
 問２ これからも御影⼭⼿に住み続けたいですか？
回答 理由

⽣まれ育った所
近所の⼈々や交通の便など良い環境である
 ご近所の関係も⽐較的良好なため
 教育環境、住環境が良いため
 住みやすいので
 住環境が良い
 静かで住みやすいから
 静かで落ち着いた環境
 静かで落ち着いている、バスが通って便利
 静かな住環境、鳩がいない。⾞があれば買い物なども便利
 ⽼後には難しい
＊静かな住環境が良い。＊隣⼈との関係が程よい。
①近隣の⽅々が優しい⽅ばかりなので。②天神⼭公園が近くで楽しいから（⼦
供）。
①⼦供の校区がよい。②御影⼭⼿の良好な環境がよい。
①静かな住環境、安全性②市バスによる鉄道駅、商店街への利便性
①町名に品格があるから。②騒⾳がないから。
３５年住んでおりましてご近所の⽅も親しくしております
40年近く住み、⼦供ここから巣⽴ちました。 ふる⾥としてこれからも住み
たいと思っています。
４０代の夫婦です。私たちは御影⼭⼿に今後も住みたいと思うが、⼦供たちは
スーパーも本屋も何もない町で（駅前も含め）御影から出て⾏くと⾔っており
ます。環境の良さプラス便利のよい街づくりが今後求められると思う。
50年近く住み、友達も多く、環境も良く、とても安⼼して住めるところで
す。
50年近く住み慣れているから
５０代なので年令を重ねた時、この町に居つづけられるか⼼配です。
JR六甲、阪急御影、阪神御影に⾞で⾃分で⾏ける。住宅と店舗、公共交通機関
が程よくバランスよく配置されている

愛着のある家だから、関電の⾼圧電線や御影⼭⼿線の道路など環境を損なう関
電は気になる、環境が変わってしまうと落ち着いた場所を探すかもしれん

アクセスが良いから
安⼼と静かな住環境
安⼼して住める
安⼼できる街だから
家があり⼦供の友⼈も住んでいるため
家を売る予定なしだから

住み続けたい



家を建てたので
⼀⼾建てを購⼊し引っ越し後⽇も浅く、⼆⼈の未就学児が⼩学校卒業までは住
み続けたい。環境、校区とも良い。
⼀⼾建ての家が多い静かな住環境なので
今更移動したくない。
今のところ引っ越す予定がないから。
海⼭が⾒える、⾞の通⾏が⽐較的少ない、パチンコ屋がない、住⺠の雰囲気が
良い
梅⽥、三宮に出やすく、静かな住宅街なので。
梅⽥や三宮にも近く静かなところ
売り地があったから
駅から少し遠いが、⾒晴らしが良い
駅に近くて便利
⼤阪湾の向こう和泉⼭脈が⾒えて、冬の⽇の低い陽光がキラキラと海⾯に反射
してとても美しい
落ち着いた住環境だから
落ち着いた品のある住環境の良さ
落ち着いた品のある街なので
落ち着くから
落ち着いた街なので
お友達が多いから  ⾃然が多いから（頌栄）
同じような家庭環境の⼈たちが住んでいて、なんとなく安⼼できる 違和感が
ない
夜も安⼼して散歩できる（時々、いのししがでて、こわいですけれど）
親の近くに住んでいたいから
買物など不便なところもありますが、静かな住環境が気に⼊っている
環境がいいから
環境が良いから
環境がいいので
環境が良い
環境が良い
環境が良い
環境が良い
環境が良い   ⻑年住み慣れている      校区が良いと思う（孫）
環境が良い
環境が良い（静かで緑が多い）
環境が良いから
環境が良いから
環境が良いから
環境が良いから
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環境が良いから
環境が良いから住み続けたい
環境がよい事と病院（特に救急）が整っている。
環境が良いし、病院も近いし、買い物も便利。
環境が良いため
環境が良いため
環境が良いので
環境が良い
環境が良く静かだから
環境が良く、空気がきれいだから
環境が良く穏やかで住みやすい街なので
環境がよく治安が良いから
環境が良好
環境が良好である為
環境が良い、静か、住みやすい
環境にふさわしい⼈間関係のある街にしたいものです。最近は引越してこられ
ても、何の⾳沙汰もなく、お名前もわからず困惑します。
環境の良さ
閑静で公園が多い 治安が良い都市への利便性が良い ⾃然も感じられる
閑静で住みやすい環境だから
閑静な街並みであり、時間がゆっくり進むように感じる穏やかな雰囲気がとて
も気に⼊っています。
閑静な住宅地であり、都会の便利さと⾃然のバランスも良い
空気がきれいで静かだから
⾞に乗れるかぎりはここに住むつもり
景⾊もよい ご近所の⽅々もよい⽅が多い 静か  学習⽔準もよい 親⼦で
⼤好きな場所です
神⼾が好きだから
⼦育てが終わる頃、引っ越していくイメージがあるので先が不安。
こちらに転勤になってから⼀度も住居は変わっていません。建物は変わりまし
たが1つ前の建物に移ったり後に移ったりがありましたが⼤きな移動はありま
せん。 建物も場所も⾵景もすべて良いです
⼦供が多いので友達が近くに住んでいる
⼦供達にとって、⾃分たちにとって最適な環境だから
⼦供の成⻑にとって良いだろうと考えているため
⼦供も安⼼して住める環境なので
コロナ禍で環境の良さを実感したから
コロナ禍でより住環境の重要性がましました。隣家への適度な距離、空間は確
保できるため
坂がきついので年をとったらどうするか分からない
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静か
静か
静か。古いマンションでももう少し住めそうだから
静か。線路から離れている。
静かで落ちついた地域だと思います。これ以上⼈⼝（マンション増加）は増え
ないでほしいです。
静かで落ち着いている
静かで⾼層の建物も少なく、穏やか
静かで住みやすい
静かで皆さん親切だから
静かで⾒晴らしも良く住みやすい場所だから
静かで⾃然がたくさんの環境がとても気に⼊っています。
静かで便利
静かで落ち着いた環境が気に⼊っています
静かな環境で品がいいから
静かな住環境
静かな住環境で、ゆっくりゆったり⽼後を過ごしたい
静かな住環境が気にいっているから
静かな街だから
静かな環境
静かな環境
静かな環境でありながら消防⾞等の緊急⾞両が充分近づくことができる道幅の
道路なので安⼼である。
駅は少し遠いがバスの路線があり多少の不便さを補うことができる。
静かだから
静かで、環境も良い、駅までが徒歩１０分
静かで、慣れている為。
静かで⼀⼾建てが多いから品のある環境だから
静かで落ち着いた街で、まわりにゴミも落ちていないきれいな街だから
静かで落ち着きがある為
静かで治安も悪くない
静で環境が良く、三宮や梅⽥へのアクセスも良く海を⾒渡せる街が好きだから
静かで空気がきれい
静かで好環境 ⼤変気に⼊っている
静かで桜も多く、落ち着いた環境です
静かで⾃然豊かな住環境
静かで住みやすい
静かな環境と眺望が気に⼊っているため。⼦どもの学校のことを考え、動くつ
もりはないです。
静かな住環境
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静かな住環境ですので
静かな住宅街だから
静かな良い環境の街だと思います。
静かな住環境が気に⼊っているから
静かな住環境でこれからも住み続けたいとは思っていますが、年を取った時
に、スーパー・薬局（スギ薬局のような）が近くになく、そこが⼼配。駅の南
側はライフがあるが、北側には全然ない。せめて御影駅にスーパーを作って欲
しい。⼤体の駅にはスーパーがすぐあるのに、なぜ御影にはないのか。これか
らの時代は便利な地域が⼈気になると思う。そうなった時、御影⼭⼿は不便だ
と思われると、資産価値が下がるのではないかと思う。便利な街になって欲し
い。阪急六甲や六甲道などはとても店が多く便利。そういう所に⼈は集まる。
⼈が集まることで資産価値も上がると思う。御影駅がもっと便利になれば住み
続けたいと思います。
静かな住宅地で、⾒晴らしも良く、綺麗な街だからです
静かな住宅地なので
静かで治安が良い
静かな住環境だから
⾃然があり、⼤阪三宮に近いため
⾃然を⾝近に感じられるから
静な住環境
住環境が良い
住環境が良い
住環境が良いから
住環境が良いから
住環境が良いから
住環境が良いから。
住環境がよく、⼦どもたちが希望しているから
住環境が良く住みやすい所だから
住環境としての評価が⾼く静かだから
住環境は良いと思いますが、買物環境及び坂道を考えると、もう少し駅近の利
便性がうらやましい。
住環境がいいから
住環境が良い、騒⾳が少ない、公園が多い
住居の環境が良い、静か
住宅環境,教育環境が良いので⼦供の代も住みたい
住宅環境が良い,お住いの皆さまが良い⽅がばかり
住宅環境が良い
住宅環境が良い,
住宅環境が良い、眺望が良く、⾃然を感じられる
住⺠の⺠度が⼤変⾼く、⼦育てがしやすい。
職場や学校に近い  静かな住環境
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知り合いもたくさんできたので。
新築したから
少し不便ですが静かで空気もよく昔からの周りの住⼈の感じが良いのでこのま
ま住み続けたいと思っています
過ごしやすい環境だから
住み⼼地よく安⼼して暮らせる ⾞の通りが不安なところもあるが
住み慣れた地域だから
住み慣れたところだから
住みやすく、どこに⾏くにも便利な場所だから。近所の⽅々もよい⽅が多く、
あたたかみのある町だから。
住みやすい
住みやすい
住みやすい
住みやすい、安全、環境が良い、空気が良い
住みやすいエリアだと感じているので
住みやすいから
住みやすいので住み続けたいと思う
住みやすいから
住んでみて、静かと思った為。また、近隣の⽅々も，品の良いご家族の⽅も多
く、安⼼出来る為。
住んでいる⼈の品格がとても好き
⽣活環境が良いため
⽣活に慣れているから
⽣活し易く⻑年住んでいる
⽣活環境が良く、⽼後のために購⼊した家なので
騒⾳や雑踏のない静な住環境、⾼級感が感じられる
総合的に考えても環境がよい
他に⽐べて環境が良く静かである
他に⾏くところがない
治安が良くとても静かで、落ち着いて⽣活を送ることができるから。
治安が良いから
治安が良い
治安が良い  住⺠の⽅々のマナーが良い
治安が良く⾒晴らしが良いから
治安も良く⼦供を育てやすいと思うから
治安もよく住んでいる⽅々も親切
治安も悪くないし駅に近い、静な環境が良い
地域の⼀体感が感じられる。友⼈や知⼈が多い
中古住宅を購⼊したばかりだから
昼夜、静かでとても住みやすい
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転居が⾯倒だから
店はない代わり静かで落ち着いているから。
特に住みたい場所がない為
特に不満がない.
年と共に移動がむつかしいので（サイフも）
とても気持ちの良い⼟地だから
とても住みやすいから
⻑く住んできて愛着があるので
慣れ親しんだから
慣れ親しんでいるから
バス停が遠いので利⽤はしていませんが、⼭⼿で住環境が良いので、でも⾞の
運転⼿がむつかしくなってきたら、、、
⺟： 1  住み慣れている  娘： 3  不便
阪急御影駅に急⾏が停⾞しないことは不便ですが、その他は環境が良いので気
に⼊っています。
阪急やJR,阪神など交通の便が良いので仕事や学校に通いやすいから。⾼速の
インターも近いので、⾞で出かけやすいから。
阪急御影から近い（２丁⽬なので）ので便利
引越しの気⼒、財⼒なし
引っ越す理由がない
雰囲気が良い   住⺠の⺠度が⾼い
変な⼈がいない    静かで緑がある
便利だから
便利だから。家があるから
孫も頌栄幼稚園に通わせたい
まだ⼦供が⼩さいので今後のことはまだ決めていませんが、できれば今の校区
を希望します
街がきれいだから
街並みも綺麗で治安も良く散歩するのも気持ちが良いです。
まわりの住⺠も良い⼈ばかりだし、空気も良い。⼦供の教育環境もとっても素
晴らしいため。
御影⼭⼿の住環境を気に⼊っている為
緑が多い
緑が多く静かでありながら都市部にも近く交通の便が良いところ
昔から住んでる、今の⽣活環境に満⾜しています
娘が気に⼊っている⼟地なので
持ち家なので
優しく穏やかな⽅が多く街もきれいで静かで暮らしやすいと感じているため
住み慣れたところだから
住み良い環境だから
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⼭などの⾃然と都⼼へのアクセスどちらも良い⽴地だから
友⼈が多い。 治安が良い。 住⺠がスマート。
友⼈や住環境に満⾜してます
良い住宅環境であるし、継続していかなくてはならない。
良い環境なので。
良好な環境
良好な住環境である
良好な住環境と安⼼安全に住める街だと思っている
隣⼈の⼈柄が良い
隣⼈の⼈柄が良い、住みやすい、⼦育てに良い
六甲⼭を背景に美しい神⼾の街の景⾊を⼀望でき、そこにいるだけで清々しい
気持ちになります。また教育環境も良く、お店も点在し、全てにおいてバラン
スが良いと思います。

私の場合は⼈⽣の終末に近く、⼦供が選んで定住した家の近くに住みたくて越
してきたからです
私は⾼齢ですから住み続けますが⼦供は未定です
家族皆この場所が好きだからです。
街中が静かで暮らしやすい。治安が良い。⼦育て（教育）に⼒を⼊れやすい
街並みが気に⼊っているから
環境がいいから。
環境がすきだから。
環境がよい。
環境が好み
環境が静かで夜空の星がよく⾒える。年齢を重ねると交通の便が良くないので
（市バスで停留所が離れている）不便を感じている。
環境が良い
環境が良い
環境が良いから
環境が良いから
環境が良いので（教育、⾃然etc）
閑静で住み良い街だから
閑静な住宅街で街中にも近く⽐較的通勤通学に便利
空気が清らかで街全体も騒々しくないので。
景⾊がよく⾃然豊かで静かな街なので
健康で⾃⽴できる間は慣れたこの街に住み続けたい
⾒晴らしがいいから、静かだから
⾒晴らしが良く、静かだから。
御影⼭⼿まちづくり協定の⽅々が良い環境を守ってくださっているから
公園などもたくさんあり、住環境がとても良いため、家族全員気にいっている
今は⾞にも乗れますが⾼齢になると不便になるだろうと思います
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今住んでいるマンションの住み⼼地が良いから
災害へのリスクが⼩さく、景観が良いので。但し、交通アクセスが悪い（各所
の道が狭い。⼀時停⾞場所もない）などストレスとなる事も無い訳ではない。
坂が少し不便ですが静かで住みやすい環境と⾒晴らしの良さには換えられませ
ん
阪神間の雰囲気を残し乍ら、神⼾市を探していて住み続けている。
⼦供のときから住んでいる地域で愛着がある。
持家ですから。
治安がいい。静かな環境。⾒晴らしの良さ。
治安がよいから。
治安が良い、昼夜ともに騒⾳がなく静かである、街が綺麗（ごみが落ちていな
い）
実家があるから。
周りの皆さんはとても優しく環境もとてもよい、⼦供との散歩には気持ちよく
⾏けます
住みたいと思って住み始めたため
住みやすい、静かで環境が良い。眺めも良い。⼦供の絡みやペットの絡みで顔
⾒知りも多く安⼼して住めるから。
住み易いから。
住み慣れた⼟地だから。
住み慣れているので
住宅環境が良いので。
⽣まれも育ちもこの我が⼦もこの⼟地で育て住み続けたい
静かでの⾒晴らしもの良い住み⼼地の良い環境なので
静かで安⼼安全な住環境だから。
静かで安全な住環境であるから
静かで⾒晴らしがよくずっと住みなれているので
静かで⾒晴らしがよく近隣の⽅達がとても親切
静かで治安が良い。
静かで⾃然環境が良く、三宮、梅⽥⽅⾯に近く便利だから。
静かで落ち着いた環境なので
静かで落ち着いた環境
静かで落ち着いた環境をとても気にいっているため。
静かで落ち着いて暮らせる。安全な感じがする。
静かで緑の多い住環境で駅に近いから
静かな街並み。
静かな環境が良い。
静かな住環境が維持されれば。
静かに暮らせるから。
⻑く住んでいるから

住み続けたい



⻑年住んで友⼈もなじみもあるから
年をとって坂道がちょっと⾟いですが、街中の喧騒の中では暮らしたくないの
で。
⽐較的静かであるから。
便利で静かだから。
落ち着いているから
⽼後静かに過ごしたい
 御影⼭⼿は好きだが、歳をとった時には⾞を運転するのもむづかしくなって
くると思うので、６０歳過ぎには⾃転⾞、徒歩などで買い物、病院などに⾏け
ると所に住みたいと思っている
 ⼦供が進学で家を出るためここに住んでる意味がなくなり駅まで遠い、⾞が
＊坂多く歩くのに苦労する。＊お店がない
８０才をすぎたら駅近くの便利な所に移りたい。あるいは⽼⼈ホームへ。⾞を
⼿放したら、きっとここは住めないと思うので、スーパーや駅に近い所に移り
たいと思う。
⼀代限り
今より⾼齢になると⽣活に便利な所に住みたい
買物がとても不便スーパーがない ＪＲ住吉・阪神御影⾏くバスがなくとても
買い物が不便
⾞のマナーが悪い
交通の便利なところに住みたい＊⾞を⼿放すつもりでいるので徒歩で⾏けると
ころに住みたい＊マンションは鍵⼀つで出かけられるのでいずれマンションに
と考えている。
交通が不便
交通の便が良くない 坂がきつい
⼦供たちは各々独⽴、住⼾（持ち家）を構えているので、家に戻ってくる可能
性は低く、私達⾼齢者⼆⼈は、⾼台で傾斜地は⽣活に不便。将来は駅近くで平
地を求めたい
⼦供が巣⽴って⾏き夫婦２⼈だけになったので、もう少し狭くて、便利な所に
移りたい
坂が多いし、コンビニやスーパーがなく不便だから
坂がきつい
坂道だらけで年取るときつい
坂道で⾞が必要。⼈が歩いておらず⼦供の送迎が永遠に続く。
駅前に店もなく⼥性が働き続けられる環境でないため
⽣活、買い物など便利なところへ変わりたい.
⽣活するには不便です。 買い物するのが、⾞がなければできないから。
⽣活は不便
地下に超⾼圧線が通った
不便

住み続けたい

他への転居を
考えている



不便
不便 飲⾷店が近くにない
緑が少なくなり、マンションが多くなり。ゴミのルールが守られていない（ど
こも同じと思いますが、39年間変わりすぎました）温かみがあったように思
いますが、なくなりましたね。（仕⽅ないことですが、古い⽅たちがいなくな
りました）
⽼後は介護施設へ
⽼後を考えると駅近の利便性の良い所に住みたい
若い頃は⼤変⼤喜び。毎⽇⼤変楽しい⼤好きな、いつまでも住みたいと思いま
した。しかし私も90才家内も80才、2⼈に成り、私の頭の悪さで現在も⾞社会
で⾞に乗っていますが、この年で⾞に乗りたくありません。この近くにはスー
パーもなく駅もありません。⼤変不便になりました。
私は住みたい思うが、通学買い物など不便、
家族5⼈のうち（いいえ）多数、他に住みたい場所はあるから
⾼齢になると最寄り駅に⾏くのが困難になりそう
⾼齢者には移動が⼤変になってきた、バスの便数を多くして欲しい（現在より
⼩さいバスでも良い、ラッシュ時以外は）
坂がキツくなった
坂道が多いのと、近くにコンビニなどがないので不便なので
⼦供は他で住むことを考えている。
住んでみて、やはり不便！！買い物、外⾷する所が近くにあった⽅が良かった
世帯⼈数が減るため。
伝統、⽂化等より⾃⼰収益優先意識が学童まで及んでいる断⽚を⾒聞する、そ
れまでの疑問が解されたゆえ興味が薄れた定住感です
年齢を重ねるにあたり、⾞が使えなくなった時、歩いて⾏ける所に⽇常のお買
物に⾏けなかったり、坂がネックとなり、引越しを考えています。⼜、バスの
本数も少ないので、不便を感じます。
閉鎖的で不便、公園も狭い、御影駅とかのバスがほしい、⼦供と⼀緒に（⼩さ
い⼦供、幼、など）住むには不便すぎて年配の⼈の考えしか念頭⼈置いてない
町、住んでみて残念です。もっと栄えて⾏くには若い⼈の考えも取り⼊れてい
く必要あり
歩いて買物できる地域に移る予定。
利便性、バス便が少ない
 ６丁⽬ですがバスがなく、⽼後の⽣活が不安、不便である、スーパーもない
 駅から遠く年⽼いてきた時⾃分で病院へ⾏きにくい
 環境的には良いが坂道が負担に思うこともありバスの本数も少ないのでこの
先も住み続けるかはわからない
 空気もよく住環境としては申し分ないのですが、買い物する所も遠く病院へ
通うのも不便なので考えているところです

