
第１回堺市美原区政策会議（書面開催） 

開催日時 令和４年８月１９日（金）締め切り 

出席委員 堀内座長、阿部委員、岡本委員、奥野委員、喜多委員、米谷委員、塩野委員、髙岡（照）委

員、高岡（裕）委員、髙岡（里）委員、田中委員、智葉委員、豊岡委員、鳥井委員、中田委

員、西村委員、伯井委員、福原委員、松本委員、山本委員 

議題 １．今後、ビバモール美原南インター店やららぽーと堺と行政、地域、各組織が連携、協力

しながら、まちの発展を進める必要があると考えられますが、どのような連携、協力を進

めるべきでしょうか。 

２．両大型商業施設やその他の商業施設と各委員の組織や団体で行われている、または予

定されている連携協力事例があれば、ご紹介ください。 

配付資料 資料１ 黒山東地区 開発計画と都市計画提案の内容について（変更版）抜粋 

 

 

委員氏名 議題１ 議題２ 

堀内 史朗 商業施設が開業することで人の流れが生

まれますが、そのことが在来の商店や、地元

の企業にプラスに働くことが必要です。その

ために、商業施設を訪れた人が、そこだけで

目的を完結してしまうのではなく、周辺を訪

れる必要があります。その際、自家用車によ

ってではなく、徒歩や自転車などで、近隣を

効果的に回ることが求められます。そこで、

次のような連携・協力がありうると考えま

す。 

1) SNSなどでの周辺施設の紹介 

2) 歩行者用の周遊マップを作成する 

3) 商業施設内でも周辺施設を案内する掲示

板のようなものを設置 

4) レンタサイクルや車椅子の貸し出しで気

軽に出歩けるようにする 

5) ポイント券・地域通貨などで周辺商店での

購買を促進 

6) ボランティア・ガイドの配置で町案内 

7) 地元の産物を使った店の開業、商業施設で

の販売 

 

現在、阪南大学のゼミ学生を引率し、周辺の

魅力的な景観や店などを地域 SNSピアッザで

紹介する活動を始めています。調査で撮影し

た写真の一部を使って、周遊マップを作りた

いと考えています（上述した質問 1 への回答

1-2 に対応）。周遊マップは、お店などにも協

力いただいて、店の詳しい情報なども掲載し

たいと考えています。この件、本年度は試行期

間であるため大学予算で実施していますが、

来年度以降にも継続して実施するために、予

算が幾許か必要です。学生の交通費やマップ

作成のためのものです。数万円程度で十分で

す。何か補助金などの情報などありましたら

教えていただきたいです。 

阿部 美奈子 美原区民まつり開催時に両施設にあるイ

ベント広場等を借りてはどうか。 

・美原の歴史や特色などをパネルにして展示

する。(河内鋳物師発祥の地、古代米、黒姫山

古墳、等々) 

・アルテベルでいつも演奏される中学校吹奏

特になし 



楽部の素晴らしい演奏の披露。 

・ゲームコーナー(子ども向け) 

