
千里山地区におけるすいすいバス
「たけのこルート」試験運行に関する
アンケート調査のご協力のお願い

吹田市では、令和4年2月17日（木）から市内2地区目となるコミュニティバス すいすいバス

（たけのこルート）の試験運行を開始しています。

（試験運行期間：令和４年２月17日（木）から令和６年２月）

この試験運行は、千里山地域の日常生活（買い物・通院等）を支えていくことを目的に以下の

ルートで運行しています。

このアンケート調査は、みなさまからバスの認知や利用状況、評価やニーズ等を把握すること

目的とし、この試験運行しているコミュニティバス すいすいバス（たけのこルート）が持続可

能な地域の移動手段として、より良いものにしていくための基礎資料として利用していきます。

調査結果につきましては、上記の目的以外に使用することはございません。また、調査結果は

統計的に処理し、個人が特定されることもございません。

○アンケートの対象者は、地域にお住まいの方を無作為に抽出しています。 宛名に記載されている方が

アンケートにご回答ください。

○すいすいバス（たけのこルート）のバスの乗車時にアンケートにお答えになられた方もご回答ください。

○ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒に入れ、令和4年10月３日までに投函してください。

アンケート調査に関するお問い合わせ先

吹田市土木部総務交通室 TEL 06-6155-3531（平日9:00～17:30）

期 間：令和４年２月17日（木）
～令和６年２月

毎日同じ時刻に運行

発車時刻：全11便

試験運行バスの概要たけのこルート運行図

阪急千里山駅発 阪急南千里駅発

8:03 8:31

9:03 9:31

10:03 10:31

11:03 11:31

12:03 12:31

13:03 13:31

14:03 14:31

15:03 15:31

16:03 16:31

17:03 17:31

18:03 18:31

運 賃：200円/回

所要時間：１周60分程度

お手数をお掛けいたしますが、アンケートへご協力をお願いいたします。
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平成16年度に市内のコミュニティバス導入候補地域として千里丘地区とともにが挙げられ、

先に千里丘地域での検討が行われました。千里丘地域は、平成18年12月より試験運行を開

始し、平成23年に本格運行に移行されています。

千里山地区では平成29年度に検討が始まり、平成30年度には、都市計画道路「千里山佐井

寺線」の開通に伴い、阪急千里山駅東側に新たなバス路線の乗り入れが開始され、平成31年

2月16日～3月1日にかけて14日間の実証実験を行いました。

令和元年度から吹田市地域公共交通会議では、平成30年度の実証実験の結果を踏まえ、運

行ルートやバス停等の検討を進め、令和４年２月17日から試験運行が開始されました。

現在、運行している吹田市コミュニティバス「すいすいバス たけのこルート」

に関しましては、下記のURLまたはQRコードより、吹田市ホームページをご参照

ください。

吹田市コミュニティバス
すいすいバス たけのこルート （千里山地区）の試験運行開始まで

試験運行開始までの経緯

https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-doboku/somukoutu/_113495/_112275.html

●試験運行までの取組み

これまでに実施したアンケート調査結果やパブリックコメントの結果等に

ついて見ることができます。

●千里山地区乗合交通ニュースレター

現在は、Vol.４まで発行しています。

●吹田市地域公共交通会議

千里山地区における運行に係る内容、ルートや運行便数、試験運行などについて、地域

の実情に即したものとなるように議論を重ねてきました。

特に運行ルート、バス停に関しては、様々なご意見をいただきました。現在の道路事情

（幅員等）、利用者の安全性等により、いただきましたご意見をすべて反映することは残

念ながらできていません。実現できていないものに関しては、現在の運行状況やアンケー

ト調査等の結果・ご意見を踏まえながら、引き続き、より良い地域の交通となるよう検討

を行っていきます。

現在、試験運行している運行内容の計画書につきましては、令和3年8月から約1カ月間

パブリックコメントを実施し、市民の皆様から、ご意見をいただきました。

＞いただきましたご意見は、上記の吹田市のホームページの「試験運行までの取組み」

の「【令和3年度（2021年度）】吹田市千里山地区乗合交通試験運行実施計画案の意

見募集結果」に掲載しております。

ホームページでは、運行ルートや運行時間、運賃に関する情報だけでなく、これまでのコミュ

ニティバスの導入に関する検討に関しても掲載されていますので、ご覧ください。

https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-doboku/somukoutu/_113495/_112275.html