他への転居を
考えている

分からない



 ⼦育て世代の住環境としてはとても良いが、年を重ねていくと住みにくくな
るのではと。傾斜地でバスが不便なので（便が少ない）運転⾃信がなくなれば
引っ越すことも考えるかもしれません
 ⾞の運転が出来なくなるとバスが運⾏が少ないので不便。御影駅に⾏けるバ
スを運⾏してほしい
 親が亡くなり実家を売却したため
＊３２系統のバスが少ないため交通の便が悪い。＊買い物が不便。
＊交通の便が悪い。＊買い物が不便。＊坂が多く歳を取るに連れすみにくくな
＊⼈⼝増加。ゴルフ場跡地で増える。
今の家を気に⼊っている
①商業施設がなく不便だから。②街は静かで住みやすい。
空地が増え、その⼟地を⼩割にして家が建ち、⼈も家も密になってきたから
以前のあこがれる街からほど遠くなってしまった
新しく⼊ってくる⽅々によって、どのように変わるかわからない（良くも悪く
も）
意⾒が異なる。コンビニとかなく不便
維持費と固定資産税の問題。次世代の世帯収⼊で⽣活でき無いような税⾦であ
れば、住み続けるのは難しいと考えている
以前とは住環境が違ってきて、若い世代が増え、考え⽅の違いがある
以前の環境とは違ってきて良い環境ではない。
いつまで元気で（⾃⽴して）⽣活できるかわからないから。
今は住み続けたいという気持ちですが、年をとったときに近い範囲に⾊々ない
ので不便な気がします。バスも本数が少ないのと傾斜が厳しくなりそうな気が
します
今は夫婦揃っていますので転居するつもりはありませんが、ひとり⽋ける状態
になったときは不明です。
駅から少し離れていてバスの利⽤も六甲道までしかなく、少し不便に感じます
駅からしんどい、駅前に⼤きなスーパーがないので困っているのでゆくゆくは
引っこしするかもしれない。
駅から遠いい不便、⾼級住宅地でもない
駅やスーパーなどから遠く⾼齢になると不便
エレベータがない
落ち着いた住宅地だが、年を取ると坂の上に住むのはつらくなりそう
親が遠くにいるから
介護が必要になった時、⼦供が近くにいないので分かりません
買い物が不便だから
買い物が不便
マンションと⼾建が混在しており景観が悪い
中低層と⼾建に統⼀すればよいと考える
買い物が不便（⽼後が⼼配）

分からない



買い物施設やバス便が少なく不便な為、⾼齢になると⽣活しにくい。
買いもの不便、相続できたら（相続税⾼そう）
環境が⼤きく変わって来ているから
関電の送電線⼯事の際、⼗分な検証・検討が⾏われたのか疑問である。地域住
⺠が安⼼、安全に住むためにまちづくり協定は意味をなさなかったという理解
である。⾃治会側の対応も⼯事を推し進める側に味⽅している様に受けとめら
れた。⼈⼝減少時代に新しい発電所がなぜいるのかが、まだ拭えない。⽬の前
ではなく中⻑期的に考え⾏動して欲しい。
関電の地下配電が気になる
⾞の運転が出来なくなった時の移動⼿段が不安定（バスの本数、バス停までの
距離等
買物（⾷品、⽇⽤品）をできる店が少ない
⾞の運転が出来なくなれば、バスも便が少なく、とても不⾃由になるので
⾞を運転しなくなった時、⾼齢者だけだと不便になる
傾斜地で、周りにお店などがあまりないのでとても不便。年を取ってからは住
みにくいのでは無いかと思います。
傾斜地が⾼齢になると厳しくなる
景⾊が変われば考え直すから
元気な内は住むと思うが年を取ると買い物、交通等不安
現在独居状態、将来⾜腰が弱くなった時不便を感る
⾼圧電流が地下を通っており健康不安が消えない
交通、買い物等⽼後は不便そうだから
交通が不便
交通が不便だから
交通の便が悪い。坂が多い。
⾼齢化に伴い、傾斜地での歩⾏困難さ
⾼齢でマンションへ転居するかもしれない
⾼齢になった時に今の⾃宅で⾃⽴して⽣活できるか？できるだけ住み続けたい
とは思いますが・・・
⾼齢になったので
⾼齢になった際には暮らしにくい
⾼齢になり坂道が⼤変
⾼齢になり坂道がつらくなってきた。
⾞の運転も考えるようになったので
⾼齢になると駅近くが良い、
⾼齢になると駅近くが良い、⼦供は望む所が良い
⾼齢になると不便さを感じることになると思う為
⾼齢になり、移動⼿段が⾞に限られてくる（坂道が多い為歩⾏困難）為
⾼齢になるとこのまま住めるのか不明です
⾼齢になった時は、マンションや駅近くの⽅が良いのでは？

分からない



⼦育てが終った後は都⼼に戻ることも視野
⼦供達は東灘区内（岡本、住吉）に住んでいるが、年をとると、将来的に今は
2⼈なのでわからない
⼦供も⼤きくなり坂道が少し苦になってきた
コンビニがないので不便
坂がきつい  ⾼齢者には厳しい
坂がきつく交通の便が悪いこと 若い時には問題なかった事でも、年を取ると
⾊々⼤変になってきます
坂が⼤変 その他は良いところだと思います
先の事は？坂が多い、関電の事不安、住⺠が団結しない
⾃家⽤⾞がないと⽣活の便利が悪い。バスの便が少ない、買い物するところが
近所にない
静かで環境は良いが、駅までのアクセスが悪いのでバスの便が増えれば良いと
思う。
静かでよいのですが⾞がないとアクセスが悪いため
静かな環境で散歩しやすい街並みだったが、ゲストハウスが町中にできると環
境が変わるのではないか
実家が違う場所であるから
⾃分で運転できなくなっても住めるか？
住環境は良いが、⽣活は不便（⾼齢になるにつれて）
商業施設が少ない
少⼈数で広いので転居するかもしれない
将来的にはわからない！
スーパーがない
スーパーなど⽣活に必要な店がないため
スーパーなど近くにないので不便
スーパーや、⽣活に必要な店、飲⾷店が少なく⽣活に不便を感じる 静かなの
は良いと思う
少し不便
住み続けたい気持ちはあるが、⾞に乗れなくなった時、⾜が不⾃由になった時
に住み続けられるかはわからない。
住み続けたいが年を重ねて来て・・・・？
住み始めた時からくらべてみて坂道が少し⾟くなってきた 特に歩道がガタつ
いて歩きにくい
お店が1つしかないこと
代々の⾃治会役員が会を私物化しているがごとく役員個々の利益追求を優先し
た愚策を進める姿を強く感じてしまった。住⺠の意思を無視する当⾃治会に対
する不信感が少なからずあることから転居まで考慮しなければならないのは⾮
常に残念である

分からない



⼩さいお家が多くなり、道路での交通マナーも低下して来ているし、⾼齢者が
多くなり危険な運転も多く⾒るので

近くにスーパーがないし⾼齢者になった時に⽣活が不便に感じるかもしれない
でも⼦供達に住んでほしいので家は残しておきたい（固定資産払えるか⼼配）

賃貸だから
通勤不便
電⾞の駅から遠く、バスの便が少ない
都会で家、公園等せまいから
年寄になる（20〜30年後）と不便この上ない地域であるから⼈の住む所とは
⾔えない。
⽇常の買い物が不便
年齢的に不便になれば（今は⾞の運転もしているのでとても良い環境です）住
み続けられない
⼦供は可能なら学区も良いので将来的に住みたいと思っているようです。
年齢を重ねて⾏った時の環境が予測できないから
年齢的なことがあり、⽼⼈ホームへ⾏くことになるとあれこれ⾔ってられない
年齢のことを考えると、そろそろ平地で買い物ができるところが近くにある⽅
が良いのではとも考えています
年令を重ねていくと傾斜地に住むのは不便に感じる時が来るかもしれないと感
じます
年令を重ねると買い物などが不便なため、住む続けるのは困難かもしれない。
阪急御影駅からバスがない
夫婦２⼈になると便利でコンパクトな家に住みたい
夫婦とも⾼齢のため
不便（買い物、⾷べ物）
不便だから
不便だから交通の便が悪い坂が多い公共施設がない
変電所への送電量やゴルフ場跡の街並みが住環境にどう影響していくか不安だ
から
街並みは気に⼊っているが、⽴地が不便である
マンションが増えてくるようで今までの雰囲気が変わってしまうから
やはり徐々に交通の便が悪いのが気になってきている。都⼼部のマンションが
便利で良さそうに思える
やや交通不便。特に南北のバス少ない。
両親共に別の地域に住んでいるため、今後はどうなるかわからない。いい地域
だと御影は思うが、不便を感じることも沢⼭ある（お店がもっと欲しい、道が
狭い、路駐も多い）
⽼後、どうなるか不明
⽼後は坂がつらくなると思う

分からない



⽼後はどうするか未定
⽼後のことをまだ計画できていないため
⽼齢になったら、もっと利便性の良い環境と考えている。
⼀⼈だと広すぎる為、引越しも考えている。
⼀⼈暮らしになり、今後⽼後にむけて、便利の良い所に暮らした⽅が良いと
思っているので。
⼀⼈娘が他県に就職したので、先々その県に引越しを考え始めた為。
駅から遠いことが問題です
家屋の⽼朽化
御影⼭⼿線の道路とゴルフ場跡の住宅地が完成することで、交通量の増⼤、住
環境、住⺠の質が変化すると考えています。袋⼩路的環境が御影⼭⼿の良さだ
と思いますので、それが失われるなら永住する価値が減少します。また、⾃⾝
が年⽼いることで駅近へ転居の可能性もあります。
交通の便が悪い
交通の便が不便だから。
交通便が悪い、6丁⽬バス停案はさらに上に住むものとして関係ない、公園
前、宮⾕どおりバス停は南北でいうと同じくらいの位置で6丁⽬バス停が増え
てもその周辺の。コミュニティバス、⼩型バスでも良いのでトラストグレイス
の南の通りまで通してほしい
公共交通機関の整備が不⼗分（市バスの便数が少ない）
⾼圧線が地下にあるため、⼼配である。
⾼齢になって⾞を使えなくなる
⾼齢になりバス停からの坂道が⼤変。若いファミリーには昔より良くなってい
るが⾼齢者には優しい街ではないような気がする。若い家族が多くなり付き合
いがなくなってきた。年寄りが家で⼀⼈ポツンとしている⼈が多い気がしま
す。
⾼齢になり坂を登るのが苦痛になった。スーパーもないしバスも6丁⽬までは
来ない。平地のマンションにでも⾏きたいが今更⼤変だ
⾼齢になり不便と思う
⾼齢者だから
今は特に気になるところはないが⽼後には不便なところが気になる
最近引っ越してきた
坂が多いから
⼦育てするには良い環境だが⾼齢になって住み続けることは困難になると思
う。⼦供が住みたいと希望するなら住み替え世代交代をできるようにしたいと
思う
⼦供が別に家を所有、通勤に不便
実家が関⻄ではないため（実家に戻るかもしれない）
実家に移らなければならないかも。
⾞が必須の⽣活環境のため、⽼後続けられるか分からない

分からない



⾞での⽣活環境で免許を返還した時にバス環境が悪い
住みやすい地域だと思うが定年後は郊外に転居するかもしれない
住み続けたいのですが年齢が進むと坂が急で無理です
住んでみてあまり愛着はわかない
⼈気のスイーツ店も次々と消え、⼤きな⼾建てのあった⼟地には⼩さな住宅が
２軒建つなど⾼級感が失われつつあると思う為。
年令を重ねると交通の不便さに不安を感じる。
年齢を考えますと六甲道あたりの⽅が良いかと考えます
買物が不便
不便
不便、住宅も⾞も増えた。道路が昔のままなので通⾏しにくくなった
歩いて駅に⾏くに遠い
娘（独⾝）も息⼦（結婚しているが孫無し）もマンション⽣活しており、今の
ところ御影⼭⼿に来る気は無さそう。

⽼後が⼼配、駅から歩くには遠い
⽼後運転ができなくなった時にもっと駅の近くの便利な場所に移りたくなるか
もしれない

⽼齢で⼦供たちも他に家を持っているため
将来は住めないかも、交通が不便、⾞が無いと⽣活が成り⽴たないので
夫：いいえ もっと⼈⼝が少ないところに住みたい
妻：はい 御影⼭⼿に住み続けたい

⾞の運転が出来なくなると･･･不便ですね

世帯主：5歳から御影⼭⼿在住 同じマンションに両親・祖⺟がいるため「は
い」の選択をしました
配偶者：結婚して御影⼭⼿へ(2016年） 気に⼊ってはいるが、必ず御影⼭⼿
に住み続けたいとは思っておらず「分からない」を選択しました。
⼦供2⼈（3歳・4か⽉）：「分からない」

その他

分からない



 問３・１ ＆問３・２  協定をご存知でしたか？ 更新についてどうお考えですか？
協定内容 改訂要否 不要の理由

必要部分改訂
継続に賛成

⼟地の価格が⾼いが、広さは厳守する事を望む。環境の問題。

*個⼈の資産にとやかく⾔うことはない＊常識をわきまえた⽣活
をしている。５０年間。
あまり意味をなしていない
建て替え時に以下の家が建てれなくなる、当初から反対してい
た
3.3(2)⾨灯：これは個⼈ですべき問題でしょうか？  街灯の設
置が必要なのでは
協定の中に⼀⼾建ての場合樹⽊を何本か植えるなどの⼊れてほ
しい。御影⼭⼿は住み始めた頃から感じてるが街路樹がなく夏
暑く冬寒い

このまま継続
協定を結ぶことのメリットもありますが、反⾯、住みにくくな
ることにもなります。 なるべく協定（法律）は作らない⽅法
で考えていただきたい。
基本だけで良い
協定の必要性を感じない
協定を結んでも神⼾市には何も期待できないし、市がタテマエ
だけの形でしかとりあわないことがわかりきっているから
⾃治会で話し合えるならそれでよいと思う
実⾏に乏しい
将来の建て替え時に、主要道から1.0m以上の後退が必要となり
不都合が⽣じるから。（物件購⼊時の重要事項説明に1.0m後退
の話が⼊っていなかった）
当地区は⾼齢化がこれから加速するものと思われます。 景
観、安全、雰囲気は⼤事だが、概念に捉われ具体的に⾒えてこ
ない不要 閉鎖的

分からない まちづくり協定の詳細が分かりません

よく知って
いた

知っていたが
詳細内容は

知らなかった

不要で更新の
必要なし

必要部分改訂
継続に賛成

不要で更新の
必要なし



 問３・３(1) 集合住宅の１⼾の下限を協定に追加すること

協定への追加
下限値を

３０㎡以上とする
下限値として妥当なのは？

３０㎡以上に賛成 50~60㎡
70㎡
ファミリーに住んでほしいなら３０㎡を基準にすること
はおかしいと思う
55㎡
ファミリー向けは３０㎡では狭い
30㎡では植栽の余地はないと思う
40㎡
"最少敷地⾯積１２０㎡建蔽率に対し下限３０㎡×２は困
ると想像。 従って４０㎡と思ったまで。
また、下限３０㎡だと敷地が180〜210㎡位の区画は多
い・・3軒⻑屋が多く出現しそうに思います。
3軒⻑屋：⼤林邸の南にCIRUSハウスの例あり。⾯積は
不評ですが。
35or40㎡
50㎡（ファミリー世帯を望むなら）
ファミリーが⽣活する広さ

３０㎡以上に反対 120〜200㎡
⼩さい家でミニマムなくらしを求めている⼈もいる
下限なし
50坪
50〜60㎡
わからない
50㎡（30㎡でファミリー？）
50㎡（2LDK想定）

60㎡   1名
30㎡   1名
100㎡  2名
90㎡   1名
80㎡   6名
75㎡   1名
70㎡   11名
66㎡   1名
65㎡   2名
60㎡   29名

その他

３０㎡以上に反対

その他

追加に賛成

３０㎡以上に賛成

３０㎡以上に反対

追加に賛成

追加に反対

３０㎡以上に反対

その他

その他



55㎡   1名
50㎡   72名
45㎡   8名
40㎡   23名
33㎡   1名
25㎡   2名
120㎡  1名
100㎡  2名
70㎡   1名
60㎡   4名
50㎡   11名
40㎡   1名
35㎡   1名
33㎡   1名
30㎡   1名
120㎡  1名
66㎡   1名
60㎡   2名
50㎡   6名
40㎡   1名

３０㎡以上に賛成 50㎡   1名
80㎡   1名
70㎡   3名
60㎡   6名
50㎡   9名
45㎡   1名
40㎡   4名
30㎡   1名
50㎡   1名
45㎡   1名
40㎡   3名

その他

追加に賛成

追加に反対

３０㎡以上に反対

その他

３０㎡以上に反対

３０㎡以上に反対

その他



 問３・３（３） １２０㎡以下の敷地分割の規制について

下限１２０㎡は 妥当か 何㎡以上が妥当か
妥当 （敷地に植樹を！）

まちづくりが規制することに疑問です
９条だと昭和40年頃のいえは売却不能になる悪法だ

その他 ⼤和ハウスの⼀区画の広さは？

150㎡  1名
140㎡  1名
100㎡  1名
110㎡  1名
100㎡  17名
99.174㎡(30坪) 1名
90㎡   4名
80㎡   3名
75㎡   1名
70㎡   1名
67㎡   1名
60㎡    3名 （建ぺい率６０％で３６㎡の建物がたつ）
30㎡   1名
100㎡  1名
90㎡   1名

削除すべき

妥当

削除すべき

その他



問４ 防犯・交通・安全対策について
区分 改善すべき点

道路に歩道の線がない所は、歩道の線を引いて欲しい（天神⼭公園沿いの
道）。
⼗善寺踏切北側の樹⽊を伐採または動かしてほしい。安全より優先されるもの
ではないと思う。
フードショップ御影⼭⼿付近の駐⾞を防⽌してほしい。ショップを⾮難するつ
もりは全くありませんが、道路のカーブで当該道路の中で最も⾒通しが悪く、
⼈の⾶び出しや対向⾞のすれ違いにいつも危険を感じます。問題の場所は近く
に公園があり、しかも横断歩道もあるので、本来⼈が通ってしかるべき場所で
す。いつか⼦供を轢くのではないかと怖く、「ファミリー誘致」という街の理
念にも反すると思います。
⼗字路にミラーをもっと増やして欲しい、道路を拡幅してほしい、違法駐⾞を
取り締まってほしい
住居庭の植樹が道路にはみ出して、視界をさえぎっている。（右折、左折時に
危険）。域地内におさまるように⼿⼊れしてほしい。
若草幼稚園前から郵便局にかけてよくタクシーが⽌まっている。⼦供の⼼配で
す
市バスが通る道路での路上駐⾞をやめてほしい。歩⾏者や⾞の通⾏の妨げにな
る。危険なので。
⾼齢者ドライバーが増える昨今御影⼭⼿でも危険だなと思うドライバーに出く
わした事がある。⼦供たちの安全を確保するためにも対策は考えて⾏くべきで
⾃治会でも免許返納に応じてもらえるよう促がして⾏くべきでは

公園前から6丁⽬に上がる歩道に庭の⽊が⼤幅に出てきて歩けない事があり危
険なので改善してしてほしい
御影⼭⼿６丁⽬２のバス停の交差点で⾞が⾒えにくくぶつかりそうになる事が
あるためミラーをつけてほしい
五丁⽬、六丁⽬の坂道を通る⾞のスピードを今より下げた⽅が良いと思う。
（通学している⼦供達が通⾏する時間は特に⼼配になります）。
園児の送迎を厳しく⽌めさせる
右左折時ウインカーを出さないクルマが多い、センターラインを跨いで運転す
る⾞が。モラル低い。ペットの汚物を処理せず散歩
路上駐⾞が多い、
路上駐⾞が多すぎる、⾒通しが悪く危険
御影⼭⼿から東灘区役所へ⾏きやすくなるような交通⼿段が欲しい
郵便局前信号の南⻄の道を通り抜け（ショートカット）⾞両が多いので、徐⾏
をしておらず危険です
⼭御影Ｋ棟南の東⻄道路タクシーが猛スピード多い
⼦供の通学路なので通るのを控えて欲しい