美原区以外、堺市以外にお住まいの方々に

も認識して頂けるよい機会だと思います。 

岡本 寛史 「ららぽーと堺」は、店舗の前に芝生広場

があるようなので、美原の名産品の物販やフ

リーマーケットなどが行われれば地域の経

済の発展や古代米が認知されると考えます。 

堺の PR イベントを店内で出来ればと考え

ています。 

障がい者や福祉事業所の授産品などを建

物の中の広場で販売イベントなどが出来れ

ば、障がい者などに意欲向上や賃金向上に貢

献出来るので、是非堺市として、福祉事業所

の販売会を進めていただきますようお願い

いたします。 

子育て世代の方の為、買い物をしている

間、「ららぽーと」店内に一時保育出来る所が

あれば、親として、安心して、買い物が出来

ると思います。 

次に道路について提言します。現在でも

「スーパービバモール」は、土日祝は、来客

が多く、交通量が多いです。その上に「らら

ぽーと」が営業を開始すると、開店から当面

の間は、相当な混雑が予想されます。出口と

入り口を分散させるなど、や「ららぽーと」

に行くのに、区役所や図書館の駐車場を使用

しないよう、注意喚起お願いします。 

「ららぽーと」開業当初は、バスで来店さ

れる方や「ららぽーと」の従業員の方も多く

バスを利用されると考えます。コロナの感染

状況にもよりますが、現在の私の予想では、

開業当初は、相当バスが混雑し、各駅から区

役所まで現在の 30 分に 1 本程度では、乗れ

ない乗客が出てくる事も予想されます。自家

用車よりも公共交通を利用する方が地域経

済や公共交通にとって良い事なので、市が南

海、近鉄バスに臨時バスや増便を運行できる

よう支援して頂きますようお願いします 

特になし。 

奥野 嘉久 特になし  鉄砲町イオンで美原朝市を開催したときに

美原の古代米を販売した。 

 また、北花田イオンと協力し美原の古代米



を使ったカップ入りおかゆを開発し、数店舗

で販売することにより販路を拡大している。 

喜多 英一 例えば、美原区にある古代米等のコンテン

ツを紹介してもらえるコーナーを設置して

頂けるような連携はいかがでしょうか。 

和泉市のある商業施設（どこかは忘れまし

たが）では、和泉市を紹介するブース（パネ

ル等）が常設されていたと記憶しています。 

昨年度の会議での懸案でもありました「区

外からの来訪者や転入者に美原区を知って

もらう」ことのきっかけになればと考えま

す。 

昨年度まで所属しておりました大阪府立農

芸高等学校では、地域との連携で当校の農産

物や加工品等を紹介、販売することを実習（授

業の一貫）として行っておりました。 

イベントでの販売実習や、店舗の一角にコ

ーナーを頂いて短時間の販売実習等を行って

おりました。 

 この２年ほどは、コロナ禍でイベント等は

開催されていなかったため、このような実習

はほとんどできておりませんでした。 

米谷 文克 別紙「米谷委員意見」参照 別紙「米谷委員意見」参照 

塩野 智紀 バス事業者として、大規模施設付近の渋滞

対策は非常に大きな課題と考えており、必要

な連携、協力を継続的に行っていきたいと考

える。 

ららぽーと開業に合わせ、バスの土休日ダ

イヤでの夜間時間帯を増発し、利便性向上を

計画している。 

髙岡 照美 オープンされるららぽーとの中に人々の

発表や、交流のできる場があるといいなと考

えています。たとえば、小・中学生のクラブ、

部活の発表、交流の場として。 

小・中学生本人たちのはげみの場、家族は

子どもの日ごろのがんばりを見られる場。 

