩 10 分以内の範囲であり、コミュニテ

スがあっても利用はしません。しかし、もし

ィバス利用のメリットは小さい。多分利用は

仮に使うなら…で回答しました。

しないと考えます。又、自宅付近は道幅も狭



時間にあわせて行動するのは無理だ。

く、又、運行ルートに関する情報も少なく、



アンケートに記入いたしましたが 90 歳を超

同時にバス停の位置も情報が少なく、メリッ

えると利用が難しいと思います。

トが十分あるのか判断しづらい。運賃に関し
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ても神戸市への敬老優待乗車券を利用すれ

潮見台町 3、4 丁目から下りてくる車が赤信

ば新長田へは 110 円で行け、又、乗り継ぎ制

号で国道に出ているのを見かける。危ないの

度を利用すると時間の制約はあるものの、往

で本当にやめてほしい。スピードを出して坂

復でも 110 円（帰途、無料）で利用可能です。

を下りられると歩行者にとっても、とても危

須磨駅前から新長田まで、市バスで所要時間

険だ。とにかく信号を守ってほしい。

15 分程度です。



須磨寺交差点から公文の間の道に路駐が多
く、コープからの人も横切ったり危険だと思
う。目の前の交番の意味がないように感じる。

【アンケートそのものに関する意見】5 件








想定されるルート、運賃、運行間隔などを示
してもらわないと回答は困難（何案かあって

ルズのエレベーターを利用させてもらえる

もいいが）
。

ことはできないのだろうか。国道２号線から

費用負担が明示されないなかでのこのアン

潮見台町南公園までの急坂を回避できる。須

ケートの本意がわかりません。負担を示さず、

磨シーサイドヒルズの管理費用の一部を利

無料とするなら財源はどこでしょうか。子育

用者が負担するなどして、須磨シーサイドヒ

て世帯や将来の子達のことを考慮下さい。

ルズの居住者の方の理解を得られれば、可能

回答欄が不明確かもしれない。シニア（80 歳

性はあると思う。


以上）ゆえに時間があり、多少の支障は我慢
する。




潮見台町に居住する者が、須磨シーサイドヒ

現在の回答。半年先は状況がかなり変わって
いると思う。

問 9 の利用料金について 1 回の料金とは往復



利用される方がどれくらいいらっしゃるの

の料金か片道の料金なのか不明。片道では高

かが心配だ。税金の無駄遣いにならないよう

いのでは。

に願っている。


アンケート集計の結果公表願い。地域で再討

自分達は、今のところ自力でなんとかなって

議して地域負担等があればお知らせ願いた

いるが、坂道の上に住んでいる高齢者の方が、

い。

もがきながら坂道を上っている姿をよく見
かけ、そのたびになんとかしてあげないと…

【その他】13 件

と思う。しかし、家のあたりは道が細いので、



どうぞよろしくお願い致します。

バスの運行ができるのかな…と思う。タクシ



いろいろとお世話下さり、ありがとうござい

ー利用を補助するようなことを検討されて

ます。

みてはどうか。





役員の皆様には、お世話ありがとうございま

以前にオンデマンド型コミュニティバスの

す。※送迎バス付き〇〇体操に通っています

運行が検討されているという話を聞いたこ

が、送り迎え付きを利用しています。コープ

とがありますが、その件についてはどうなっ

の配達、個人的にタクシー（ナナ・ファーム）

ているのでしょうか？


へ等々

自宅マンションから国道 2 号まで下りは 5 分



週 5 回位でタクシーを利用している。

位で坂を降りられるが、桜坂といわれる急坂



私は高倉町 2 丁目に住んでいますが、買い物

を登るのは苦しい。霊友会エスカレーターが

がとても不便で近くても D-8 のコープしか近

故障して動かなくなったため困っている。

くにありません。とても不便に思っておりま
す。何かお店があれば歳をとった方も助かる
のではないでしょうか？（コンビニでも）
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