安全



道が狭く、電柱の移設、地中化
御影北⼩の前や、付近のマンションの前などに、⼦供の送り迎え⾞がよく停⾞
している。危険だし、⾞が通りにくく迷惑している。駐停⾞を取締りして欲し
い
御影駅北側出て⻄の横断歩道に⽌まれの表⽰が必要では。⼈が渡ろうとしても
⾞がとまらない（特にタクシー）
御影⼭⼿線は交通量の増加、渋滞が増えそうで不安
歩道がボコボコして通⾏しにくいので、フラットにして欲しい
歩通が凸凹が多く歩きにくいので是⾮改善をお願いします。
東明桜ヶ丘霊園近隣の路上駐⾞（含レジデンスケーエフ南）歩道に突出した駐
⾞⾞両
阪急線路沿いの道はスクールゾーンにもかかわらず、⾞の通⾏が多く歩⾏者優
先ではない運転⾞が多くて⼦供らや歩⾏者が危険。道幅も狭く対向のためにグ
リーベルトにのりあげて退避する⾞も多く歩⾏者への配慮が全くない。
はみ出しや路上駐⾞をなくしてほしい
バス道（御影⼭⼿〜公園前）の歩道の整備をしてほしい
バス通りの歩道を広げて歩きやすくしてほしい
バス停を公園より上に作ってほしい
南北バス道の歩道が狭く段差が多く、⾞道を歩く⼈がおり、危険
南北のバス通りに歩⾏者専⽤の横断歩道を作ってはどうか？安全に横断できる
ところが少ない。街灯も増やしては、冬の５時には暗くなる。⼦供達の登下校
時の安全が⼼配
道路で遊ばないことを徹底してほしい。（球技、⾃転⾞、スケートボード）
タクシーの通⾏路を限定する 乱暴な運転が多い
⼩学校の前の道（東⻄にのびる道）が歩⾏者側から⾒て、⾞が通ると怖いと思
うことが度々あります。
週末、幼稚園の通園時間帯、押しボタン式や歩⾞分離式の検討してほしい
渋滞の問題のみならず、＊園児；保護者の混雑＊横断歩道の位置＊⽩線の劣化
など、多数の問題を感じ怖いところです。
⼗善寺踏切から⼭⼿に繋がる道に関しまして、時々、かなりのスピードを出し
て⾛る⾞が存在し、⼦供達が驚いている場⾯を何度も⾒ており、危ないなと感
じております。

⾃治会館前の道路をスピード出しすぎの⾞やバイク、⼩学校登校時間も同じ
で、不安を感じます
ジークレフ御影⼭⼿緑静館から郵便局の道の路上駐⾞が迷惑。死⾓も増えてく
るまでの通⾏の妨げ。
道路上でキャッチボールする⽅なども危なくやめて欲しい。
⾞のスピード出しすぎ、⼥性が特に多い。

安全



北⼩南⻄の阪急歩道橋バイク乗ったまま通⾏危険
４ー（２）に関して：住んでる⼈達がスピードを出し過ぎ
上の⽅から下りてくる⾞の運転マナーがあまり良くない
４−２項に関して
踏切南側の電柱は⾞には邪魔かもしれないが、歩⾏者はその影にかくれて⾝を
守ることもできる

「暗黙の了解」というのがおかしい。きちんとルールを決めるべきです。道が
狭いのに交通量は多く坂を下りる⾞のスピードが尋常ではない。実際ひき逃げ
事件も⽬撃しており普通の状態ではない。⼀⽅通⾏（時間帯により変えても良
い）にすべき。（ファミリーを誘致するならなおさら）
(1)：⼦供が守っています（⾞に乗せてもらっています）
(1)：北側にも上り優先の掲⽰が必要。 平気で北側から進⼊（南側で⾞がい
るのを確かめていない）する⾞が少なくない
 ⼗善寺踏切は暗黙の了解ではなく拘束⼒のあるルールを作るべき

⼗善寺踏切 交通事故が多いことを⼗分認識されてて改善しないのは今後死亡
事故がおこれば⼈災ですよ。⼀⽅通⾏の標識を⽴てるだけならすぐ出来るで
しょう。

道路沿いのゴミ集積所でネットがかけられず、プラゴミが道路に散在すると⾞
の通⾏に危険
⼗善寺から東の阪急と平⾏の道のすれ違いに苦労している

細道やデコボコな道が多いので舗装を新しくしてほしいです。 御影⼭⼿3丁
⽬から鴨⼦ヶ原に抜け道が暗いです。もう少し⽊々を切り、明るくしてほしい
です。（防犯カメラはついていますが）
踏切と交差する線路に沿う道路を⼀⽅通⾏にして欲しい。安全性が増すと思
う。特に通学路である北⼩南側の道路は⼀⽅通⾏とすることが好ましいと考え
る。
踏み切りから（北側）東⾏きの道路が本当に危険。必ず事故が起こる。歩⾏者
にも問題あるが、マナーの悪い⾞もふえている。
⼤仏橋を新しくするなどし明るく通⾏をしやすくしてほしい
⽯屋川⼿前の⾞停⽌線を以前の様に川筋に降りる道路分を空けて停⽌線にして
ほしい
上天神橋の信号より南に⾏った⼭幹までの信号の調整をして欲しい。東⻄の道
は押しボタン、感知式にして、南北の流れをスムーズにして欲しい。
⼗善寺踏切北側⻄の停⽌線が南側から⻄へ曲がる時、前に出すぎている。⼗善
寺踏切北側の線路沿い御影北⼩学校までの道、特に⼩学校の⻄⾓の交差点が狭
くて⻄側、東側からの⾒通しが悪い。

⼗善寺踏切を東へ⾏ったところ（御影北⼩学校の北⾨を降りたところ）も危険
を感じる事が多い

安全

安全
その他

交通



若草幼稚園前の信号の所はキケン！！橋を広くする必要有。
若草幼稚園前の交差点危険である。死亡事故もおきている。道路を広げるべき
である。
若草幼稚園の信号、⽮印にすべき、運転時怖いから

阪急⾼架下から若草幼稚園前の交差点まで、センターラインが消えているの
で、右折待ちの時、上からおりてくる⾞がセンターラインをこえて⾛ってくる
ことがあり、こわい思いをよくするため、早くセンターラインをきれいにして
欲しいと思います。
交差点のミラーを増やして欲しい
御影北⼩南側の道がせまく危険なので、道幅を拡げて（線路崖）、ガードレー
ルを付け、⾞がスムーズに⾏きかようようにしてほしい。
御影北⼩学校北⾨前の道を児童の登下校時間帯なのにわりとスピードを出して
いる⾞をよく⾒かけます。対応してほしい。看板を⽴てるなど、規制など。
御影⼭⼿地元の安全のため⼗善寺踏切を早急に改良してほしい。
以前お芋やさんのあった道に⼊るところと出る⽅の両⽅にミラーをつけること
はできないでしょうか
若草幼稚園の⻄側の信号、⽮印信号をつけて欲しいです。
若草幼稚園前の信号の交差点現状ではなく、今後開発が進み(⼤和住宅他)⾞の
数が増えるのが確実なので、信号の機能を変更する等、今から対応を促進して
欲しい。
若草幼稚園前交差点の拡張など⼯夫して欲しい。 通りにくい
六甲⼭から下りてくる⾞の通り抜けにつながるような⼯事はやめて欲しい。
静かな住環境を維持して欲しい。
横の道から縦の道に出る所にミラー設置
⼭御影マンションとG御影台の間の東⻄の道を登りの⼀⽅通⾏にしてほしい
⼭⼿⼤通りの最東端の橋の広⼤化

御影北⼩学校⻄の川沿いの道をスピード出し過ぎの⾃動⾞（特に朝の通勤・通
学時）
⼣⽅以降の無灯⽕の⾃転⾞（特に⼩学⽣・中学⽣）
４丁⽬・５丁⽬境の坂道をセンター越えて⾛る⾞。

御影北⼩の浜側道路の横断歩道（３ヶ所）には「⼀旦停⽌、⽌れ」が必要で
す。特に駅に近い坂を下ったところは「⼀旦停⽌」が必要。死⾓になる箇所が
あります。地下道から⼩学⽣が⾶び出してきたことがあります。

御影⼭⼿から⼗善寺踏切を渡らず線路北側を東に⾏く時、対向⾞が⾒えないの
で⻘の道を何とかして欲しい。

踏切南側に看板は不要。上り優先という看板は意味がない。上り優先の看板を
⽴てるより警察が交通整理をした⽅が効果的。いつも踏切付近で⽴っているか
ら。

交通



踏切より北の道路は北⾏⼀⽅通⾏にしたほうが良いと思います。
踏切の南側から来る⾞が北から⾒えにくいです。
踏切に進⼊しないと、下からくる⾞が解らない
歩道に垣根の植⽊がはみ出し、頭にあたる

フードショップの前の道は公園前のバス停や御影⼭⼿公園から渡ってくる⽅達
が多い⼀⽅、坂から⾒通しが悪く、スピードを出し降りてくる⾞にいつも怖い
思いをしております。
歩⾏者⽤の信号機の設置や、少なくともスピード落とすようにとの表⽰標識を
希望します。

フードショップの前の横断歩道が危険、減速帯を整備すべき（成徳⼩学校前の
道路に設置済み）
上り優先：守られていない⾞が多い
⻄側のバス道南北道路を拡幅か電柱をなくして欲しい。
トンネルは⼤きな改善になるとは思うが、住⺠以外の使⽤も増えそうで危惧す
る。もう少し南北（⼭幹までの）の貫通路を検討できないでしょうか？
トンネルの出⼊り⼝はどこ、住⺠にメリットはあるの
⼾数を増す前に道路状況を良くする事を考えて欲し
道路上での駐⾞、⼆輪⾞オートバイ駐輪の規則
東⻄の道路で出合い頭の事故が考えられミラーの設置を検討してほしい（御影
フードの道も同様）
東⻄の軒先に⾯する道をスピードを落とさずに横切る⾞が散⾒される。驚いた
年配者が尻もちをつくなどきけん。注意喚起を希望します。

天神⼭公園南、線路沿いの道が狭くすれ違いが困難、せめて⼤型トラック通⾏
禁⽌にできないでしょうか。同じく線路沿いに駐⾞（⻑時間）はしないで欲し
い(⾞、歩⾏者共に危険） 住⺠で警察沙汰になっており近所でも迷惑を受け
ている どうにかならないでしょうか 通⾏するにも⽀障が出ています。

⼤和が完成すれば⾞両増加は確定
交通安全防災上の観点からトンネル⼯事を最優先で⾏う必要がある
センターラインのはみ出し通⾏するか所にラバーポ―ルを設置してほしい
⽣活道路の拡幅や歩⾞分離の⽩線を引くべき（狭いから引けないは本末転倒）
それがダメなら思い切って⼀⽅通⾏道路とすると同時にゾーン３０Ｋ指定する
べし
⼗善寺踏切北側の空地を市が買い取って道路の拡幅、公園にして頂きたい。あ
の踏切は危険きわまりない
住宅街の道路の幅員が問題である。何とかならないのかと思う
⼗善寺の踏切は道路がどれ程拡張できるのかは不明だが、事故以前に⼈と⼈の
トラブル回避の⾯でも、⼀⽅通⾏にすべきだと思う
⼗善時踏切の道は⼀⽅通⾏にしてほしいと思っています

交通



⼗善時踏切の南北⾒通しが悪いので⼤きな事故につながらなければといつも
思っている。南⾏⼀⽅通⾏にしてほしい。
その為に早く御影⼭⼿トンネル早期に完成してほしい。
4(1)交通法規上は登り優先ではないのですか？
4(2)踏切は⾒通し悪いので改善⼯夫して欲しい。北側空地ありこれを活⽤する
⽅策はないか。

⼗善寺踏切の改善、バスの本数を増やす、
⼗善寺踏切から東へ進んだ道（極端に細くなっている道）横のフェンスを⾒通
しの良いものにかえてほしい（⾞が⽴ち往⽣している事をよく⾒かける））
⼗善寺踏切より東⼭⼿側の橋（阪急⻄側の陸橋の近く）が⾮常に狭いので危
険。⾒通しも悪いので端の拡幅等整備が必要。（⾞のすれ違いが出来ないので
渋滞になる場合有）
⼗善寺踏切は南⾏きの⼀⽅通⾏にしてはどうか
⼗善寺踏切はほぼ毎⽇通りますが、四⽅から⼈や⾞両が集まり危ない。これか
らゴルフ場跡地に住宅が出来ると、⼈や⾞が増⼤し、こわい。本当は、南に下
がる⼀⽅通⾏にして欲しいが、せめて朝７〜９時は、下がる⼀⽅通⾏にして欲
しい。本当に困っている。看板や拡張はほとんど効果なしと考える。
⼗善寺踏切の付近の道路を⼀⽅通⾏にした⽅が⾃動⾞にも歩⾏者にも安全だと
思います。せまい道路を速度違反して⾛⾏する⾞が多いように思います。
⼗善寺踏切の⼀⽅通⾏（南から北）化
事故のとき渋滞していたことがあった。
ジークレフ⾼⽻⼀番館北側の道から４丁⽬の広い道へ出てくる所を「⼀旦停
⽌」義務にするよう、要望して欲しい。
今後住宅も増え交通量が今以上になります。以前から信号機に⽮印⽅向の信号
を付けて欲しいと思っていました（⾃分⾃⾝が運転している時も）
ゴルフ場跡地の分譲地により住⼈が増えた際の交通量の増加を早めにシミレー
ションを⾏い、将来に備えていただきたい。
ゴルフ場跡地に住宅がたてばもっと頻繁に渋滞するのではと⼼配している
ゴルフ場跡、県営住宅跡に⼀⼾建て、集合住宅が計画されており、⼈⼝、⾃動
⾞、⾃転⾞などが増える事が予想されまする。花崗⼭⼿地区から出⼊りする道
路が狭く限られており、渋滞、事故が⼼配です
困るほどではないが、幼稚園迎えの時間に混んでいる時がある
ここの交差点と⼗善寺の踏切りがこれから渋滞するでしょう。事故が起る前に
⼿を打つべきです。
御北⼩学校⻄南新⽥川の滝にある橋のところ、⾞の交差がせまい、電柱を移動
して、広くして欲しい、⼜道を広くならないか？電柱に⾞をぶつけている、あ
ぶない
交差点にミラーをもっと設置してほしい
現⾏の制限速度４０ｋｍを２０ｋｍに変更

交通



上天神橋へ⼊る交通量に限界があると考える。御影⼭⼿線が開通すると渋滞が
増し⼤型トラックの交通が増える、御影⼭⼿の落ち着いた環境を破壊する
上天神橋信号のところ、幼稚園に来る⼈たちの⾃転⾞・横断が勝⼿気ままで、
上へも下へも⾏けないことがある。スロープの歩道橋などを考えてほしい
上天神橋の⻄⾏の停⽌線が橋に近いところになっているので⻄から橋を渡っ
て、すぐに右折できない（川沿いの道路）
上天神橋の交差点の⻄向停⽌線を川沿の御影⼭⼿側側道より東にして欲しい。
そのひとつ南の側道にカーブミラーが欲しい(そのひとつ南の歩⾏者⽤の橋の
東にもカーブミラー要）

岩井さん前の坂道⾞のすれ違いが多いが下り優先になっている。これは上り優
先になるのが良いと思うので看板を⽴てる等して欲しい。
⽯屋川⻄阪急⾼架下の横断歩道では⾞が⼈が⽴っていても⽌まることがごくま
れで阪急側に⼤きい標⽰を書きこめないでしょうか！（年配者や⼦供がよく利
⽤しています。）
４−２項に関して
⼗善寺踏切付近が⾃宅です。現地は確かに道が狭い割に交通量が多く危険であ
ることは承知しています。しかしながら物理的に取り得る事は限られるので、
最終的に運転⼿の意識・マナーの問題と考えざるを得ないのでは無いでしょう
か（例えば上り優先は⾃動⾞教習所で習う当たり前のことです）。確かに側溝
に蓋をすると道路は拡幅されるので歩⾏者も安全なのかなと思う反⾯、それだ
け⾞も路側帯に⼊ってくることになりかえって歩⾏者にとって危険なのでは？
と思ったりします。個⼈的には既に⾃宅敷地の花壇を何度も当て逃げされ破壊
されているので、これが更に酷くなることは避けてほしいと思っています。歩
⾏者の安全対策と当て逃げ防⽌が両⽴する⽅策を検討いただければと思いま
２か所の開発⼯事が終った時の渋滞が⼼配である
①⼤和ハウス開発分譲地完成後の⼈⼝増加により（４）の交差点は渋滞が増え
る可能性が⾼い。②⽯屋川沿いから若草幼稚園を曲がり、⼗善寺踏切を通り、
⼭⼿幹線へ通り抜ける⾞両が増える為、通り抜けを抑制してほしい。

「⼗善寺踏切」ルールを知らない部外者も多い（危険である）
⼀⽅通⾏にすべき。（道や踏切が広がるまでは）バックできないドライバーも
多い。

「3丁⽬1-9」の東の道路が狭く「私有地に侵⼊しての」⾞両離合が常態化し
ている
＊踏切は歩⾏者の通⾏を妨げず、⾞が2台すれ違える幅。＊幼稚園の登園下校
の僅かな時間ではあるが送迎の保護者の態度に⼀考の余地あり
＊⾬の⽇、⽯屋川沿いの南北の道、及び若草幼稚園まえが渋滞します。（通
勤、通学、送迎の時間）
＊⼗善寺踏切〜御影北⼩南⻄⾓、阪急線路沿い北側の道のすれ違いが難しい。
頌栄の北の橋から北⻄⽅向へ⼀⽅通⾏にしてほしい

交通



（２）歩道と⾞道を別にしてほしい
(2)頻繁に通ります。ぜひ改善お願いします
（２）ちょうど今、⾓の家が解体されて更地になっています、神⼾市が買い
取って、道を拡幅してもらいたいです
（２）簡単な信号を併設できればよいが
（２）⼀⽅通⾏にして欲しい
（２）、（３）を早急に実施してほしい。

⾃転⾞が歩道を⾏き歩⾏者が⾞道を⾏く⽯屋川の橋(南側の歩道）を考えて欲
しい、また⾃転⾞に対する標識をつけてほしい、すぐそばを速度をおとさずに
⾃転⾞が通りその動作におどろかされたり、ひじをあてられたりする。

（３）は是⾮実現して欲しい。果たして近未来に計画は実現する可能性あり
や？？
（３）早急に進めてほしいです。これ以上交通量が増えると事故が増えると思
われます
御影駅（阪急）のロータリー（北側）のタクシーが送迎時に邪魔です。 別の
場所に⽌めてほしい。南側だけでいいと思います。
(3)是⾮早く進めてください
(3)：他⽅⾯からの⾞が多くなると困る
３）について 交通量が増えて困るのでは
 御影⼭⼿トンネルの件まったく進んでないのが残念、理由を知りたい

⾃治会館⻄の南道路の歩道の増設（下りの⾞がスピードをだしていて⼦供が横
断しにくい
御影北⼩北⾨付近の朝の登校時の⾞両規制が守れていない⾞が度々ある（最近
特に増加）

交通
防犯

天神公園を下りた所の線路際にカーブミラーか、防犯カメラをつけてほしいで
す。
防犯カメラの設置、踏切の南の橋の⼗字路のミラー設置、東から来たときに南
側が⾒えるミラーがほしい
防犯カメラの設置、街灯の増設（暗い場所が多い）
阪急御影駅の交番に警察官の常駐を希望します
防犯カメラを多く設置してほしい
防犯に関することだが、⾨灯、⽞関灯を夜間つけていない家が散⾒され、街灯
の間隔が空いているところでは、道が暗くなっているところがある。回覧等で
点灯の要請と注意喚起をしていただきたい。
派出所までは不要だが、不定期的にパトロールをお願いしたい。
道路に防犯カメラの設置
治安は良いと思いますが、夜間の⼀⼈歩きはやはり不安ですので街灯の数を増
やす等、明るい街にしていただければ幸いです。（エコに留意した上で）

交通

交通
安全

防犯



街灯を増やしてほしい（設問3.3(2)でも記述）
最近外から⼊って来る⼈が多く、⾞も多くなってきているし,空地も増え⼈通
りが少なく暗い場所も多いので、防犯カメラや警察の巡回など強化してもいい
と思う。
公園にも防犯カメラを設置してほしいです。
街灯を増やして欲しい
上の⽅（関⻄電⼒）によく、よくわからない住⺠でないような⼈が⽴ってい
る。怖い 派出所を希望します
(5)⼦供が多いので
 パトカーの巡回を増やしてほしい

防犯
交通

街灯、防犯カメラを増やす
御影⼭⼿線（バス通り）と天神⼭公園北⾏き通の交差点、北側東⻄⾓に⾞の進
⼊⽤の鏡をつけて欲しい（危険なため）
⾮常識な騒⾳を⽴てて⾛るバイクがあり特に夜間は迷惑している
東⽅⾯（JR住吉駅、阪神御影駅）へ⾏くバスが運⾏されると良い。
電柱を地中化にしてほしい
電柱の地中化をして欲しいいです。
段ボール,古新聞回収を毎週にしてほしい。
新しい家を建てる際、⽯垣を壊す事例が多いが、御影⼭⼿らしさがなくなり、
とっても残念です。⽯垣はそのまま残すことも協定に追記してほしい。
⾞に乗りません
⾼齢者が増え⼟地分割も増える中 若い住⺠を増やし活気ある街作りを考える
為にも基準を１００平⽶以下に緩和すべき。現状⼀⼾建て及び⼀⼾建て集合住
宅にも１００平⽶以下の住宅がかなりあります。早急に改善を望みます
公園などは善意で清掃して下さってありがたい。ただ道路などにも⾃治会から
の呼びかけ等あれば清掃の機会が持てるのではないかと思う
メイン通り、緑の多い街にしてほしい  今は何もないので落ち着きのないよ
うに思います
ポストが少ないと思う
ペットの糞の始末をキチンとして欲しい
阪急御影の乗り⼝（北側）⻄側より乗れるようにしてほしい
阪急御影駅に⾏けるバス路線ができれば良いと思う ⽯屋川沿いに⼭⼿幹線で
⾏く等のコースで可（甲南医療センターまでなら尚可
バス停がもうすこし上にあれば利⽤するのですが、これは⻑年の夢ですが無理
のようですね
バスのダイヤを増やしてほしい。
バスがない、もっと上の⽅（変電所のあたり）まで来てほしい
特に夏に頌栄短⼤前の川の⻄岸に雑草が⽣い茂る。  ⼩学⽣登校時にじゃま
になり⾞とすれ違う時にこわい。→草刈りをする。