又、小・中学校の子どもたちの描いた図画

の展示等も。在学中でない我々が普段サーク

ルなどで練習しているものの発表の場とし

て使えるところがあればいいなと思います。 

お店ができて、買い物を楽しむ以外に足を

運ぶ場があれば、充実した生活を過ごす一助

になると思われます。 

特になし。 

高岡 裕子 各組織がどの様に連携、協力するかの答に

はなりませんが、一市民として思うことで

す。まず、オープンに向けて、道路が混雑せ

ず、車がスムーズに流れて欲しいです。そし

て、北野田、初芝、松原方面のバス利用者の

お客さんに、商業施設の場所がわかるような

道案内があればと思います。すべての人が、

ホームページや携帯で動けるとは限りませ

ん。又、ビバモールやららぽーとだけでなく、

みはら歴史博物館等、美原内の魅力ある場所

を見学してもらう為、掲示、パンフレット等

目につく様に宣伝して欲しいです。美原に来

特になし。 



られた人達が、車やバスの中から見える風景

が気になります。使われていない田畑が草ぼ

うぼうであったりすると、考えてしまいま

す。ここに美原の特産品古代米が植わってい

るときれいだろうと思いませんか？まだ、漠

然としかオープン後の姿は想像出来ません

が、協力は惜しまないつもりです。 

髙岡 里恵 これからの商業施設との連携は施設と地

域との交流の回数を増やしお店同士のコミ

ュニティを盛んにし地域でいろんな立場の

方どうし意見交換ができる場が必要だと思

います。 

大きなイベントができなくても美原区の

良さが出ているお店の出店が常設であった

り他地域から来られている従業員の方も美

原区のイベントに参加できるなどお互いの

理解が必要だとおもいます。 

みんなで同じ方向を向くことが美原区の

発展に繋がると思います。 

美原区はこれから人が集まる、また来たく

なる街になっていけるようみんなの意識改

革が必要だと思います。 

美原区では団体に所属はしておらず他地域で

NPO 子育て支援に所属していた時は AEON

で手作り遊びに市を出店したりしておりまし

た。 

田中 淸惠 今まで美原区になかった二つの大型商業

施設ができることにより、地域住民の利便性

が向上することは歓迎すべきことであるが、

一方で交通渋滞や防災面での新たな問題点

も予想される。 

現在も両施設・行政・地域の三者会議が開

催されているが、今後も継続し定期的に開催

し、様々なことを互恵的に話し合うことが大

切と思われる。 

令和３年１１月から現在までに三者会議

（意見交換会を含む）を３回実施している。 

智葉 真理 大型商業施設ができることにより、美原区

に大勢の方が来られることを期待します。 

これまで美原区を知らなかった方々に、美原

をアピールできるコーナーを設ける 

・美原の特産物販売 

・地域が誇れる取り組み、活動の紹介 

・地産地消の取り組み 

・子どもたちが安心して集う環境整備と子ど

もたちへの非行防止指導 

・小中高生が興味を持ち学べる場(自己啓発

に役立つ、地域環境に興味がわく、他校との

コロナ禍になり３年、PTA 活動は消極的な

ものになっています。学校での行事も思うよ

うにできない状況が続いています。（学業、校

内外行事、部活動、日常生活） 

全てにおいて安心して過ごせるよう PTAと

して見守る立場でサポートを続けていけたら

と思っています。 

 



コミュニケーションが取れる等)、子どもたち

が自発的に活動できる場の提供等、子どもた

ちが考え行動できるためのサポート 

 