調 査 票

試験運行しているすいすいバス（たけのこルート）について、お伺いします。

千里山地区で、すいすいバス（たけのこルート）が試験運行していることを
知っていましたか。

1.  知っていた ２.  知らなかった

すいすいバス（たけのこルート）の運行
を何で知りましたか。 ［いくつでも］

市の情報を得る時、どのような媒体を
利用していますか。 ［いくつでも］

１． 回覧板 ２． 市の広報紙

３． 駅や自治会等の掲示板

４． チラシ ５． 人づてに聞いた

６． まちなかを走っているのをみた

７． その他

（ ）

１． 自治会等の回覧板

２． 市の広報紙

３． 市のホームページ（パソコン）

４． 市のホームページ（携帯・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）

５． その他
（ ）

すいすいバス（たけのこルート）の運行
を知っていれば利用していましたか。

１． 利用していた ２． 利用していない

すいすいバス（たけのこルート）を利用しましたか。 ［ひとつだけ］

1． 利用した

１． バスを利用していない

２． ほぼ毎日 ３． 週５～６日 ４． 週３～４日 ５． 週１～２日

６． 月２～３日 ７． 月１日程度 ８． 月1日より少ない

１． バスを利用していない

２． 往復で利用 3． 往路だけ利用 4． 復路だけ利用

１． バスを利用していない

２． 外出の回数が増えた 3． 外出する意欲が増えた

4． 外出の行き先が増えた 5． 歩く機会が増えた

6． 外出時の歩行に伴う不安や困難が軽減した 7． 以前と変わらない

8． その他（ ）

試験運行しているすいすいバス（たけのこルート）の利用状況について、お伺いします。

各設問の回答は、該当する回答番号に「○」をお付けいただくか、括弧内および枠内
にご記入をお願いします。

問1．

問２．

（１）どのぐらいの頻度で利用していますか。 ［ひとつだけ］問３．

（２）利用する際は、どのような利用が多いですか。 ［ひとつだけ］

（３）このバスの運行で、あなたの外出に何か変化はありましたか。［いくつでも］

２． 利用していない



すいすいバス（たけのこルート）の試験運行の内容について、お伺いします。
このバスを利用したことのある方は、利用した時のことを思い浮かべて、利用していない方は、
本バスを利用すると仮定してお答えください。

＊ルートが長くなると所要時間が延び、バスサービスが低下する可能性があります。

１． まあ良いと思う ２． どちらでもない ３． あまり良いとは思わない

よろしければ回答理由
をお聞かせください

設問文

1． バスが運行している方面には行かない

２． 通院や福祉施設などに行くとき

３． 市役所や郵便局・銀行などへ行くとき ４． 買い物に行くとき

5． 娯楽・社交の外出のとき 6． 通勤・通学・仕事のとき

7． その他（ ）

どのような外出で、すいすいバス（たけのこルート）を利用することが多いで
すか。 利用していない方は、バス路線沿線にはどのような用事で行くことが
ありますか。 ［いくつでも］

問４．

（1）このバスは阪急千里山駅を起終点とし、阪急南千里駅や緑地公園駅を
経由地としています。 このルートはどうですか。 ［ひとつだけ］

問５．

（２）停留所の配置間隔はどうですか。 ［ひとつだけ］

１． まあ良いと思う ２． どちらでもない ３． あまり良いとは思わない

よろしければ回答理由
をお聞かせください

（３）運行時間帯はどうですか。 ［ひとつだけ］

１． まあ良いと思う ２． どちらでもない ３． あまり良いとは思わない

よろしければ回答理由
をお聞かせください

（４）運行本数（便数）はどうですか。 ［ひとつだけ］

１． まあ良いと思う ２． どちらでもない ３． あまり良いとは思わない

よろしければ回答理由
をお聞かせください

よろしければ回答理由
をお聞かせください

（５）試験運行しているすいすいバス(たけのこルート）の運行について総合
的にみてどうですか。 ［ひとつだけ］

１．良いと思う ２．まあ良いと思う ３．どちらでもない

４．あまり良いとは思わない ５．良いとは思わない



１． このまま継続して運行してほしい

２． 将来、利用する可能性があるので、このまま継続して運行してほしい

３． 継続して運行する必要がない

４． どちらとも言えない

５. その他

（ ）

１． 今後も利用する ２． 今後の運行の内容次第で利用する

３． 今後も利用しない 4． どちらとも言えない

５. その他（ ）

１．行きたい方面にバス路線がないから

２．自宅から最寄りの停留所まで遠いから

３．利用したい時間にバスがないから

４．バスを利用しなくても、車、バイク、自転車、徒歩等で移動できるから

５．バスを利用したいが、一人での乗り降りが不安だから

６．料金が高いから

７．その他（ ）

すいすいバス（たけのこルート）の試験運行が開始されたことについては
どうですか。 ［ひとつだけ］

問６．

よろしければ回答理由
をお聞かせください

１．良かった ２． まあ良かった ３．どちらでもない

４．あまり良くなかった ５．良くなかった

このすいすいバス（たけのこルート）について、今後もこの地域を継続して
運行してほしいですか。 ［ひとつだけ］

問7．

このすいすいバス（たけのこルート）をまだ利用していない方にお聞きします。
利用しない理由は何ですか。 ［いくつでも］

問9．

※すいすいバス（たけのこルート）を現在ご利用している方は、問10へお進みください。

すいすいバス（たけのこルート）の試験運行の今後について

このすいすいバス（たけのこルート）について、今後、利用する可能性はあり
ますか。 ［ひとつだけ］

問８．



質問は以上です。ご協力、ありがとうございました。
調査結果につきましては、

・本アンケート調査の目的以外に使用することはございません。

・調査結果は統計的に処理し、個人が特定されることもございません。

本アンケート調査の集計結果等につきましては、後日、吹田市ホームページでご報告

させていただきます。

あなたご自身のことについて、お伺いします。

１．20歳未満 ２． 20歳代 ３． 30歳代 ４． 40歳代

５． 50歳代 ６． 60歳～６４歳 ７． 65歳～６９歳 ８． 70歳代

９． 80歳以上

１． 常勤で就労 ２． 自営・自由業 ３． パート・非常勤

４． 学生 ５． 家事専業 ６． 無職

７．その他（ ）

吹田市 丁目 番

ご年齢問10．

ご職業問11．

お住まい（町丁名、番地まで記入してください。号以下の記入は不要です。）問12．

すいすいバス（たけのこルート）の試験運行について、ご意見がございました
ら、ご記入ください。

問13．