その他
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電柱の地中化、樹⽊を植える、歩道の整備
電柱の地中化 関電に地下トンネルを作ることを認めたのだから、これくらい
はしてほしい
そもそも、神⼾市が御影⼭⼿の上の⽅にマンションや住宅を作ることを許可し
すぎている上、御影⼭⼿の暗黙の了解というマナーを知らない⼈々が（特に御
影北⼩に⼦供を⼊れる⽬的で）増えすぎて、御影⼭⼿の秩序が失われている。

送電線の件ですが、何とか使⽤せずに⾏く⽅法はないですか？
⾼電圧線の電磁波と磁気カードで⽕災につながるとテレビでやってまして、怖
くなりました

全体に家が詰まって空地が少ない４〜６丁⽬の売り家（空家）がある時は、市
有地にして公園（休憩所：住⺠が集まれる場所）にし、バス停も作っては？
空地（空家、売地）が出た時を常に狙っておくように

スーパーかコンビニを作って欲しい
３２系統のバスの本数を増やして欲しい
住宅が増の為街で管理する貸し駐⾞場があると良い
敷地分割は１４０平⽶以上が良い。住宅密集地になる恐れがある。
坂道のきつい所には⼿すりをつけて欲しい
コンビニを作ってほしい。中規模のスーパーを作ってほしい。
コンビニを造って欲しい
今後、⼾建新築・改装時には設計者・施主両者は建築現場の前後左右の隣接す
る先住者に建築物の設計図を提出、説明、了解を得た後、協定委員会が認定を
出すように義務つけてほしい

寿公園ぐらいの中⾼⽣が体を動かせる公園が必要、野球のブルペンのようなも
のでもよい(サッカー他バスケも使⽤）
歩き煙草をやめて欲しい。
新しく住⺠になる⽅にルールの周知徹底をお願いします。 御影⼭⼿郵便局近
くの信号（北⾏き）の停⽌線を下げてほしい。（南に⾏くとき⼤きくカーブす
るため）
JR住吉⽅⾯にゆくバスが有ると良い
３−３（２）に関して：現在、近所の夜間照明が明るすぎて違和感を感じてい
る

３−３（１）に関して：30㎡としたがもう少し⼤きくても良い。あまりに⼩
さいスペースだと御影⼭⼿としての景観を維持できなくなる
ゴミ集積所の景観
他地域の⼈間が⾞の中からついでにゴミを置いていくこと

その他



32系統のバス道、北から南に下る道は道幅が狭く、⽚側は歩道があるが、⽚
⽅は⽩線のみです。今後、住居数も増え、交通量が以前よりかなり多くなって
いるのに、⽩線が薄くなり、神⼾市交通局の⽴看板も少なく、効果があまりな
いように思う。

32系統の市バス、六甲道ではなく阪神御影駅につなげて欲しい。乗り継ぎは
お年を召した⽅、⾜の悪い⽅には⼤変です。
３．３（１）賛成でも反対でもない
＊バスの本数の増便を交通局に要望してほしい＊ゴルフ場跡地、県職員住宅跡
地にすでに建設が始まっている。
(1)から(4)は⾞所有者に対する質問でしょうか？ ⾞を所有しておりません
が、⾞の通⾏改善により歩⾏者にも安全な道路となると思います。

その他



 問５ 御影⼭⼿の防災について

避難施設
新⽥川の  管

理
ご意⾒

⽊の枝が道路にはみ出している家が多く、特に⾬の⽇は傘をさし
て歩くと当たり歩きにくい。個⼈で注意することはしにくく⾃治
会より定期的に確認しはみ出している箇所は注意してほしい

歩道にはみ出している樹⽊を切ってほしい
個⼈の住宅の⽊の枝が歩道に出て歩⾏者が困っているところがあ
ります。個⼈住宅でも注意を呼びかけてほしい

新⽥川の防災（⼤仏橋、砂防ダムの下流域）
⼤災害になる前に川の中の⽊の伐採をしてほしい
⼟砂崩れが部分的に発⽣している
舗装（第3御影⼭⼿⼩公園より上流域）をお願いしたい
新⽥川の側道の雑草掃除をきちんとしてほしい
南北歩道側にはみ出した⽊の枝が張り出し危険である注意してほ
しい。個⼈では⾔えない
夏場の空地に雑草が多くなる、管理清掃願いたい、清掃⾞を出し
てほしい

⼤仏橋から鴨⼦ヶ原に⾏く階段の樹⽊をもっと伐採してほしい。
⼈の⽬線が遮られていて夜間は怖い
避難所を増やすことは物理的に難しく、⾼齢者をどのようにサ
ポートするのか、欲求するより⾃分たちで⾏えることを検討すべ
きではないかと思う。

数分程度の停電が頻繁に起こります、なぜでしょうか？原因追求
と説明を住⺠にしてほしいです
頌栄は⼟砂災害の危険性があり、災害ごとの避難所の周知が必要
頌栄短期⼤学の川沿いの⽊が毎年台⾵の度に倒れてこないか⼼配
なので伐採していただきたいです

最近の河川内の掃除の業者の⼿抜きがひどい
もっとキレイに出来る基準や、掃除後の確認をして欲しい。
上流はゴミの砂洲が出来ているので、⾒ているだけで悲しい。鴨
も来なくなっている。

今回の川の⽊・草刈りはすごい雑だった 草⽊を集める袋を川に
置いたままにしていた
公園の⽊の剪定を最低でも年１回して欲しい
河川のガードレールが低いので⾼くして欲しい。

施設は知っ
ており、⼗
分である

管理強化が必要



河川だけではなく公園周辺もお願いしたいです（特に敷地からは
み出したり、電線より⾼く伸びている）
河川、ダムの辺りが暗くてぶきみだ。 ⼈々が集まり遊べるよう
にしてほしい
(2)すぐに実⾏してほしい
特になし。
天神⼭公園から線路にむかったあたりのミラーを増やして欲し
い。⻄から来るバイクや⾞とぶつかりそうになる。
現実問題として避難したことがない。
河川に捨てられている粗⼤ゴミがあると更に増えそうで⼼配です

御影⼭⼿3丁⽬三井住宅⻄側ジークレフマンション隣接歩道につな
がる通路が遮断されて通り抜けが出来なくなっている。 公園横
階段が⼀本しかないので、災害時に問題が⽣じないか、⾒直しを
して欲しい
歩道側にトンネルのように、植⽊が⾶び出してる
避難ルート確保の為、トンネルを設置し、御影駅へ抜ける事を最
優先とすべき
伐採後の雑草が道路にそのまま放置されている
バス道の路上駐⾞の禁⽌を厳しく規制してほしい（東⻄通路から
出る際とても危険）。
特になし
側溝の定期的掃除を⾏政で
施設までのルートと安全性と通⾏のし易さ
⽊の枝の伐採はお願いしたいが、雑草刈りくらいは⾃分たちです
べき
⼤きな⾳の機械の使⽤のため、いつも苦しんでいる。うるさくな
い伐採⽅法、⼜、⽇時の公表など
K棟南下の溝と続く暗渠の清掃は誰がやるのか？
防犯カメラの適正稼働状況が不明（アナウンスなど必要ではない
か）
頌栄短⼤の横の河川のガードレールは⼩さな⼦は下から落ちそう
で怖いので改善してほしい
災害時に北⼩に避難できることを確かめておくこと

避難できる場所は知っておりますが、それで⼗分だとは思わない

緑化にもっと⼒を注いだ⽅がいいと思います。
有事の時の防災グッズなど倉庫がない、救済の道具など
⺠地から張り出している⽊の枝の伐採

施設は知っ
ており、⼗
分である

施設は知っ
ているが、
もっと近く
に欲しい

管理強化が必要

現状管理でよい

分からない

その他

管理強化が必要



河川に限らず⼈が通る歩道に張り出しているのはなんとかしてほ
しい。（6丁⽬の広い道路傍にあり）
御影⼭⼿の⻄側で、避難できる施設が必要。
避難の体験会のようなものがあれば、万⼀に備えて
避難指⽰が出ても避難所が整備されてないことがありました
避難施設が遠いの為利⽤する場合不便である
避難施設の⼤きさが⼩さいかつバリアフリーでない（収容⼈数が
少ない）
⼟砂災害の⼼配のない安全な施設が欲しい
⼤仏橋の付け根が腐っている
清掃⾞を出して下さい。
頌栄の⼩⼭
⾃分の家の横の川の草とりは⾃分でしている1か⽉に2回 河川事
務所に連絡しても⼀度⾒に⾏きますと⾔っての対応のみ、ええか
げん（何年川の掃除に来ていないか）

坂の多い街ではあるので、災害によっては、移動も⼤変な可能性
がある為、避難施設は多い⽅がより良いと考える。
これだけ災害が増えております中、地域の防災訓練の実施が必要
なのではと感じております。
緊急時対応各種備品・⾷料などの備蓄施設はどうなっているか。
現在は備蓄はされていないか？
⽝と同⾏避難しなくてはならないので、どちらも避難できませ
ん。
80歳後半なので、どうして避難場所迄⾏けるのか不安に思ってい
ます。
 個⼈宅でも歩道に植栽が張り出し危険な場所があります。⼦供の
通学路でもありすくなくとも歩道確保の⼿⼊れはしていただきた
いです

災害の内容にもよるが北⼩、頌栄へは河川を渡ることに万⼀の危
険もある
５−１に関して：⾼齢の為、災害時⾞も使えず移動が難しい

その他 御影⼭⼿は新⽥川と⽯屋川にはさまれた地域、⼟砂災害を考える
とどこに避難すればいいのか？

個⼈宅でも外壁より枝葉が出て歩きにくい家が１軒⾞道を歩く事
となり危険である（公園前バス停よりすこし北、道路の⻄側）
(2)は⽊が⼤きくなって、崩れを誘発する恐れがある 狭い道路に
駐⾞すると緊急⾞の通⾏の妨げになる
 空家の前の道路の雑草、枯葉がつもり景観に悪い

現状管理でよい

管理強化が必要

施設は知っ
ているが、
もっと近く
に欲しい

施設を知ら
なかったが
⼗分である

管理強化が必要



不⾜している。阪神⼤震災の時、北⼩は⼈が多くて⼊れなかった
から
頌栄短⼤北側川沿いの⽊が伸び放題で、対岸の道の⽅まで伸びて
きています。持ち主は責任を持って整備してほしいです。
(2)：今は汚い。 伐採後の⽚づけはしっかりしてもらいたい。
２０〜３０年前は⽚付けされて気持ちもよかった

現状管理でよい 備蓄や訓練の現状はどうなっているのか教えて欲し
この地区への出⼊⼝は若草幼稚園前と⼗善寺踏切との２ヶ所のみ
で、しかも出⼊⼝が狭い！！防災上危険である。

今のところよくわからない。 ⼗分だと思っています。

管理強化が必要 ９８才⼀⼈暮らしなので災害時のサポートを希望
５~２項に関して 河川のゴミ掃除はもっと頻繁にして欲しい
住⺠間のつながりを深める事が災害時には重要なので回覧版を増
やしてコミュニケーションをとってほしい（回覧版は楽しく）
砂防ダムの落葉等の清掃

災害マップを⾒ると⼟砂災害の危険が⽰されています。 過去の
災害があったのか･･ 万が⼀どのような被害になるのか 避難所
も御影北。頌栄は南側なので⼤丈夫？なのか⼼配です

改善とかではなく疑問です。 ⼟砂災害の場合避難施設は南側と
親和だと遠い。    ⾼齢者は難しい。･･･判断のタイミングが
難しいですね。

その他
個⼈宅の鋪道、歩道に張り出した樹⽊の枝、防災の観点から避難
時に妨げになる、⾏政の権限で伐採可能にならないか

管理強化が必要

現状管理でよい

現状管理でよい

分からない

施設を知ら
なかったが
⼗分である

施設を知ら
なかった

もっと近く
に欲しい

その他



 問６ 六甲病院の利⽤・甲南医療センターへの巡回バス・⾼齢者施設 その他

項⽬ ご意⾒
六甲病院移設反対。

六甲病院を地域のための病院として活性化させてほしい

六甲病院を存続させてほしいです。

六甲病院の存続を希望する
六甲病院を存続していただき、災害時の拠点施設にしていただくのは良いかと
思います。
六甲病院を以前のようにもっと充実させてほしい

六甲病院は⼀度利⽤した。

六甲病院が存続できるようにお願いしたいと思います

六甲病院：以前に2度ほど利⽤しましたが、最近は全く利⽤していません

六甲病院の緩和ケアはとても良いので今後も継続願います

（１）（六甲病院）これから利⽤することがあるかも

甲南医療センター⾏バス：是⾮

６ー（１）（六甲病院）に関して：巡回バスがあればと思う

(2)（医療センター巡回バス）⾼齢になったら必要

(2)：（医療センター巡回バス）御影駅より東の⽅はたくさん⾛っていると思
う

六甲病院と甲南医療センター両⽅に⾃動運転の巡回バスを⾛らせて欲しい

⼩規模でかかりつけ医となる内科がほしい。優秀な医師がいない。

気軽に診てもらえる開業医院を誘致してほしい。

御影⼭⼿に個⼈病院がないのは困る
御影⼭⼿は⾼低差が⼤きい。せめて全体を２分にして夫々２施設を計画してい
くべき
御影⼭⼿内に診療所がほしい

ホームドクターになって頂く医院があれば良いと思う。

内科医が欲しい

診療所を誘致して欲しい（内科、整形外科など）

診療所の数が少ないように思う

コンビニ等、⼜、医療機関の導⼊を考えてほしい

ゴルフ場跡の住宅群の中に医療センターがほしい
災害時、対応してくれる医療・福祉コミュニティーがあれば、いざという時頼
りになると思います

六甲病院

六甲病院
バス

開業医

医療



トンネルが出来れば、市バスが通り各⽅⾯への医療機関へつながる道が広がる

両病院とも何となく魅⼒ある発信に⽋ける、ＰＣＲ検査やワクチン注射は扱う
のか？
阪急御影→JR住吉→阪神御影の巡回が欲しい。⼦供の習い事などが前記３地点
が多いため、ファミリー世帯には良いと思う。
理想は⾼齢者の⽅や⼦供たちが安⼼して乗れる、バス以外 ⼩回りの利く巡回
⾞？があればいいのにと思います。
阪急御影駅とつなぐバスが欲しい   32系統の本数増希望

巡回バス：⾃治会負担なしに

市バスの便数の増加、スーパー、コンビニの誘致

現在、巡回バス運⾏中

(2)⾼齢になったら必要

(2)：御影駅より東の⽅はたくさん⾛っていると思う

昔から住んでいるが、⼦供や⾼齢の⽅が集まる場所や地域のつながりが本当に
少ないと思う。

⾼齢者の集会場は不⽤。住⺠の⾼齢化が進み⼈数は増加しています。集える施
設よりケアセンター（事務所）のような施設を許可したらどうか。過去に開設
しようとしたら⾃治会の反対で開設がなくなったと聞いた事がある。
⽼⼈のために気軽に座れる場所を！

近くに集会所のような所があるといい

⾃治会館を利⽤すれば良い

⾃治会館を有効活⽤してはどうかと思います。

⼦供の⽅に⼒を⼊れましょう

⾼齢者と⼦供が⼀緒に集える機会が欲しい

⾼齢化に伴い、⼀⼈暮らしの⽼⼈には特に気をつけてほしいと思います

今の⾃治会館を充実する
（３）（⾼齢者施設）トレーニング系認知症と名のつくものはプライド⾼く⾏
かないので運動ならまだ
(3)（⾼齢者施設）維持管理に案外費⽤が掛かる

７ー（３）（⾼齢者施設）に関して：運動機能維持等簡単なリハビリができる
施設。集うだけの場所なら要らない。  住⺠の⾼齢化を考え公共交通の充実
（⾼齢者による交通事故が増えているので）

(2)（医療センター巡回バス）巡回路は？    (3)（⽼齢者施設）施設によ
る

⾼齢者
施設

⾼齢者
施設
バス

医療

バス



⺠⽣委員の⽅が⾼齢者（特に⼀⼈暮らし）の安否等の活動を充実させて欲し
い。

歩道の段差が多いので、歩き難い。

スーパーや本屋を作って欲しい。
樹⽊（街路樹）がなく、夏期照り付けが厳しい
⼤通り、歩道が歩きにくい。芦屋（⼭⼿幹線）の歩道を参考にしてほしい

その他



項⽬ ご意⾒
利⽤頻度がわからないので答えられない
御影北児童館があるだけでありがたい。あそこの⼟地を寄付されて児童館が
建ったので、⼭⼿にそんな⽅がいるのか？
住⺠もあまり利⽤していないように思う
児童館として時間限定して学校の開放。
（２）（児童館の設置）⼩さな⼦供が居ないのでわかりません
市バスの増本や増停に取り組んでもらっていますが、早く実現してほしいで
す。
市バスの増便が⼀番よいが無理な場合近隣マンションが⾏っている最寄り駅の
送迎バスがあるとよい
御影駅（阪急、阪神とも）⾏のバスを⾛らせてもらいたい。コンビニを作って
もらいたい
路線バスの充実
御影⼭⼿のバス路線を阪神御影までのばしてほしい！現在6丁⽬の⼦は御影中
まで⾏くのにバス通学が認められているが、⼤仏橋をこえて鴨⼦ヶ原でバスに
乗る。暗くなるととても危険！⼦供達の安全を第１に考えてほしい

東灘区の中⼼に出られるバスが欲しい
歩道の拡幅修繕して欲しい
阪神沿線に出られるバスが欲しい
阪急御影から御影⼭⼿へのバスを運⾏してほしい
阪急御影駅から御影⼭⼿へバス路線を確保してほしい
バスを変電所のところまで通してほしい
バスは朝6時を始発としてほしい
バス停の増設はぜひともよろしくお願いします
コンビニエンスストアがあれば幸いです
トンネルが出来れば交通の流れもスムーズになるのは明確、阪急阪神御影ＪＲ
住吉市役所⽅⾯のバスも⾛れる。そうすれば利便性も⾼まり⼭⼿の活性化につ
ながる。
ダイヤ改正後バスの到着が遅れスピード出しすぎ
市バス３２系統以外に阪急御影経由阪神御影⽅⾯の市バスがあれば今後宅地造
成で⾒込まれる⼈⼝増加に⼩型バスでも対応できると思います。⼤阪⽅⾯と三
宮⽅⾯で乗客が分散できるため
⾃家⽤⾞を⼿放しても住み続けられる公共交通の充実
JR住吉⽅⾯にゆくバスが有ると良い
6丁⽬北部にバス停を設置してほしい

  問７ 利便性向上策について

児童館
ファミリサ

ポート

バス



6丁⽬の上に介護施設がありますが送迎バスが何時も⼈が乗っていませんので
地域の⽅の交通利⽤をできないでしょうか？
５）（停留所増設）に関して：場所的に無理があると思う
４）について利⽤客の多い時間帯だけ本数を増やす

32系統のバスの本数を増加してほしい。通勤、登園などラッシュアワーに⾒
合っておらずタクシー利⽤にならざるを得ない。また、住吉⽅⾯⾏きのバスを
新設してほしい。六甲道⽅⾯ではなく住吉⽅⾯の利⽤者の希望も多いと思われ
ます。
32系統のバスが6丁⽬まで⾛ってほしい
３２系統を阪急阪神御影を含め路線延⻑。
カラス対策。
⼭御影Ｍ内の私道が通り抜け出来ず閉鎖的に感じる。
32系統バスの増便：是⾮
32系統のバスをもう少し上（北）までのばしてほしい
32系統のバスの終バス（10:35〜11:00頃の六甲道始発）を希望。 夜遅い帰宅
の防犯
２２時以降もバスが通るようになったが、夜間にも関わらず徐⾏しないバスが
有り沿道はかなりうるさく⽬が覚める。上⼿なドライバーもいるが、夜間の徐
⾏を徹底してほしい。
(5)：当該地区にお住まいの⽅々はご不便だろうなと思っていました。(6)：ぜ
ひ！
（４）どちらでも良いが最終時刻を延ばしてほしい