豊岡 敬 今後行政、地域と大型商業施設との連携、

協力について一番に考えていかなければな

らないのが交通の問題だと思います。国道

309 号線が交通集中のため渋滞が起こらない

ように対策を検討し続けないといけないと

思います。また都市つくりの観点から車や人

の回遊の在り方、公共交通機関の在り方につ

いても考えていかなければならないと思い

ます。 

近隣に堺市総合防災センターが設置され

たことにより、美原区を防災発信の拠点と位

置付けることができると思います。集客が期

待できる大型商業施設において、堺市消防局

と協力をして防災意識を高めるイベントや

展示等の企画を行うことによって、安心して

暮らせる街・美原のイメージ向上につながる

と思います。 

以前、北野田にあったコミュニティＦＭ局

は失敗に終わったようですが、地域を盛り上

げていく手段としては情報発信基地の設置

が重要だと思います。大規模商業施設が情報

の発信拠点になれば市民の関心も高まり、街

に一体感が出てくると思います。インターネ

ット等を活用して、地域の情報を発信してい

けるように、行政、地域、商業施設との連携

ができればと思います。 

現在予定している連携協力事例は特にあり

ません。 

鳥井 寿々子 （連携） 

まちの発展には、子育て世代への応援が必

須だと考えます。是非とも各施設において子

育て世代が集えるイベントなどの開催を希

望します。そのほか、休憩エリアなどのスペ

ースで、積極的な堺市や美原区の行事や支援

（広報「美原」などに掲載している内容など）

を知らせる掲示板などの設置があると良い

と思います。 

（協力） 

未成年の子たちが遊びに行くことも多い

と思いますので、防犯について地域と協力体

特になし 



制を築くことができないでしょうか。見回り

や、防犯カメラの設置とその周知などができ

れば、犯罪抑止につながると思います。 

（その他） 

ビバモール美原南インター店やららぽー

と堺が立地する３０９号線は、警察署や消防

署が近くにあり、住民の生活において大変重

要な道路です。普段の交通量も大変多く、大

型商業施設のオープンにより予想される渋

滞による生活への影響は懸念事項と考えて

おります。駐車場へのスムーズな誘導や、信

号機のタイミングの調整などの検討も併せ

てお願いしたい。 

中田 幸宏 今後、交通量が大幅に増加することによ

り、とくに周辺道路の交通渋滞、安全対策が

課題になると思われますので、各店舗、地域、

行政、交通事業者等が一体となり、対処方法

を検討していく必要があると考えます。 

ららぽーと堺の開業にむけて、バスによる

アクセスについて関係各所と協議していま

す。 

西村 優子 ショッピングモールはお子さん連れの家

族が多く来場すると思いますが、美原区は高

齢者も多いため『おじいちゃんおばあちゃん

とお孫さん』が楽しめるような企画があれば

良いなと思いました。 

例えば保健センターと連携して健康フェ

アを開催し、ショッピングモールに入ってい

るスーパーなどで揃えられる食材でクッキ

ング教室などはどうでしょうか。 

また、周辺道路の交通量が多くなると見込

まれますので、警察と連携して交通安全教室

なども良いと思います。 

私が所属している団体では連携協力の事例

はありませんが、フードドライブは最近よく

見かけます。地域の子ども食堂へ募金箱の設

置などがあれば気軽にボランティアへの参加

ができるので、そういうものがあればなと考

えています。 

伯井 誠典 ららぽーと堺開業後における交通問題対

策について、開業前に事業者が行政、地域に

再説明すべきと考えます。 

なぜなら、住民説明会、区民評議会時点の

前提から、さらに状況が厳しくなっているか

らです。 

説明会時点では、従業員には公共交通機関

による通勤を徹底し、バスの増便を協議中と

の説明でしたが、バスの増設は無く、社員用

大規模駐車場が設置されることが決定して

います。 

結果として、現状でも混雑している平日の

美原郵便局がららぽーと堺の隣地に立地す

るため、弊社近畿支社も交えて打ち合わせを

行う等、三井不動産㈱と連携を図っています。 

当方から懸念を伝えている点は、周辺の交

通渋滞に伴い、社会インフラである郵便物等

の配達・取集業務等に支障を来たし、美原区民

の郵便局ご利用のサービスレベルが低下する

リスクです。 

具体的には、美原区内におけるお届け遅延

や美原郵便局からの発送遅延（運送便の遅延、

郵便車両運行の影響）が考えられます。 

また、郵便局の窓口の利便性が低下する（郵



朝夕の渋滞のさらなる悪化が確実視されま

す。 

さらに、公共交通機関による通勤では従業員

が集まらないという状況を鑑みて、来客の自

動車分担率も計画の８０％では甘く、ららぽ

ーと和泉の実績値である９０％程度と考え

ます。 

以上のような最新の状況を反映して、開業

前に事業者が行政、地域に再説明すべきで

す。 

具体邸には、現在行われている堺市、事業者、

地域の打ち合せについて、継続的に定期開催

を行い、加えて、美原区政策会議としても交

通部会を設置し事業者と協議すべきと考え

ます。 

便・貯金・保険のサービス）こととなります。 

市道黒山南北線には、美原郵便局だけでは

なく警察署、消防署、病院等が立地していま

す。 

現状でも朝夕の通勤時には非常に混雑して

おり、かつ、緊急車両が通行しようにも待避す

る道幅もありません。 

これ以上交通渋滞が悪化すれば美原区の社

会インフラが機能不全を起こす可能性もあ

り、 

行政とも連携してリスクを共有する必要があ

ると考えています。 

 

福原 有里 ・防災センターが近いこともあり、防災啓発

活動を商業施設にて実施 

・子育て支援の観点から、未就学児や小学生

向けの体験型の催しを商業施設で実施 

 （簡単なワークショップ 子育て相談な

ど） 

・地域の取り組みを紹介するスペースを商業

施設内に開設 

 （地域の魅力をアピールする展示 地域の

子供たちの絵などの作品の展示など） 

・商業施設に地域の小学校、中学校や高等学

校のクラブ活動などの発表の場を提供し

てもらう 

 

特になし 

松本 純也 別紙「松本委員意見」参照 別紙「松本委員意見」参照 

山本 恋姫 北花田のイオンモールでは、奥本町太鼓会

30 周年イベントをしていました。ビバモー

ル・ららぽーとでも地域の記念行事を開催し

て欲しいです。大型商業施設が増えると交通

量も多くなり渋滞が予想されますので、公共

交通機関の増便して欲しいです。 

ビバモールでセコイヤカ―の展示を行い地

域の方々と交流を深めることが出来ました。

また、ビバモール・ホームセンタームサシでの

販売会を予定していましたが、コロナの影響

があり延期になっています。 

 ららぽーとへの出店も決まっているので、

地域に密着した店づくりを心がけていきたい

です。堺市に関連した商品づくりを考えてい

ます。 

 