７ー（４）に関して：阪急御影、JR住吉、阪神御影につながる路線を増やして
欲しい
７ー（８）に関して：今の⾃治会館に加えて、災害時の対応と地域の⼈が集え
るができるような会館があれば良いと思います。
お店がフードショップ⼀軒なのはとても残念です。防犯も兼ねる意味でコンビ
ニなどの誘致がなされると嬉しいなと思います。フードショップさんでは出来
るだけお野菜など買わせていただいております。

公園の樹⽊も⼤事ですが⼦供を守る為の設備を。⼟⼭南公園のように遊具の下
にクッション性のある素材のものを敷いてほしいです。滑り台から落ちて怪我
をした経験があります

公園の樹⽊について、折⾓育った樹⽊を伐るのに反対です。適切に管理出来る
はずです

天神⼭公園では、早朝からサッカーの練習をする⼦供がいたり、朝早くから⼤
声で遊ぶ⼦供がいたり夜遅くさわぐ若者がいたりで、騒⾳被害に悩んでいま
す。住宅に囲まれているので、⾳がよくひびきます。他の公園にあるように
「朝○時以前は禁⽌」というような看板を⽴ててほしいです
育ちすぎた樹⽊は古いと思います。⼤事に育てて欲しいです。

バス

公園



静かなので今のままで良いと思う
公園利⽤者（⼦供・⼤⼈）のマナー向上 ⼟⽇の利⽤規制
公園は緑が多いのはよいが蚊がすごい。対処を考えてほしい。 会館前に⾃転
⾞おき場を整備したが⼀部の⼈の利益ではなく住⺠みんなの利益利便性のため
に費⽤は使ってほしい

公園は⼩さくて古い遊具はケガしそうで怖いです。もっと⼦供が楽しめる新し
い遊具のある公園に改善してほしいです。（特にすべり台が古くて⾼すぎて怖
い
公園などは、あまり⼈の⼿を⼊れないで⾃然のままがよい。
公園にバスケゴールが欲しい
ボールが転がらないように簡単な⾨扉をつけて欲しい（たまに⾒かける）
公園の樹⽊の⼊れ替えは早急に進めていただきたい。
⼤きな公園のため⼟地を⼊⼿すべきだ
７ー（７）（公園活動）に関して：育っている⽊たちも⽣き物なので⼤切にし
ていただけるといいなと思います。
７ー（７）（公園活動）に関して：⼈間の都合で⽊とはいえ命を奪うのは反対
です
７ー（７）（公園活動）に関して：勝⼿なものを植えたり、世話しに来ないで
欲しい（私物化している）
７~７項に関して（公園活動）   樹⽊の撤去を望まない

”公園は⼦供の遊び場”という考え⽅が⽇本には優先されているが海外では公園
というものは樹⽊の中で⼤⼈も静かに時を楽しめる場所であり、⼦供の遊具の
ある場所はその⼀⾓だけという所が殆どです。⼤⼈も利⽤できる（タバコは不
可）場所としての安らげる公園という発想が国や県や市には⽋如していると思
う。

空家がふえている実情をしっかり把握し、それに⾒合ったアイデアが出ますよ
うに
（７）（公園活動）予算がもったいない
（７）（公園活動）せめて公園ぐらい⽊を⼤きく育ててほしい常緑より落葉の
⽅が季節を感じる
(7)（公園活動）：今のままで影ができ夏などありがたい
(7) （公園活動）樹⽊の撤去は時に公園の雰囲気をこわしたりする場合もあり
よく検討してから実⾏して下さい （８）（⾃治会館）可能ならば⼤きな会館
が出来活動も活発になれば良いと思いますが

植栽
利便

益々地球温暖化が進む。⼀時的な花よりも現在の「常緑樹」をむしろ保存し、
「⽇影」を作るべし。そのメンテに注⼒すべき。
コンビニ セブンイレブンの誘致をお願いします。
駐⾞場が無理なら駐輪場を設けてほしい⾃治会館

公園



⾃治会館は訪問した事がなくわからない
利⽤頻度が少ないので、ちょっと難しいかも
プロジェクターやWiFiの環境を整えてほしい
古くてカビ臭いのが気になる（⾃治会館）
古いのできれいにしてほしい
”たたみ”の部屋が欲しい
不便な場所にあると思う。
⼟砂災害区域以外の場所に⾃治会館の場所を変えて避難所にもできるようにし
たら良いと思います。
⾃治機関：現在の建物に⼆階をつくってはどうか。
⾃治会館は２丁⽬等の者にとって、上⽅の地域にあると⾏き難い
⾃治会館の利⽤についてもっと⾝近な利⽤⽅法を住⺠に図ってほしい  ⼀部
の⽚寄った利⽤に住⺠には映っているのではないか
⾃治会館の交流をもっと深めたい カルチャーを増やしてほしい ⾃治会館に
学童があれば助かります（⾼齢者との交流）
⾃治会館の活⽤法をもう少し検討すべき
⾃治会館が何に使われているのかわからない
⾼齢者が⾃治会館に登って⾏くのは⼤変です
現在造成中のゴルフ場跡に⼤きめの⾃治会館を整備し、災害時の避難場所にな
る様にして欲しい。
外部に倉庫を確保する
⼤通り近くに設置出来ないでしょうか
会館：わかりません

今の会館は駐⾞場もなく、２丁⽬の南の⽅からは遠く（坂道でもあり）どこに
あるか知らない⼈も沢⼭いる。
御影⼭⼿は「広域、坂、⽼⼈が多い」ゆえ、バス以外の交通⼿段を考えて下さ
い。
７ー（８）（⾃治会館）に関して：⾏ったことがないのでわからない
７ー（８）（⾃治会館）に関して：習い事も（⾼齢者向けも）増やし、カフェ
も⼊って、みんなが集える⼤きな会館希望。
⾞がないと暮らせない状況を変えて欲しい
（⾃治会館）利⽤⽅法がわからない
(8)（⾃治会館）名前のわりにたんそ（簡素）である
（８）（⾃治会館）どちらでも良い     質問項⽬に当てはまるものがな
いところがあります
（８）（⾃治会館）第⼀⼩公園に建設する
（８）ゴルフ場、県住跡の開発を認めた現在、⼿遅れ

⾃治会館



（８）（⾃治会館）今のままで良いとしましたが、会館において、どれくらい
の規模でどのような集会があるか分からない為、補⾜説明があると有り難い。
 ⽼⼈が話をしあえる場所がほしい、⼀⼈住まいが多いため

⾃治会館
バス

７-８項（⾃治会館）に関して 新築マンションの施設の⼀部⼜は⼀区画を借
りれば良い
JR住吉駅ー阪急御影ー御影⼭⼿のルートのバスをみなと観光バス、⼜は阪急バ
スに⾛らせてもらう
住⺠全所帯の⾃治会加⼊を希望します。（加⼊すべきと思う）
時代の変化に順応した⾃治会を望みます。⾼齢者が多い中ケアー施設の許可も
その⼀つです。また⼟地の分割基準の緩和（１００平⽶以下）も重要かと。
２、４、５丁⽬の住⼈はまずまずの住環境だと思うが３、6丁⽬にとっては陸
の孤島感がある。⾃治会費は同額だと思うが

歩道のでこぼこを直し、平にして欲しいです（傾斜についても）
狭い歩道にある電柱を埋めるなど⻑期的な計画を求めて欲しいです。
公園バス停からフードショップ、⼭⼿に⾏く道が細くガタガタで歩きにくい
⼤通り南北の登り側道を拡張し、歩道の整備をしてほしい
夜道帰宅などで街灯が少なく暗く感じるので街灯を増やしてもらいたい（鴨
⼦ヶ原3丁⽬バス停から中学⽣が通学路など）
歩道が夜暗くて怖い
御北⼩⻄南の⾓〜⼗善寺のふみ切りまで、特に川の上の所が狭く、カーブして
いる為、先が⾒えないので、ミラーをつけて欲しい。
①バス道路での違法駐⾞（同じ⾞が多い）②スピードの出しすぎ③ゴルフ場あ
と地南側の信号機設置④会館のPR（もっと活⽤したいので）
魅⼒的なスーパーが欲しい（ショッピングモール等）。
上天神橋バス停近くのコインパーキングの⽤途地域を地区計画等で事業担保
し、コンビニorドラッグ等の物販商業施設事業者を誘致してほしい。補助⾦利
⽤も検討すべき。

若草幼稚園は、幼稚園機能しかないので、保育所を⼭⼿側にも作って欲しいで
す。
郵便局近辺にコンビニを誘致してほしい
⼭⼿にコンビニエンスストアがあると嬉しいです。
駅まで下らないとならないのが⾟いです。
タクシー乗り場があると便利に思います。
①コインパーキングを作ってほしい。②電柱をなくし、電線を地中に通す。
⼭⼿⼤通り天神⼭バス停近くにコンビニミニスーパー等、⼩規模商業を誘致し
てほしい

阪急御影駅北の⻄側に改札⼝がほしい。（以前ありました。）今後コンビニも
1件はほしい

利便性向上

⾃治会

交通安全

⾃治会館

街灯

歩道・道路



スーパーがほしい。せめてコンビニ
住⺠の健康増進のため体育館（武道場）やスポーツクラブを造るのはいかがで
しょうか
コンビニを増やして欲しい  ポストも設置が少ない
郵便ポストやコンビニを設置して欲しい。
コンビニエンスストアの新設

利便性向上
歩道 植栽

⼤型スーパー、ショッピングモール、コンビニなどが⼊ってほしい。公園前の
バス停より上の⽅にバス停を作ってほしい。阪神、阪急御影駅に⾏くバスが
通ってほしい。鴨⼦ヶ原3丁⽬バス停から御影⼭⼿の橋の区間についてベビー
カーや⾃転⾞で通れるようにしてほしい。⽊々がくらくて危ないので整備して
ほしい。

利便性向上



 問８ 街の雰囲気や街並みに影響することで素敵なこと、気になること

住⼾形態 居住年数 ご意⾒
住⺠の⽅がよく挨拶してくれ、とても良い地域だと感じる。
住んでいる⽅も良いし、良い⼟地だと思います
花々の咲くお庭を⾒ると⼼がはずみます
六甲⼭の⼭並みを⾒ることができることが素敵だと思います。
夜間の暗さが⽬⽴ちます。交番もない状況で、防犯のためにも
う少し街灯を増やしてみてはいかがかと思います。特に新⽥川
沿いには猪も出没するので、検討をお願いします。
毎朝バス通りを歩きますが、⽝のフンが数か所あちこちで⾒受
けられます。
 飼い主の責任のもと処理してほしい旨、注意喚起していただき
たい。
ポイ捨てのゴミが少なく皆さん気をつけていらっしゃるのは素
敵です
とても周りの⽅が優しい
道路の舗装が悪い箇所が多いので改善して欲しい
植栽は賛成ですが、イノシシが⼼配
散歩しててきちんと挨拶を交わせる常識がある
御影⼭⼿全体で⼦供を⼤切にしていると実感できる

桜が無くなっていることは残念に思っています。
現在建設中のマンションの植栽の量が⼗分でないことが気にな
ります。
ご近所の顔も名前も知らない、交流の場を作って欲しい、⾼齢
社会に向け地域住⺠同⼠で⽀えられるシスタムを作って欲しい
ゴミの⽇にネットをきちんとかけていなかったり早い時間に出
したり（仕事上の都合で仕⽅ない部分もあるが）烏が来ていた
り、プラゴミは回収が遅い時間なので家まで⾶んで来てゴミス
テーションまで持っていくことがあるので注意を促してほしい
ゴミステーションのカラスよけネットは全て⻩⾊⽬の細い物に
変えてほしい
⾼齢の⽅でかなり⼤⾳量でテレビやラジオを聴いている
公園が多い 植栽をしている家が多い 夜は静かでとても落ち
着く
近隣の⼈が挨拶してくれる環境
⼤通りのゴミの出し⽅（カラスがつついている）
⼤仏橋から頌栄短⼤の河岸の伐採をし、遊歩道で⽝の散歩がで
きるといいなと思う

5年未満⼀⼾建住宅



⽝の糞があちこちに落ちており常に下を観なければいけないこ
とにおどろいています。 とても困っています。  街並みは
きれいでも⺠度は⾼くないのだと残念です。
*挨拶が交わされているいる様⼦。＊ゴミ置き場がきれい＊道路
にゴミが少ない
電線の地中化は出来ないのでしょうか。
朝や⼣⽅に⼤通りやお隣の前までお掃除してくださる⽅がたく
さんいるところ。ゴミ捨て場がカラスに荒らされていると係で
ない⽅が複数でお掃除しているところ
⽝（猫）のフンが多すぎる
外壁塗装が⻑い間されず、とても古びた（⾨扉もさびている）
雰囲気になっているマンションがある。
皆さんいい⼈ばかりで、とても満⾜しています。
⼩さな⼦供たちもあいさつしてくれたり、とてもいい環境だと
思います
皆さんが温かい
清掃が⾏きとどいている所
桜の⽊が⾼齢化かつ交通の妨げになっていることから御影⼭⼿
⼤通りを桜並⽊⼜はアーモンド並⽊に整備して美観を保つ

ゴミ出し⽇他班ゴミ置き場に出さないよう徹底してほしい。
バイク⾃動⾞の夜間の騒⾳規制をしてほしい。。
⽊やお花をきれいに育てている⽅が多く素敵です。⼀⽅で景観
を損うような布団、洗濯物の⼲し⽅、ゴミ出しの⽅法 マナー
を守らないお宅がある事が残念です。
①コンビニにつくってほしいです。  ②路駐を厳しくとりし
まってほしいです。  ③⼦供達が安⼼して公園で遊べる環境
をつくってほしいです。
無電柱化、電線の地下化を進めれば素敵な街並みになります
若草幼稚園の⼀つしかないため渋滞してしまいます
⾃宅の前に来訪者の⾞の複数台定期的orやや頻繁に置かれる家
があります。家具配送の⼤型⾞が例えば災害時の消防⾞等の妨
げになるので、Pを利⽤されるべきだと思うのですが、⾯と向
かっては⾔えません。注意喚起できないでしょうか。

⽝のフンが道端にそのままになっているのをよく⾒かけて、⼦
供に気を付けるようにと⾔葉がけは必要になっていますし、不
衛⽣で不愉快です。
⼀部の住宅の⽣垣が剪定されていない、通学の⼦供が傘をさし
ているとき道路側に出た時はねられたらと⼼配している、⾃治
会として注意出来ないか

5年未満

５年〜10年未
満

10年〜20年未
満

⼀⼾建住宅



余裕のある⽣活スタイルで、互いによい距離感があり、あいさ
つも含めて、安⼼して会話できる。
ゆったりとした広い家が多く残っていて花緑も多く落ち着く
御影北⼩の横の線路沿いの桜並⽊が綺麗だったのが、桜が少な
くなり残念。植樹して欲しい。

道路に⼤きく植栽がはみ出しているお家があるので、⾃分の敷
地内で剪定して欲しい。
道路に⾯したお庭や⽞関前等の植栽をいつも綺麗に⼿⼊れされ
ている⽅々を素敵に思います
電柱の撤去
タバコやマスク、⽸（ビールなど）がよく落ちている。
第7条の⾨灯や⽞関灯は設置 点灯であることの明記を
第7条、公園の照明を個⼈の⾨灯などにたよるのは反対、街路灯
を⾏政が完備すべき。
植栽をするのであれば落ち葉、種⼦の管理も徹底してほしい。
（家の周りに落ち葉がたまっている。タバコの吸殻が混在して
いるのを⾒ると危険を感じた）  （アスファルト、溝等、本
来は⽣えるべきではない所から樹⽊が根付いているのを⾒かけ
た。通⾏の妨げになっていた）

芝⽣のある広い公園がほしい。
⾃宅前にクリーンステーションがありますが、10年前の⼊居時
と⽐べ周辺の住宅が増え排出されるゴミの量が明らかに増えて
います。そのため配布されているネットで覆い切ることができ
ず、結果的にゴミをカラスに荒らされるという事態が発⽣して
います。現在のステーションをどこまでの範囲の⽅が利⽤され
ているのか分かりませんが、近隣にステーションを増設する等
の対応を検討していただきたいと思います。（また、たまに⾞
でゴミを運んでくる⽅もおられるので、⾃分の決められたス
テーションに出すことを徹底するよう、回覧等で注意啓発して
いただけると助かります）
静か
桜が多い
コンビニがあると良い
ゴミネットの使ってない時の⽚付け⽅
⾼齢の⽅が平気で内々の⽂句をバスの中で⼤声で話していた
り、⽇常でも挨拶のない街だなというのが第⼀印象でした。
家の外観がどうのこうのというのではなく、優しさに溢れた
街、互いを思いやれる街、それが感じられる街づくりを望みま
す。

10年〜20年未
満

⼀⼾建住宅



近隣の付き合い挨拶がない現状
各⼾の清掃が⾏き届いている。⼀部空き家が散⾒され気になっ
ている。
街灯のＬＥＤで明るくなり安⼼、防犯カメラの設置も安⼼、
道路に街路樹が無いのは殺⾵景に思う
街灯で街並みが明るくなる ⇐犯罪も出にくなる
街灯が暗い。電線が多い。緑が少ない。歩道が歩きにくい。
イノシシ対策を強化してほしい

家の前の電信柱（コンクリート）に⽝の糞尿をさせる⼈がいる

①桜の⽊が減ったのは、残念に思う。②ゴミを拾ってくれる⽅
がいて素敵だと思っている。③タイムズのむかいにあるゴミス
テーションのみルールが守られていない。

①クリスマスシーズンなどにライトアップされているお家もあ
りとても素敵だなと思います。
②⼀⽅で、現在のゴミ当番のシステムが今後も継続可能なのか
⾼齢化の中で、負担の偏りなどを考えると業者の⽅に委託など
合理的な⽅法で負担を公平化することも必要なのではと考えま
す。

 各⼾の植栽云々以前の問題で家の周りに雑草を⽣えっぱなしに
している家も⾒かけます。個⼈の意識の問題でしょうがとても
気になります。
毎朝散歩しながら、⼈の家の花を切っていくおばさんがいる
…。ハサミを当然のように持っていて、それを⾒る⼦供達は何
を感じるのだろうと思っている。
道路から丸⾒えのベランダの洗濯物”太陽みんなのものと同じに
景観もみんなのもの”配慮を望む
道端で出会った時（すれ違った時）挨拶する（しあう）事は地
域の防犯の為にもこれからも続けている⾏きたい
地域での⼤掃除と草取り（個⼈宅前、駐⾞場周辺）
⼩さな家や⾼すぎる建物は作らないで欲しい。
⾃宅から道路にあたりまえのように⾞をはみ出して⽌めている
のには迷惑である。（⾃分の⼟地敷地内に⽌めるのがあたりま
え）。

桜が咲く季節はきれいですが⼤きくなりすぎて⼤型⾞が折って
しまうのはもったいない気がします。適時、剪定をしたら良い
と思います。

10年〜20年未
満

20年〜40年未
満

⼀⼾建住宅



協定第７条にある⾨灯、⽞関灯を点灯していない家が多い。明
るくするため是⾮点灯して欲しい。⼜、第８条の規定は守られ
ていないのでは。歩道が歩きにくくなっている。この⼆つは気
になっている。
家に⾯していない道路にゴミがよく捨てられている。
夜が暗い。⾨灯や街灯についてもっと推進すべき
緑が多く静かで気に⼊っている
コンビニがほしい

御影⼭⼿は住宅街で路地が多く、メインとなる道路はバス路線
です。⾞社会の現今ではバス路線をメインとする道路整備を進
めてほしい。特に歩道の整備です。平坦で歩き易い歩道、夜間
照明設備

東灘区の花は梅です、各⼾に梅を植樹するよう指導する
マンションにはまとめて梅を植えて欲しい
阪急御影駅まで、⾃然が多い点が好き
バス通りに路駐⾞が⽬⽴つので改善して欲しい、若い世代が来
てくれて活気のある街になってきたのを嬉しく思う
⼤和が完成すると⼈⼝が増えるので対策考える必要あり
側溝の蓋より草⽊が伸びているが、勝⼿には切ったり抜いたり
できないと聞き、⾒回りを・・・。
週⼆回の「ゴミ出し」は⾼齢者の多い御影⼭⼿には厳しい。
バス停前の美観の問題。上からの交通量の多さ、上り坂！御影
⼭⼿⾼齢化住⼈の最⼤の問題点ではないですか？
バス停「公園前」の前９班のゴミ置き場所の変更を是⾮早急に
検討希望します。危険です。
敷地内の植⽊をもっと増やして欲しい
災害時の避難についての強化と対策が必要
これからの⼤和ハウス⼀⼾建、3丁⽬の7階マンションが建ちま
す。若い世代になると思いますが。
良いですが、ざわざわとした街にならない様願います。

ゴミのネットがゴミ回収後も道にはみ出し放置されている場合
がよくある。 共働きのゴミ回収後ネットを⽚付けられない⼈
も多いので、各家庭前にゴミの回収をするなどしてほしい

公園前のゴミ置場の網を公園の擁壁に⼤きくかけているが、景
観上⾒苦しい。 県住跡地に建設中のマンションの平⾯図をみ
ると道路側に⽊の植栽がないが、もう少し指導できなかったの
か？

現況は緑が少ない 各々が意識して増やしていけば！

20年〜40年未
満

⼀⼾建住宅



気になっている事：敷地外（⽞関先や側溝など）に鉢植えの植
物を多く置いているのを⾒かけます。危険であり、美観を損な
うのではないかと思います。
気にしている事  電柱を無くしてほしい  路上駐⾞  マ
ンションや宅地開発で今までの環境がこわれること
街路樹を植えてほしい
お買物に不便なので、スーパーが出来ればと思います。
植⽊が歩道にはみ出してる処は剪定して欲しい
⼀⼾建に⾼層マンションが隣接していて、マンションから⼀⼾
建がのぞき込まれる⽴地である事が好ましくない
安⼼して住める街
挨拶しない⼤⼈の⽅が多いです
①今住んでいる⼈がこの街でよかったと思える様うな街であれ
ばよい。
②困った時にはお互い助けあえる街であればよいと思います。
 ⽝を散歩させている⼀部住⺠が全くふんの後始末をしないた
め、ふんがあちこちに落ちている
歩道のガタガタをなくして歩きやすくしてほしい、街路樹を植
えて緑の多い街並みにしてほしい、公園も遊具より緑を多くし
てほしい
⻑くお留守されているお宅の植栽が伸びすぎて歩道をとおるに
⽀障が有るのが気になっているいます

地域のゴミ当番制度がきちんとなされているのでいつも通りが
綺麗に保たれていて素敵だなと思う。空き家の植栽が通りに張
り出し通⾏を妨げている家が増えているように思う
⼤道路に⾯している歩道の各家の⼊り⼝の段を無くして歩き易
くして欲しい
⾃敷地内の植栽は責任を持って管理すべき、出来ない⽅の相談
に近隣の者は⼝出ししにくい事もあるので⾃治の⽅の協⼒をお
願いしたい
⾃宅前の道路や電柱に糞尿されて閉⼝する時がある。⽝のおむ
つの義務化を希望する

公園、道路の清掃が⾏き届いていて素敵だと思う。個⼈住宅の
植⽊が伸びて道路に出て歩⾏者が危ない箇所があります。⾃治
会パトロールで注意していただけたらと思う。
御影⼭⼿の住宅内には⾼層住宅がありません。３階建以上はダ
メの規定があるからです。（この事はこの住宅地が出来た時に
皆できめたことだと記憶しています。）その事を⾮常に幸せな
事だと思っています。今のままで充分です。

20年〜40年未
満

40年以上

⼀⼾建住宅



御影⼭⼿の感じが変わってきた。防犯カメラ等が設置されて良
い
空き家でなくても歩道にはみだして通⾏を妨害している植栽が
⾒受けられる。「街づくり協定」に植栽の管理も記載すること
を提案したい。
空き家が多くなっておりその家の植栽が伸び放題のままになっ
ている事がある。
各々の庭の⽊や花が⾊づき、花を咲かせ、季節の変化を楽しみ
ながら散歩しています。
⽼⼈が多く空家が⽬⽴ってきた
無電柱化で景観が良くなる⾼齢者が歩道を歩き安くなる
御影⼭⼿地区から巣⽴っていった⽅々が、また戻ってこられて
いるような気がしています。これはやはりこの地区の住みやす
さや暖かさの表れのような気がします。
御影⼤道リのバス停にいつもきれいにお花を植えてくださって
いることに感謝しています
御影駅に向かう道路にタバコのポイ捨てが散⾒されます
防災を考慮に⼊れた街づくり
障害のある⽅、⾼齢の⽅を配慮した（樹⽊の選定、植え⽅、避
難場所にもできる公園等）街づくり

昼間は⼈通りがあるが御影北⼩学校の東⻄の道は⾮常に暗いの
で⼦供達にも危険。学校の⽯垣付近、霊園から頌栄短⼤に電灯
を多くつけて欲しい。
道路に並⽊（⼩さくても良い）を植えてもっと住宅地らしくし
て欲しい
天神⼭公園での花⾒を毎年楽しみにしているので、これからも
きれいな桜が⾒られるとうれしい
世代交代で新築が増えていますが従来の家屋に⽐して庭と緑の
減少がめだちます。
住む⼈が増えないとガラガラの街になる恐れがある。
坂道をなくし、コンビニを設置しバス停を増やす必要がある。

素敵、⽯垣が御影⽯、庭のある⼾建て。気になる歩道が凸凹、
⼦供が運動出来る広い公園が欲しい
信号から北に登るバス通りの歩道の舗装をお願いしたい。（デ
コボコが多い）⾼齢者には歩き⾟い。
２丁⽬に街灯を増やして欲しい。
最近敷地いっぱいに家が建てられていますが、とくに、北側
０．５mは北側に隣接して建つ家にとっては⼤変圧迫感がある
ので特に建売業者さんは配慮してほしい。

コンビニが欲しい,阪急御影駅北側に旧⻄側改札⼝が欲い

40年以上

⼀⼾建住宅



コロナ禍で、はじめは吸いがらのポイ捨てが減ったのですが、
⼜ふえてきましたし、マスク、空きかん、ペットボトルを捨て
る⼈がいるのであきれています。でもこれを教育するのは⾃治
会の役⽬ではありませんね。⾃転⾞のマナーを学ばせて下さ
い。
ゴルフ場跡地の⼩さい家が増えることで、雰囲気の悪化
ゴミの散乱
ゴミ、雑草、動物のフンが放置されていない街
このアンケートは住⼈の年令、⼩さい⼦供が居る居ないで考え
⽅が違うと思うので、良いアンケートとはいえないと思う。
御近所を歩いていると植栽されている通りを歩く時は気持ち良
く、安らぎが感じられます。

近隣の⽅々とご挨拶が出来る親しい、やさしい雰囲気であって
欲しい、住む⼈が謙虚な態度で⽇々⽣活して欲い
希望家庭には草花の苗、種⼦を植時に配布してはどうですか
北の⽅は坂がきついのですべり⽌めや、道のデコボコを直して
ほしい。         （１）：個⼈の⾃由と思います
環境が良く思いやりのある親切でやさしい
各々のご家庭の事情はあると思うが、洗濯物のまるみえの家な
ど⽣活臭がみえてしまうと、美しい街並みなどのぞめるのだろ
うか？
また、タバコのポイ捨てが多すぎ（線路沿いは特に）条例など
で禁⽌してほしい。
同じ花の苗を配り、街全体を統⼀感のある花いっぱいの街にす
る
⼤道リ清掃、公園清掃で知り合える⽅が増えている。⽇をきめ
て、⾨前の清掃する⽇を決めることを考えてはどうでしょうか
空家が増えた
①郵便局⻄の交差点の信号は良いですね。
②植栽が少なくなっているのが気になります。
③近隣との温かみが感じられる街づくりは当然ですが、”そう思
わない”のはその必要性がわかっていないから・・・PRしては
（⾃治会の役⽬ですね）

＊⽝の糞がふえている。＊プラスチックゴミ出し⽇ネット掛け
を確実にするよう警告を発してほしい。転がってきたゴミを避
けようとした⾞が⼈⾝事故⼨前を⽬撃した；

（１）：ただし、道におおうようにはみ出して茂っている⽊
は、枝を払うなりしてほしい。落葉が道に落ちて⾵が吹けば⾶
び散ります

40年以上

⼀⼾建住宅



 困っていること。街づくり協定第５条に①交通アクセスの改善
と歩きやすい道作りとあります。困っているのは歩きやすい道
のないことです。坂道に⾯した道路で各お住まいの出⼊り道は
平坦でないので⾼齢者には特に歩き⾟いです。

気持ちよく挨拶できる⼈が多い。
街、⼈に余裕がある感じがある。

可能であればゴミステーションにカラスがつつけないように
ボックスなどを備え付けて欲しい

10年〜20年未 カラスによるゴミの拡散
電線が景観を悪くしている、地下埋設できないか
神⼾製鋼の新しい発電所の影響が気になる
花が多くて良い。
⼭御影マンション（最前列）道路沿いの庭にフラワーベッドが
できれば、道を通る⼩学⽣さんや通⾏⼈の⽅々の⽬を楽しませ
ることができるのに･･と思います。
御影⼭⼿５丁⽬のForest Coffee Roastersというコーヒー屋さ
んの雰囲気が良く。⻑く続けて欲しい。
植栽は出来ればと思うが各⼾に負担にならない程度で良いかと
思う  ⽝の糞が多いことが気になる 公園で年配の男性がタ
バコを吸っていることが多く困ることが良くある

ゴミステーションは網だけではカラスの被害は防げない
カラスや⽝、猫の被害を防ぐためにステーション囲いを作ると
かあった⽅が良い

外灯が古くて暗いところを改善してほしいです
お店をもっと増やしてほしい
明るく⽣活が豊かに感じられる場所であってほしい
⽝のふん
＊静かで落ち着いており、緑が多い町並みは良いと思います。
＊商業施設の雰囲気が、町並みに影響があることは理解してい
ますが、せめて⼤⼿コンビニの⼀軒くらいあったもよいかと思
います。
緑の多さ、⾵の⼼地良さは御影⼭⼿の魅⼒の⼀つだと思います
ので、今後とも維持していきたいことだと思っております。
電柱の地中化。
街灯を増やす（暖かみのある電球⾊でリラックスできる⾊にす
る）。
特になし
電柱の撤去と地下埋設化。

40年以上

5年〜10年

集合住宅（分
譲）

5年未満

5年〜10年

⼀⼾建住宅

⼀⼾建（賃
貸）



①ゴミやたばこの吸い殻が殆ど落ちていない事。②管理⼈様が
燃えるゴミの⽇にゴミステーションがカラスにあらされないよ
うに注意してくださっている事。

歩道に⽊や枝が出ていて歩きにくい場所があるのでなんとかし
て欲しい
美しく管理された植栽であれば良いのですが鋪道にはみ出たり
害⾍が発⽣するようでは困ります
景観を邪魔する住宅は建てないでほしい。
街路樹が少なくて、”通り”が美しくない。御影⼭⼿線以北は、
グレー⾊の強い魅⼒のない街である。
春には鶯の鳴き声が聞けて、桜が⾒られる静かな街
春に桜がたくさん咲く街と思っており、きれいだと思う
天神⼭公園等の桜の⽊が減ってきておりますが、新しく植えて
欲しいです
タバコのポイ捨てをさせない取組が必要。
頌栄幼稚園の表情豊かな樹⽊を季節ごとに⾒るのがとても楽し
い
街路樹をもっと植えて緑の多い街にして欲しい
⽝を散歩させる⼈が多く、防犯や⼦供の⾒守りになっていると
思う
空地の夏場、雑草が多い。持ち主などへ注意し、清掃の意識づ
けを願いたい（…の前が汚れている）
（２）（挨拶）ちょっとレベルが落ちてきている！
しかし堺より良し！
新築の⼀⼾建に庭のない家が多い。必ず庭を確保されたい。
住⺠に良識のある⼈が多いと思う（他地区に⽐べて）
完成で豊かな雰囲気は壊したくないと思う
公道にも街路樹をお願いしたい
歩道を整備してほしい
歩道のるところは少し幅を広げタイルを敷き明るくしてはいか
がですか
電柱を撤去し地中化する計画を建ててほしい ⼗善寺踏切南
北、北⼩南道路東⻄の⼀⽅通⾏化
⼿⼊れされていない⼟地の整備
知らない⼈でも道で会えば挨拶しています。とても良いことだ
と思います。
散歩しながら塀から花などを鑑賞しているが、防犯の為か塀が
⾼すぎるように思う
最近落書きが⾒られます

集合住宅（分
譲）

5年〜10年

10年〜20年未
満

20年以上40年
未満



ゴルフ場跡の住宅群がどうなるのかイメージがわかず閉塞的に
ならぬことを願っています
⾼層建築がない、⼀区画が⼀定の規格、ただし最近安っぽく箱
型のハウスメーカーの⼩住宅が増えつつあり、加速されるとま
ちなみが悪くなる

鴨⼦ヶ原3丁⽬の⼭が造成されつつあるが、今後は頌栄短⼤の北
側の⽊々を無くすような開発が進まないことを望んでいる
街灯LED化
違法な路上駐⾞多い（特に夜間から明け⽅）
猪対策を強化してほしい
天神⼭公園の桜が綺麗、ゴルフ場跡地の⼟地の⾼さが考えてい
たより⾼い、⼭があるよう

御影北⼩学校の北⾨を出てすぐの電柱にある（とび出し注意）
の表⽰がボロボロで、反対側の⽂字は読み取ることすらできま
せん。電柱の表⽰、新しいものに交換できないでしょうか。

植栽に関しては⼿⼊れのこともあるので、⾃治会で決めること
ではない。⾃治会でできることをやってほしい。
頌栄短期⼤学の周辺で、夜間に猫にエサを与えている⽅をよく
⾒ます。動物愛護に関しては様々な価値観があると思います
が、放し飼いのネコが、道路や⼦供たちが遊ぶ公園でフンをし
たりすることで、⾮常に不衛⽣だと思います。エサやりをして
いる⽅は特定的な⽅だと思うので、注意または貼紙の設置等を
して頂きたい。
⼾建の家が多く、集合住宅が、各々清潔な佇まいで管理されて
いる。道路にゴミがない
各⼾の前の歩道の清掃
並⽊通りが多かったり、桜の⽊も沢⼭ある所。
素敵なカフェや喫茶店もあるけどお店が多過ぎない事
⼦どもに優しく声をかけてくださる⽅が多く、とてもありがた
く思っております。ごみすての際にも⾃然とあいさつする雰囲
気が好きです。
かわいい⼭⿃が⾶んでくるところ、星がキレイなところが好き
です。

5年〜10年 天神⼭公園の桜は本当に素晴らしいので、これからも保護して
いってほしい。
街並みに緑が少ないのでもっと増やしてほしい

集合住宅（賃
貸）

不明

5年未満

その他

集合住宅（分
譲）

20年以上40年
未満

40年以上



ゴミステイションのネットが気になります。 ルールを守って
いない⼈もおり、カラスに荒らされている個所もあります。共
働きの⽅も多く、ネットの⽚付けもすぐにするのは無理な⽅も
おられます。 組み⽴て式棚にするか、ごみステーションのス
ペースを作るなどできないでしょうか。

不明 その他



 問９ 今後どんな街にしたいですか

居住形態 居住年数 ご意⾒
地域内に買い物をするところが必要だと思います。特にスー
パーなどは遠い為にバスや⾃転⾞、⾃動⾞での移動になりがち
ですが、⾼齢化に伴って、買い物を近所でするニーズは⾼まっ
てくると感じます。
地域住⺠の交流の盛んな利便性の⾼い住みやすい街
集合住宅は増やさず御影らしい⾃然豊かな花、⽊に季節を感じ
られる様なおだやかな街を維持したい。⾼齢者も増えていくの
でコミニティーバスも検討してほしい
⾞の運転をもっと譲り合う気持ちを持つ町
⾃然豊かで静かな街

市バス路線エリア拡⼤、３、６丁⽬だけでも⼩さなバス、ハイ
エースなどを⾛らせる、ハイエースだと⼩回りが効く、更に１
００,２００ m 間隔で乗⾞出来れば嬉しい。敷地の分割はやめて
ほしい。⼈⼝減少、空家問題のある狭⼩住宅を作るのはやめて
ほしい。広い家が欲しい若いファミリーが来ない原因になるこ
ともあるのではないか。２０５０問題を考えてほしい。

阪急御影駅と⼭⼿の巡回バスの様なものがあれば便利なのでは
ないかと思います
⾼齢者が増え坂道がキツく感じられるようになるのでバスで御
影、住吉、六甲に⾏きやすく外出しやすいようにしてほしい
基本的には今のままで良いが、⼤⼿コンビニは欲しい（セブ
ン、ファミマなど）
穏やかな街
安⼼、安全に暮らせる街
⽤紙を汚してしまって申し訳ありません
ゆったりとした落ち着いた地域性を損なわないよう現状を維持
できたらと思う
もう少し若⼈が来たくなるような街  コンビニやスーパーが
少ないので、コンビニやスーパーを作ると住みやすい街になる
と思う
皆んなが集える⼤きな公園があるとうれしいです。
緑豊かな街に

⼀⼾建 5年未満



街の活性化が必要、バスの本数は少なく⼩型、⾞利⽤前提の街
となっており、閉鎖空間になってしまいつつある
⾵通しをよくする為にはトンネルが必須であり最優先とすべき
街並みを整えるだけでは現状維持の延⻑でしかない。さらなる
発展の為舞⼦団地再⽣のように都市計画として神⼾市が本気で
決断すべきである
ファミリー層が住みやすい街にしていきたい
→通勤しやすいとファミリー層が増える
 ⼦供が安全に安⼼して外で遊べる

阪急線路に沿う道路の道幅は広げる、ないし通⾏においてルー
ルを設けた⽅が良いかなと思う。例）通⾏時間、⾞が⼊れる時
間を決める等、⾼齢者の⽅も、今後増える街になると予⾒され
るので、⾼齢者による運転事故の無いように、環境から⾒直
し、事故を予防する街を⽬指したい。

バスの本数を増やして欲しい。バスについて阪神御影までいく
ようにして欲しい（32系統）コンビニを近くに作って欲しい
年を取っても楽しく過ごせるレストランやカフェがあったらい
いなと思う       御影⼭⼿のスーパーを充実して町の
中で⽣活が成り⽴つようになるといい。
治安のいい街
狭い道が多いのでできる限り広い道を作るようにして欲しい
住宅地の中にあまり⾼い建物を建てないでほしい
市バス通りなど⽬につく街並みを整備するだけでなく、⽬につ
きにくい川沿いの防災などにも注⼒してほしい
⾃然環境を⼤事にする街にしてほしい
静かで安全な街
もう少し近くで⽇⽤品が買えると良いなと
コンビニやミニスーパー（コープなど）作ってほしい、電柱を
なくしてほしい、歩きやすい歩道にしてほしい
今後、住⺠が増えると思いますが、和やかな雰囲気を維持した
いです。
⼦育てしやすく、緑豊かな街。３世代で住めて、近所の⼈が助
け合う街。
⼦育て世代の家族が住みやすい環境の街、コンビニ、スーパー
が近くにあるともっと利便性に良い街であると思う
⼦育てがしやすい街（学童保育の充実）
綺麗な街にしたい 住みやすい街にしたい

⼀⼾建 5年未満



⼤きな公園が欲しい、⼩中⾼の⼦供がほぼ使っている公園が多
い
乳児、幼児も安⼼して遊べる公園があると良い
今のような静かで明るい街
安全・安⼼で季節感を感じられる街に
＊公園が多く緑豊かな街＊防犯を意識して、安⼼して住み続け
られる街3

バス停（公園通りと宮⾕通り）のある南北に通っている歩道が
斜めであったり凸凹で⾮常に歩きにくいです。ベビーカーを使
いにくいです。歩道をまっすぐきれいにして頂きたいです。住
宅の⽞関の⼀部になっていたりするのになぜかと思います。
地域で地域の⼦供を⾒れる街
幼児や⾼齢者が共に安全安⼼に暮らせる街に。
⼭⼿⼤通にコンビニやミニコープがあれば良い
昔からブランドの街なので、⼤切に保ってゆきたい
皆さんがあいさつしあえる明るい街であってほしいです
ごみの散乱などない清潔な街にしたい
御影⼭⼿に⼩さなくるくるバスを通してほしい ⽼⼈ホームま
でのマイクロバスが可能であるなら（灘区のリビオ等）可能な
はずではないか 安全性のある⾞両はないのか
阪急御影駅に⻄改札を作ってほしい
バスの件は、⾃治会や市バスにもお伝えしました。早急に改善
していただきたい。
コンビニエンスストアがあれば、⾼齢の⽅にとっても住みやす
い町になるのではと思います。

ゴミステーション問題。⼀部の⼈だけで管理されている現状を
どう考えるのか。「まちづくり」を謳うのであれば家の形だけ
を議論するのではなく⽇々の⽣活に沿った問題、景観を考える
のが最優先事項と思われる。

この様なアンケート、回覧にお⾦をかけすぎ。（良い紙過ぎ
る。プリントもカラーである必要なし）。紙代、プリント代等
節約に努め、⾃治会費を下げるべきでは？

このままを保ってほしい
ガラの悪い⼈が来ないでほしい
⼦供、⽼⼈ともに安全に楽しく暮らせる街
個⼈宅で教室をされている⽅の、送迎⽤の⾞が通⾏のさまたげ
になっている。主宰者はぜひ配慮をしてほしい。

⼀⼾建 5年未満

5年〜10年未
満



課題：活気がない
提案イメージ：みんなが利益を享受できる街づくりをする
⼀例：⾷料品や⽣活⽤品を購⼊出来る店舗やカフェレストラン
などの複合施設を誘致
  ：新築マンションの⼀部を利⽤させてもらう（⾃治会館を
そこに含める）

８年前に引越してきて、とても住みやすくうれしく思っていま
す。⾃治活動も参加したいですが、⽇々に忙しく、⼿が回って
いない状態です。我が家は共働き家庭のため、ゴミの当番（仕
⽅ないですが）が突然まわってくるのが困るため、半年単位で
も計画的にして欲しい。また回覧板もネットを使⽤した配信を
考える等、共働きFamilyが住みたいと思える街にしてはどうで
すか。

①バス道（⼤道）に出る⼩さな⾓にミラーをつけてほしい。
（下り坂をスピードをゆるめず、降りてくる⾞が多く、ミラー
がないと⾒えず、接触の危険がある。

 ＊閑静な住宅街の維持＊⾼齢化社会での住⺠の交流の活発化
＊元ゴルフ場や市営住宅跡の新規住⺠のマナーが⼼配
⽼若男⼥が安⼼して暮らせる街、住⺠の対⽴のない街
癒される街
⻑く住みたいと思う。安全で快適な街。
静かでゴミのない町、内科の医者がほしい
⾃宅の近くの川に桜が咲くので、季節を感じられ良いと思う。
現状が維持できれば、素晴らしいと思います。
安全できれいな街並み。
安⼼して散歩できる街。ブラみかげ。
阪急御影駅の街灯はとても良いと思う。
若い⽅がもう少し増えるように、駅前に⼩さいスーパーでもほ
しい（イカリとか）
路上駐⾞をなくす
⽼若さまざまな⼈たちにとって住みやすい街であってほしいと
願います。
もっと近所同⼠が、挨拶 ⼦供にも「いってらっしゃい」「お
かえり」と挨拶 笑顔で交わされるような「ありがとう」とお
互いがいることに感謝できる⼭⼿地域は？

みんなが仲良く安⼼して暮らせる街 穏やかな街 住みたいと
思える、思ってもらえるようなあこがれられるような街にした
いです

⼀⼾建

5年〜10年未
満

10年〜20年未
満



御影⼭⼿は六甲という⼭から御影という町への通過圏となって
しまっており道路⾏政が皆無に等しい、この20年間で新しく出
来たのは踏切北の通学路の明⽰（グリーンロード）だけだ、歩
道が作れないならせめて歩⾞分離の⽩線明⽰や制限時速の30k/h
を導⼊すべきだ、このままでは住めない街になってしまう

マナーが良く（ゴミが落ちていない、交通ルールが守られてい
る）美しい、ぬくもりのある街

古きよき街、環境に順応した個性ある街ではありますが、最近
は⾬⼾を締め切ったままや、⼈が住んでいるのかと思う家が多
く⾒られます。買物に不便、コンビニはない、クリーニング屋
さんもない、これでは若い⼈は住まないと思います。

⼈との交流が⾃然と出来る場所、街並みであればよいと思う
同世代の有志が集まる場を作る事が⼤切になってくると思う
⼩さくても神社を設ける

ダンプカーが頻繁に通らない静かで安全、安⼼できる街、クリ
ニック（内科、⼩児科）が、もうすこし充実した品のあるスー
パー、コンビニのある街（フードショップが⼤変助かっている
のでもうすこし⼤きくなってくれると嬉しい）
多様性のある⽣活があり、互いに認めあえる街
⼤規模開発の続く中、皆さんが仲良く交流できる、明るくあた
たかく、優しい、美しい街になればと⼼から願っています。
住⺠がゆったり安⼼して住まう事が出来る街
⼦供も⽼⼈も挨拶する親しみのある街
質問ということになりますが：若いころは⾞に乗れましたが今
は運転をやめています。しかし、ちょっと買い物、病院等不便
で、⼩型の巡回バスがあれば、⼤変助かります。

質問です。 川沿いにゴミ集収場がある所で、ゴミ袋が川に落
ちていることがあります。特にプラゴミは軽いので、落ちやす
いみたいです。どうすれば良いですか？

静かな住環境に憧れて引っ越ししてきました。現環境に満⾜し
ています。できれば閑静なままで、あまり開発されず、⼈⼝が
増えすぎないほうが望ましい。
災害に強い街にしたい。⾃治会の活動として防災に意識が低い
ご年配の⽅から⼩さな⼦供までが気持ちの良いあいさつが出来
る街になればと思います。今はとても冷たいように思えます。
コンビニエンスストアがあれば便利です。
これからも安⼼安全に暮らせる街であってほしいです。

⼀⼾建

10年〜20年未
満



ごみステーションの前に住んでいます。住み始め当初はあった
ごみ当番がいつの間にかなくなり、カラスの被害にあう度掃除
する必要がありカラス避けのネットも⾃費で購⼊しました。ど
ちらかといえば、⾃治会宛に訴える事ですが、忙しくて掃除す
る事が出来ず、帰宅した際同じ状況であると悲しくなります。
⼈通りの割と多い所なので。皆が街を綺麗にしたいと思えるよ
うな思いやりの多い街になっていって欲しいです

⼦供の遊び場が少ないと思います。広い公園がゴルフ場の跡に
出来ればと思っておりましたが、住宅、マンションが建てば、
⼈ばかり増えてどうかと思います。東京は⼈⼝が密集している
割には、⼤きな公園が所々にあり、⼦供、⽼⼈が伸び伸びと⾃
然に慣れ親しんでおります。

⼦育てしやすく、お年寄りにも優しい街にしたい。この御影⼭
⼿の環境は今の⽇本ではとても貴重と思います。是⾮守ってい
きたいと思います。
⼼おだやかに住みやすい街
⾼齢化が進んでいる、⽼⼈にとって住みよい環境ではないよう
に思う
交通が便利な街にしたい
バス停がもう少し上の⽅にする様

企業との癒着が平気でまかり通る様な、⼀部の⼈間だけが勝⼿
なことをする様なことは、将来につなげないでほしいです。
様々な考えを持っている⼈達が⾃由に意⾒を⾔えるような街づ
くりを望みます。

閑静な住宅地。品のある街。
駅前をもう少し、華やかにして欲しい
閑静な住宅街でありながらも⾮常時には街全体で協⼒し合える
温かい街
環境がよく住みやすい街であり、防犯の⾏き届いた街であって
欲しい。
今のままでいいと思う

今の雰囲気のまま多⼦⾼齢化の活気ある街であって欲しい阪急
電⾞沿線沿いの（バックネットや道路など）きれいにして、⼭
⼿の落ち着きがあれば良い、御影駅北側ロータリーに成城⽯井
やイカリ等、簡単なスーパーがあると良い
いつも道路を掃除して下さっている⽅がいて感謝しています
以前ファミリーマートがあり助かりました
御影⼭⼿地区に１つあると⾊々助かるように思います

⼀⼾建

10年〜20年未
満



新しいマンションや⼾建てが増えるのでコンビニがあればいい
なと思います
温かみのある優しい街 交流を⼤切にする

＊⾞が通⾏しやすい道路作りをお願いします。＊緊急事態に備
えた街づくり（不審者、⾃然災害等）定期的な警察パトロー
ル。

落ち着いた気品のある街であって欲しい。
明るく、楽しく、住みやすい街。
品のある美しい街にしたい
美しい街並みを維持して⾼級住宅街のイメージが崩れないよう
にしたい
⼤体⽼⼈化していると思われる。隣近所仲良く助け合っていき
たいと思うし、若い世帯がふえることも願っています。

折⾓⾼齢化が進む街だからこそ現役離れた⾼齢者が⾃らの顔を
健康維持のための体⼒、何よりも奉仕の精神で街に後⾒する姿
を⼦や孫の次世代を念頭に地域にくらす若年の世帯にご覧いた
だく。⾃分中⼼、⾃分さへ良ければの⾼齢のいない街にと願う

静かな住宅街ではあるが、不便な所としても知られている。
スーパーなど御影⼭⼿内で⽇常⽣活をおくれる街にして欲し
い。年寄りになってこの町に住み続けることは（⾞が乗れなく
なると）不可能。

新築のマンションやゴルフ場跡の⼊居で⼈⼝増加の予定です
が、穏やかな雰囲気を維持できるといいなと思います。交通の
便が更に改善されることを希望します。
助け合える街にしたい
⼦供も⼤⼈も⽼⼈も全ての⼈が安⼼して暮らせる街
⾼齢者に優しい街に。バスをもっと上の⽅まで通ってほしい
御影⼭⼿線のバス路線 公園前〜宮⾕通りの間にバス停を増や
して頂きたい
⽝やネコを飼っている家が多いが、フンの始末ができていない
のには驚かされる。持ち帰りがあたりまえ。
街の中に巡回バスか⾞で市バスのセカンドの役割を果たす乗り
合い⾃動⾞が良い、⾜湯が出来るところ
安全、安⼼な街が第⼀、その上で歩いても気持ちのよい街並み
になってほしい。

⼀⼾建

10年〜20年未
満

20年〜40年未
満



若い世帯の⽅も年配の世帯の⽅も、安⼼して安全に暮らしてい
ければと思います。
今までのように、御影⼭⼿の閑静な住宅というイメージは壊し
てほしくないです。

若いファミリー層に来て欲しい

⽼若世代が共⽣でき、事故、犯罪がない、⾃然災害の無い、堅
牢な街にしてほしいです。 坂道が多いので、⾃動⾞の騒⾳を
減らす静かな街並みを⽬指す、⾼級感のある街にして欲しい。

利便性のある美しい街並になるように  助け合いができる街
になるように
より緑豊かな落ち着いた住宅地
もっと⽊を植えて欲しい

もう少し若い⼈が増えると活気が出てくるとは思うが、⼩さく
区切りすぎると⼭⼿の良さが失われると思うので区画に関して
はこのまま維持してほしい。各⾃緑を増やしていくと良い

宮⾕川の河川敷は、枯れ草や⽊々がはびこっているが、掃除や
伐採はしてくれないのですか。
緑の多い、静かな（やわらぎ）街に！
緑あふれる家並みの確保と植⽊が１本もない住宅をなくす努⼒
御影⼭⼿の中に、下の⽅に、コンビニなどがあれば、⼦供たち
の万⼀の避難場所になるのでは？
マンションより⼾建の多い静かな住宅街であってほしい
マンション、住宅が建つと様々な⼈が来られると思います。
仲良くしていける街であればなあと思います。
⼈と⼈とのつながりのある、暖い⼼のある街になりたいと思い
ます。⼦供達が、のびのびと⾃由に安全に遊べる、暮らせる街
でありたいと思います。
美観に努⼒してほしい。明るく（夜も）安全な街
どのような家庭の形も多様性も認める町にしたいです。
とにかくコンビニを誘致して欲しい。不便です。閑静な住宅地
で良いですが、⾼齢の⽅も多いし、少しの買い物ができる店が
あり、どの世代も利便性感じる街にして欲しいです。
同左：現況は緑が少ない 各々が意識して増やしていけば！
伝統的な御影⼭⼿の雰囲気がいつまでも保てる街であってほし
い。都会にありながら、海と⼭との景観の良さに恵まれた最⾼
の地域と思いますので⼤切に守ってゆきたいと思います。

⼀⼾建

20年〜40年未
満



近くに、スーパーや病院、ステキなお店などがあるおしゃれな
町並みに
治安が良く明るい街 現在の状況が維持・改善されるよう希望
いたします。 ⾃治会、委員会の皆様 いつもありがとうござ
います。 今後ともよろしくお願いします。

治安の良い、緑の多い街
７ー（７）にも書きましたが、これから⽊についてはともか
く、既にあるせっかく育った⽊を、⼈間の勝⼿な都合で切った
りするのには反対です。そういう⾝勝⼿な⾏動を⾒て⼦供は⾝
勝⼿な⼈間になります。

清潔な住宅地のままであって欲しい
清潔で親しみやすい町が良い
⼈⼝が増加しすぎです。
コンビニや公園（⼤きな⽯屋川公園のような）⾮常時の時にも
利⽤できるような、⼤きな公園がほしいです。

住宅地なので⾞のスピードを落としてほしい
ゴミ捨ては所定の所に
住環境の維持は重要だが多様性や懐の深さも必要
今住んでいる⼈の考えで規制すれば良いものではないと思う
受け⼊れつつ守る、改善することで街の活気が出る

質問とは少し違いますが、⼤きなスーパーを⼀軒作っていただ
きたい
静かな環境を保っていって欲しい

静かで品のある街。監視カメラを増やし防犯体制のある安全な
街
静かで穏やかな町
⽼⼈と次の世代、次の次の世代の共存
治安のよい安全な町
コンビニのある街にして下さい
御影北⼩学校の校区を⼭⼿幹線より上にまで引き上げて欲しい
（児童数が増加傾向のため）
これ迄のような岩井邸を中⼼とした品のいい住居地域に戻って
欲しい

ゴミステーションの利⽤についてきちんと清掃当番が決められ
ている所と決められてないところがあるように思います。また
⼟⼭の⽅が捨てに来られることもあります。各⾃どのステー
ションに出したら良いのかきちんとわかっておられるか疑問で
す。ルールをきちんと守ってほしいです。

⼀⼾建

20年〜40年未
満



⼦供たちが元気よく遊びまわってほしい。 若世帯に暮らして
ほしい
⼦供が育つ街
⼦育てしやすい。品の良い街であって欲しい
⾼齢者対応のカルチャーを増やして欲しい、
⽝の散歩マナー悪い
規制がありすぎて、利便性がない、
若いファミリー層に魅⼒ある街に、
お店など積極的に誘致の検討してほしい

街路樹を植えて街並みを緑あふれる街にしてほしい
歩道が傾斜とか段差で歩きにくいので整備してほしい
買い物が不便です、コンビニが出来ればいいと思います
買い物が不便なので出来ればミニコープ（コンビニ）位の施設
が欲しい。
落ち着いた緑豊かな住宅地であって欲しい
梅の花が⼀杯咲く街にしたい
美しく安全な町
美しい品性のある街
今のままままで良いがもう少し街灯を増やしてほしい
今のまま品性があれば良い
今のままで良い
安全な街
安全な明るい街にしてほしい
安全と⾃然感のある、安らげる景⾊と静かな町並み、環境。⼈
と⼈のつながり（温かみと感謝）を皆で作る街。
安全で、安⼼して住める街
安⼼・安全な町です。
安⼼な街

新たにできる7階建マンション（スーパーマーケット前）に憤り
を感じます。 低層ゾーンを守り、中⾼層ゾーンは野放しと
⾔った感じを受けます。 今なぜ⾼層マンションを許可するの
か、周りの住⺠のことは無視でしょうか。

No6（医療福祉の件）甲南病院（医療センター）のみ、特別な
措置をとった場合今後、益々患者が混み合い予約しても意味が
ない程待たされます。患者を⼀ヶ所に集中させない様にして欲
しいものです。

①住んでいことに「誇り」を持ちたい②⽼⼈に優しい街（歩道
の整備）

⼀⼾建

20年〜40年未
満



①タクシーを交通機関として認めていないのではないか？⾼齢
社会には重要。タクシー乗り場もしくは待機場所を考えてあげ
てほしい。
②御影⼭⼿は⾒晴らしが良い坂の街である。しかし住⼈には厳
しい。少なくとも変電所下までは「⼩型バス」を運⾏すべきで
はないか？それが⾼い所の「空き家」を減らす⼀つの解決策で
もある。
③深⽥池へのトンネルは時間がかかる。その前に「幼稚園横の
川の橋」を⾞道にすべき。上を⾞に通らせるのは危険。

「協定委員会」のトップは「委員⻑」の⽅がなじむと思う。初
代が「会⻑」名乗ったので、つがれていると思うが、世の中⾏
政をはじめとして「委員会」の「⻑」は「委員⻑」です

緑の多い街、静かで明るい街、安全な街
利便性をより⾼めた街。⼈気のある街として将来もそうありた
い。そのため交通（バス）、⾷料品は拡充してほしい
美しい街が良いと思います

買物ができる町、図書館がある町、トレーニングジムがある
町、駅前の開発の失敗で、住みにくくなっている。また⾞の量
が増えているので、狭い道路には制限速度等の規則をもうけた
り、ゴルフ場跡地の住宅建築で踏切も通りにくくなるので、⾼
架にして欲しい

息のしやすい街
昔は御影⼭⼿は良いところにお住まいですねと⾔われたが、今
は坂が多くて⼤変ですねと⾔われる。⼟地も今では近郊のどこ
よりも値下がりしている。ゴルフ場跡地の１００軒もの家やマ
ンションもこれから問題になるような気がする。昔と⽐べあま
り魅⼒のある街ではない。昔は裏⼭にもすぐ⾏けて緑の多い所
だったが近頃はマンションや⽼⼈ホームが建って緑が少なく
なった。
昔のように気軽にご挨拶をして⼦供に優しい、お年寄りに優し
い街であってほしい。⾼齢になった時買い物など不便を感じる
と思いますのでバスの本数が増やせるなど何か良い⽅法があれ
ばと思います
静かで住みやすい、⾼齢者に優しく⼦供が安全に暮らせる、⾃
治会が時代に合わせてしっかり活動している、このような街で
す。今回このアンケートがあり⾮常に有⽤な事と思います。意
⾒を聞く場として今後も続けてください。よろしくお願いしま
す。

⼀⼾建

20年〜40年未
満

40年以上



世帯交代の時期が来ていないのか空き家が⽬⽴つようになっ
た。衰退感が出ている街にはしたくない。
新しい住宅が建ち、⼦供達も増えていきます。御影北児童館学
童保育も⼈数が多く、⼭⼿から遠いので、⼭⼿エリアに新しい
児童館及び⼤⼈が集える⾃治会館がほしいです。⼩さな⼦供達
からお年寄りの⽅々まで皆で利⽤できる地域づくりの核となる
施設があるとより素晴らしい街になると思います。是⾮やさし
い街、住みよい街づくりをお願いしたいです。２F児童館、１F
⾃治会館。
上（問８）に書いた事と同じで今のままで充分です。
住みやすく穏やかな町にしたい
若い世代も⾼齢者も共に⽣活できる街
⼦供と⽼⼈が安⼼安全に住み買い物、交通、⽣活に困難、不便
を感じない街になればと思う
阪急、JR、阪神（御影クラッセ）へのバスをふやしてほしい。
年をとり、数年後には⾞の運転免許証も返納予定です。（⼀⼈
はすでに⾃主返納済）。最寄駅までのアクセスをお願いしま
す。
⾼齢者増加傾向なのでバスの本数増加を要望します。東灘区居
住なので住吉⽅⾯⾏きのルートを新設して利便性の改善を要望
します

⾼齢者と若者（⼦供も含めて）が助けあって⽣活出来る街 ⼿
作りの作品、額、花瓶、⼈形、置物、⾷器などの交換会やバ
ザーなどの出来る会場があれば嬉しい

現在建築中の県営住宅前の道路では今からでも⼗分時間がある
と思いますので是⾮歩⾏者道路は凸凹の少ない幅広の道路にし
ていただけるよう働きかけてくださるようお願いします。

宮⾕川に接する道路のガードレールを改善して欲しい。改善す
れば幅が広くなり、⾞の通⾏が楽になる。
若さを感じる活気ある街
若い⼈が多い活気有る街になって欲しい。多分御影⼭⼿で⼀番
古い⼈間になって来ていると思いますが、とてもいい街です
若い⽅が住みやすい、住みたいと思う街
⽼⼈により安⼼、安全に住める街
良い住宅地と思っています。ゴルフ場跡地と県住跡地に新たに
マンションや住宅が出来るようですので、⼈⼝増が予想されま
すので、巡回市バス（32系統）の増発を希望します。

もっといろいろなお店が欲しい
サークル活動も増やして欲しい

⼀⼾建

40年以上



もう既に”御影⼭⼿らしさ”など失われていると思う。⼀部の⼈
ががんばっても、復活は難しいと思う。
緑花がはえる街であって欲しいです。昔、桜が阪急沿いに多く
ありましたが、⼜四季を感じる空間が復活して欲しいです。

御影⼭⼿ゴルフ場の跡に住宅が増え、且つマンションが建つの
で、バス便を増やして欲しい

御影駅から御影⼭⼿に上がってくるバスを出して欲しい。
せめて郵便局前でも良い。
御影⼭⼿に住む⼈は近隣の⼈といつも笑顔で会釈できる⽅が住
んでいる品格のある街になって欲しいです。
御影⼭⼿２丁⽬に住居していますが、役員さんの⾯倒⾒が良く
て感謝しています。気軽に相談できるので。
防災に関して周知が⾜りないように感じます
ブランド⼒に寄ってくる⼈には住んでほしくない。
犯罪のない穏やかな街になればと思います
阪急沿線の通りの交通量が多くなって六甲から通り抜けされて
いる様でスピードもかなり出ている様なのでゴミ出しの時など
不安を感じますので取締りして頂けたら有難いです
花いっぱいの街

⻑年住み続けている住⺠に対しても住み易い街を希望します。
敷地分割が進む中、⾞の台数が増えており、介護等住⼾前に駐
⾞を⼀時的にする必要がある。⼀⽅、どんどん住⼾前に⾞を着
けることが困難になってきている。
出来るだけ現在の雰囲気をたもってほしいと願っています
少し上品で⼀⽣住みたい街
上品な街にしたいです。

上述の通り第⼀種低層住宅制限を外す必要がある（そのために
政治家を利⽤すべきだ）
若い⼈に20〜30年後は住むのが⾟くなる事をよく教えておく必
要がある。

住⺠が増加してきて、⾞を保有する⼈が多く買い物（⽇常⽣
活）が便利なように、スーパーを誘致してほしい（⾼齢者も増
えてきている）

住宅地として今の状態を保っていってほしいです。バスの運⾏
については、今少し便数を増やしてもらえるといいと思いま
す。

静かで品のある街並み、通勤、通学、買い物に利便性も重要
犯罪が防げる安全・安⼼な街

⼀⼾建

40年以上



桜並⽊があれば良い、⾃分の家だけでなく周りの道路もみんな
清掃するような⽅々が暮らす街
さくら公園（天神⼭公園）の桜はとてもきれいです。これから
も桜を守って頂きたいと思っています。
今回のように全世帯の声をきいていただけるまちづくり協定委
員会や⾃治会の存在する御影⼭⼿に住み続けたいです。安⼼、
安全、⾼齢者から⼦供まで住みやすい街を望んでおります。
ゴミの管理の⾏き届いた美しい街
⼦供達が安⼼して住める街
⼦育て世代がもっと安⼼安全にくらせる街にしてほしい！
⾼齢所帯が増えているので近くの⽅々との触れ合いが持てる環
境、つながりがあれば⽣活に楽しみ、⽣きがいが持てて、暖か
い地域として愛着が持てると思います

⾼年齢になってゴミ出しに困っていますボランティア制度が欲
しい
交通量が少なく静かな街にしたい
きれいに住みよい住宅環境であることを続けてゆきたい。ま
た、⽼⼈が増加。思いやりを優先したまちずくりができれば良
いと思います。

関⻄電⼒電送電線問題はこの街を分断した。反対の垂れ幕はい
つまでも汚い早く撤去してほしい。

＊６丁⽬のポストあたりにバス停を増やしてほしい。⼟⼭町の
⼈含め数百のひとが助かると思う。

落ち着いた街
お互い節度を持ってお付き合いできる近隣の⽅とは、出来るだ
け緑（植栽）を残した街（静かで騒がしくない）を残せたらと
思います。
美しい街

今新しく宅地開発が。またマンション建設が進んでいます
が、、初めてこの⼟地にご縁ができた⽅々が御影⼭⼿に住んで
よかったなと思えるような街になったらいいなと思います。た
だ、そのためには⼗善寺踏切のように、通⾏量が増えることが
確実で危険度が増すことがわかっている。何らかの打開策をお
年寄りと⼦供達のために必要だと思います。

家の前がごみステーションです。カラス対策をもう少し考えて
ほしい。 ネットもきっちりとかけるよう呼びかけもお願いし
たい

⼀⼾建

40年以上



安⼼安全な街
あまり厳しくすると住み⼿が少なくなってしまわないか不安に
思います。 特に若いファミリー層を増やしたいのであればあ
る程度の「緩和」が必要に思います。

新しく⽣まれるゴルフ場跡地の住宅群と⼀体感のある御影⼭⼿
地区のイメージ作りを
①家に⾯した道路は各⾃清掃する事。②フタのない排⽔⼝（浅
いミゾ）は各々の家の⼈が清掃する。現在⽬に余る家がありま
す。上からの排⽔が悪い（宮⾕川に⾯した場所）。

・明るい街にー挨拶運動ー防犯上も必要
・⽼⼈も住める街に、やさしい街に
・当地域と同様な環境にある地域が⽇本の他地域で素晴らしい
ことをやっているのでは。よく調査して参考にしては。
*安全な街。＊⼭⼿⼤通りにコンビニがあったら便利に思います
⼦育て世代を増やして活気ある街にしたい

町が潤うには外観を美しくする事はあまり関係がない。若い⼈
の視野を広げ多くの経験したことを伝える事によって町の若⼈
は豊かに潤うと思います。従って⼩さな⽂化活動、経験者によ
るボランティアセミナー等⽂化活動を念頭に推進する事が望ま
しいと思います。年配の⽅は「オレの家はどうだ！」とばかり
⼤変な価値、規範、基準の間違いをしている⽅がおられたら困
りますね。⼤変失礼ながら。（海外１２０⽇以上の渡航歴がら
の意⾒です）。

①分譲マンション、⼾建て開発が進みつつあるので、開発業者
と協⼒して豊かな住環境の構築に積極的に委員会として参加し
て役割を発揮すべき。②遵法制のある開発計画に反対していた
ムダな期間を取りもどさなければ、ツギハギの街づくりとな
り、折⾓の魅⼒的機会を失うので、委員⻑が責任を持ってやり
抜くべき。

5年〜10年未
満

桜やコブシ、ハナミズキなど植えていらっしゃる⽅が多く、花
の様⼦や落葉した葉の掃除する時など、四季の移り変わりを楽
しんでいます。
葉が落ちると迷惑だからと庭の⽊を切ったというお話を聞きま
すが、できれば緑があふれ、落ち葉に少し寛容な街になれば良
いと思っています。

ご近所で顔を会わす機会を作り⾼齢者と若い世代（⼦供も含
む）が気軽に話しが出来る街、孤独者がなくなる街づくり⼒を
⼊れる

⼀⼾建

⼀⼾建（賃
貸）

40年以上

5年未満

10年〜20年未
満



今迄通り、安全できれいな町を継続して⾏きたい
20年〜40年未

満
①緑豊かにする。②古くからの⽯垣を崩さない。③コンビニが
欲しい。

不明 住環境は、とても良いと思いますので維持して頂きたいと思い
ますが同時に、買い物施設の充実、バス便を増やして頂ける
と、もっと⽣活がしやすくなると思います。（ミニコープやイ
カリの誘致等）

⾃家⽤⾞がなくても便利に⽣活できる街にしたい。

御影⼭⼿には⼤きな公園が少ないです。 ⼩学⽣が遊んでいる
と２〜３歳はあそべる場所がありません 御影2丁⽬の城の前公
園はホッとする素敵な公園です また、郡家公園も⼩学⽣と２
〜３歳でも遊べる共存できる公園です ⼭⼿にも遊ばせやすい
公園が欲しいです

⽝のフンと思われるものが路上に散⾒される。良好な住環境の
保全の観点から、飼主の連帯責任、あるいはマナーとして、放
置せず除去する取組みをしてほしい。
安全で安⼼の美しい街

⽼⼈や⼦供に優しく、安全安⼼にくらせる街になればと思いま
す

御影北⼩が近くにあり、やはり⼦供がいる地域は明るくて良い
と思う。しかし学校周辺の道路が狭すぎて、⼦供達が事故にあ
わないか⼼配だし、運転する⽅もとても怖い思いをしながら運
転している。道路を広くすることはできないものか。

東灘はミニバスが良く通っているのを⽬にします（バスをもっ
と上の⽅に）  私の家はマンダイに買い物に⾏きますのでよ
く⾒ます 私たちは年を取っていきます。いずれ主⼈も運転で
きなくなると思います。病院へ⾏く⼿段を考えないとと思いま
す。 ミニバスが上の⽅まで通ってほしいです。

花のあふれる街になると良いと思います
新⽥川をもう少し⾃然な景観にして⿃や⿂の棲む川にしてほし
い。 川べりを散策できる歩道が欲しい
とても静かで住宅街としては満⾜だが、⼤通りまで出ないと店
舗やスーパーが少ないので、せめてコンビニやミニコープなど
もう少し利便性が欲しい。

スーパーを増やしてほしい
⼩さい⼦供がいるので、⼦育てに適した場所、街
安⼼、安全な街、観光に訪れたいと思う街

⼀⼾建（賃
貸）

10年〜20年未
満

5年未満集合住宅（分
譲）



社会全体で⾼齢化が進んでいますが、若い世代も⾃治会に積極
的に参加できるような、活気があるものになればよいと思って
おります。
市バス以外に巡回バスなどあれば便利かと思う
静かで落ち着いた住環境を維持してほしい。＊御影⼭⼿線を開
通させて、阪急、阪神御影⽅⾯への市バスを⾛らせてほしい。
静か ⼦供がのびのび 安⼼
コンビニを作ってほしい。
買物に便利で年をとっても実⽣活がしやすい街であってほしい
外⾞に乗っている⽅が多いと思いますが、マナーの悪い⽅が多
い。譲る⼼ない⼈が⽬につきます
⼤きな変化は不要
いつまでも美しく、そして新しいものが⽣まれ続ける街にして
欲しいです。

昔から住んでいる⽅々が守ってこられた品格を落とさず少し厳
しくあっても個々がルールをしっかり守っていけるように居住
者にアナウンスをして⾏き、住⺠の質を⾼めるようにしてほし
い

静かで品のある地域。
静かでおだやかで素敵な街ですが、コンビニが⼀つあると本当
に助かるなと思います。

静かで、落ち着いた住環境である反⾯、交通の便や商業施設の
少なさは多少なりと不便を感じることもあり、その点に関して
は改善を望む声もあるのではないかと思われる。他は特筆すべ
き事項なく、環境を維持していけたら良いのではないかと感じ
る。

⼦供⾷堂のようなスタイルの⼦供が集いやすく⼦供を育成して
いけるような街になればと思います

⼦供に優しい街になってほしい（⼦連れに）。バスもタクシー
も⼦連れだと嫌がられる事が多々ある。仕⽅なく徒歩で御影駅
に⾏くも歩道へ上がる段差がたくさんあったり、⾞道側への傾
斜がきつく、⾞道の⽅へバギーが⾏かないようにふんばりなが
ら歩かなければならない。

夏に阪急御影から御影⼭⼿に歩くとき（朝も夜もいます）イノ
シシがいてとても怖い思いをします 常にだれかがいてくださ
ると助かります

住⼈は増え続けるがそのキャパシティをもう超えていると思い
ます 。道路、学校等改善が必要ではないかと思います

5年未満

5年〜10年未
満

集合住宅（分
譲）



静かで安全

既得権益のような古い考えは排除すべき
⼗善寺踏切を含めた南北の交通問題は物理的（ハード的）に解
決困難である
⼭⼿の住⺠の交通マナー改善や迂回対応が必要

おだやかな街
コンビニなどがない不便さを良いと思える街

朝の交通渋滞が気になります（特に若草幼稚園の前の交差点）
神⼾市が道路を拡張することを決定したそうですが早く⼯事を
進めてほしいです。ゴルフ場跡地の住宅や御影⼭⼿公園北のマ
ンションが建設されて⼈⼝が増えれば、更に渋滞がひどくなる
と思います、とにかく早く着⼯してほしいと思います。

①⼦育て世帯が多く集まる街にしたい。②路上喫煙を無くして
ほしい。
⽣活がしやすい町（スーパー等気楽に買い物できる）にしてほ
しい。
関⻄を代表する⾼級住宅地であり、続けて欲しいです。
安全で安⼼で、魅⼒的な街になって欲しい。
住⺠も相応の協⼒（街の美化の維持等）する街が良い。
夜が静かな街がよいです、スーパーやコンビニは反対します特
に２４Ｈ営業の店
へだたりのない皆が交流できる街
他世代が住み続ける街
静かで若い⼈が住みやすい街になって欲しい
ゴミの無い、清潔感のある街（清掃⾞必要）

この先⾼齢化が進むと思うので、もう少し便利な街（⽇⽤品や
⾷料品が買える店を作るなど商業施設も増えて欲しい）になる
と、年を取っても引っ越すことを考えなくて済むので望まし
い。

⼦供も⾼齢の⽅も安⼼・安全に住める街
深⽥池に抜ける道を作ってもその先で渋滞が起きるのではない
か？また、交通量が多くなり知らない（街とは関係のない）⾞
の出⼊りが多くなることで、事故や治安も悪くなり、今の静か
な街が維持できない。

⼦供たちが⾃由に遊べる公園がたくさんほしい
⼤きな⼟地の後に⼩割りの建売が出来たり、⾼層の建物が建た
ないよう、きびしい住宅地区として頑張って欲しい
美しく安全な街にしたいです

5年〜10年未
満

10年〜20年未
満

集合住宅（分
譲）



今まで通り、静かな街でありますように
⽝の散歩時での後始末は各⾃でキチンと実施するような（でき
るような）対話のある街を希望
①⼦供たちが住みやすく温かい街にしたい。②交通量が減ると
いいなと思う。（旧ゴルフ場に建設中の住宅により交通量が増
えることを懸念しています。）
①街灯が少ない→もっと灯を。②電柱の地中化を。
 ⼀⼾建てが増えマンションも出来たらもっと若い⼈たちが増え
て活気のある街になると思うが御影⼭⼿らしさを損なわないよ
うに意識していくのは⼤事だと思う

防犯カメラの増設が街のグレードを上げ資産価値も上がり魅⼒
も⾼まると思います
年令がいくと、住みにくい街だと思う。せめて、コンビニの1つ
ぐらいはあってもよいのではと思う。
住⺠の⽅々が知り合いができる何かイベントが出来たらいいな
と思います コロナで難しいが・・。
若い⼈に住んでほしい。

⾼圧線のためこれまで⾃治会活動が⼤変になっていると思う。
いよいよ通電が始まると思うが最初から反対すべきだったと思
う。平穏な街が殺伐としており裁判になるなんて考えられな
い。元の静かな街に戻してほしい。

安全な街
災害に対処しやすい街
バスの時間を覚えやすい時間にする
安全で災害に強い街であって欲しいです。

私も産まれた時から御影⼭⼿で育ち、とても好きな街です。
最近思うことは⾼齢化が進み、空家なども増えているように思
います ⾼齢者の⽅も住みやすく、新しい若い世代のファミ
リーも住みやすいように、街づくり⽅針もバランスよく取り⼊
れられたらと願います。 未来を豊かにするのは⼦供たちだと
思うので⼦供たちにとっても良い環境で安全で住みやすい街で
あってほしいです。

夜間困った時に駆け込めるコンビニがあれば、明るく安⼼なの
で誘致して欲しい
もう少し夜間は電灯が多い⽅が良いと思います ⾞の譲り合い
も、⼗善寺にでる坂道
昔から続く「御影⼭⼿」というブランドイメージ、⾵紀を乱す
ことのない町つくり、安易な開発、活性化は不要

10年〜20年未
満

20年〜40年未
満

集合住宅（分
譲）



御影⼭⼿全体で⼀体感が持てるようなエリア
まち開きして約60年蓄積されたまちの質を担保しつつ、ブラン
ド化する。チープな⼩規模⼾建て住宅を切り売りせず、そうな
らば良質な住居集合住宅を供給し、緑を配置して⼦・・世代も
住⾒やすくする、但し、次世代が⼀勢に住むのではなく、ゆっ
くり世代を循環させる。
防災に強い街をメインに！
品格のある街
⼈の集まりやすい街
特になし
狭い道路なのに運転の下⼿な⼤きな⾞の往来をなんとかして欲
しい

住みだした頃は⼦供も⼩さく街全体に活気があったが、最近は
静か過ぎて寂しそうな町に思う ⼈の集まるお店もないし、⾃
治会の活動もあまりないし、⽼⼈が増えているのに集う機会も
なし

⾃動⾞の速度規制を厳しくし、騒⾳を出さない様にしてほし
い。トンネルを開通すると道を上下して⼈の動きが 分断され
るのと思うので、⼗分検討の上考えてほしい ⼤通りなど道路
脇の道に花ダンの設置を考えてほしい

⾃転⾞が歩道を⾛り曲がり⾓で危険な⽬にあったことが複数回
あり、指導してほしい   バス停の屋根をぜひ作ってくださ
い   各⼾の植⽊が歩道にはみ出して⾬天の時は傘がさせな
い 歩道をあるいても危険である。ぜひ切ってほしい  ⼤⼈
も⼦供も顔を合わせたら挨拶できる街にしたい（今はなかなか
できていないと思う）

静かで治安の良い緑の多い街にしたいです。古いマンションは
建て替えでモダンな街にして⾏きたいです。
静かで穏やかな場所
坂上に住む住⼈が⾼齢化が理由で住居を移転しなくてもすむ様
なアクセス網を整備する

今後⼈⼝の増加が予想されるが道路整備等を⾏うのではなく⼈
⼝をある程度制御して、現在の雰囲気を守って欲しい
コンビニを⼀軒くらい出店して欲しい
⼗善寺踏切の道は交通量が多くスピードを出して危険。⼀⽅通
⾏にするべき。

現状より内容の充実した買い物施設のある街になれば良いと思
う

20年〜40年未
満

集合住宅（分
譲）



きれいな街
閑静で美しい街並みと雰囲気はそのままに、公共交通機関への
アクセスや便数はもう少し便利になるとなお良いと思う
⼤⼿住宅メーカーの町並みを参考にする。隣地間取組（⼀種低
層による）
明るく、安全で住み易い街
明るく静かで安全な街
①居住者の⼿で更に住み⼼地の良い街にすりことを考えるべ
き。②設備要求が多すぎるアンケートですね。
店を作って。バスがもうすこし回数が多く通⾏して。公園のベ
ンチの数が整い、ゴミ収拾が⼊れ物がある
⾼齢者に優しい街。
⼀⾔で⾔えば住みやすい街にしたい
もう少したくさんの品物を売っているスーパーを作ってほしい
緑豊かで静かで清潔な街並みを望みます
歩道がでこぼこで歩きにくいのえきれいにしていただきたい
防犯対策もお願いします
しずかで清潔感のある街
コンビニなどあった⽅が便利だが治安は良いままで。
⼦供たち、⾼齢者、住んでる⼈にやさしい街   笑顔でだれ
にでも挨拶できる街

公園の改善について：⼦供たちが⾛り回れる広々とした･･･と
いったような話も伺いましたが、現在、御影⼭⼿公園では、午
前中は⼩さい⼦、⼣⽅は⼩学⽣がバタバタ⾛り回るといったよ
うな暗黙のルールのようなものがあります。たしかに、⼩さい
⼦と⼩学⽣が遊ぶ時間帯はボールが当たるなどの危険もありま
すが、⼩学⽣も⼩さい⼦供に注意しながら遊んでいる姿も⾒ら
れますし、現状でいいのではないかと思います。 ただし、砂
場にサッカーボールが⾶んできて幼児の頭に当たることが時々
あるので、砂場の広場側にヒザくらいの⾼さの鉄作などがあれ
ば安⼼かと思います

現状のままでよい
安全。安⼼で、清潔な環境が保たれている街、地域がまとまり
互いに助け合える⼈として、レベルの⾼い⽣活が送れるような
街にしてゆきたいです。

32系統を北へ延伸し最上部で更に再検討してほしい、広い道を
おうふく。

20年〜40年未
満

40年以上

集合住宅（分
譲）



１）御影⼭⼿⾃治会規則の3項「⽬的」にある事項を近隣住⺠
（例えば班、⼜は複数の班）がそれぞれの地区で実現してくだ
さること。必要なら、時折会合を開くことも望ましい
２）御影地区・まちづくり協議会の活動⽅針（パンフレット）
に⽰された「⼭⼿エリア」の⽬標に⽰された事項を継続して推
進してください。

少し堅苦しい街だと思う。ゴルフ場跡地や⾼圧線反対など、考
え⽅が古いように思える。本当に住みやすい街にしたいのであ
れば、もっと柔軟に対応していったほうがいいと思う。

住宅街を基本にしながらも、カフェや⼩規模の飲⾷店があると
良いと思います。
⼦供達が明るく元気に育つ街になったら良いと思います。
神⼾市はたばこのポイ捨て、路上喫煙禁⽌のはずなのに路上喫
煙されている⽅をよく⾒かけます。 もっと周知徹底してほし
いです。
飲⾷店が増えれば良いと思います
挨拶が溢れる街

10年〜20年未
満

美しくウォーカブルな街

⽬があって挨拶できる街にしたい

まちづくり協定に関してですが、「だんろ」の使⽤を禁⽌する
要項は追記できないでしょうか？⾵向きや⾵の強さで、洗濯物
が汚れたりしそうなので。実際に迷惑をかけられたことはあり
ませんし、使⽤されているかも分かりませんが、煙突のあるオ
タクが何軒かあるので。

今のままでは⾼齢者のみが引きこもる街になってしまう。 店
舗も作れない現状で⾃家⽤⾞を持たない⼈は暮らせなくなるだ
ろうし、世帯減少は間違いなく起こる。協定のみならず、第⼀
種住専の枠も考え直さないと将来もっと深刻な状況になると思
う。
若い⼈も 住みたくなるような魅⼒的な街

今回のアンケートに直接関係ないと思い申し訳ないのですが、
⼭⼿⻄アーバンライフの道沿いに宅配業者さんであったり、マ
ンションに関係する⾞両、バイク等が停まることが多く道も狭
いため出⼊りできず、とても困ります。

⾼齢者にも優しい街

5年未満集合住宅(賃
貸）

不明 不明

20年〜40年未
満

40年以上

集合住宅（分
譲）


