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・早く着くことができるから（ｎ＝66） 

・運賃が安いから（ｎ＝40） 

・阪堺線沿線の施設へ訪問するため（ｎ＝35） 

・路面電車に乗りたかったから（ｎ＝16） 

・天王寺駅での乗換えのため（ｎ＝7） 

・ゆっくり目的地へ行きたいから（ｎ＝1） 

＜阪堺線を選んだ主な理由＞ 

・平成24年10月14日（日）8：00～12：00 ※ＯＤ調査実施日 

・阪堺線利用者（綾ノ町、宿院、東湊、浜寺駅前） 

・調査方法 上り及び下りホームで乗降客に聞き取りを行う 

■阪堺線利用者への補足調査の概要 

・短距離移動での利用もある（ｎ＝48） 

・阪堺線沿線の施設へ訪問するために利用（ｎ＝35） 

・浜寺駅前は浜寺公園への目的での利用がある（ｎ＝17） 

・東湊へは買い物目的での利用がある（ｎ＝9） 

・天王寺駅での乗換えをするために利用（ｎ＝7） 

＜阪堺線利用の特徴＞ 

・回答数  146 
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＜綾ノ町下り停留場 ／ 浜寺駅前方面＞ 

乗降 利用目的 降車後に行く施設 乗車駅 降車駅 滞在時間 利用頻度 阪堺線を選んだ理由 お住まい 年代

通勤 会社 綾ノ町 南霞町 週5回以上 ゆっくり行きたいので 堺市堺区 20～49歳

通勤 会社 綾ノ町 天王寺駅前 週5回以上 南海線だと２回乗換えないと行けないから 堺市堺区 20～49歳

通勤 会社 綾ノ町 天王寺駅前 週5回以上 駅が自宅から近い、子供が利用している 堺市堺区 20～49歳

通勤 会社 綾ノ町 天王寺駅前 週2～4回
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから

堺市堺区 50～65歳未満

レジャー JR乗換で大阪へ 綾ノ町 天王寺駅前 週2～4回 自宅から近い 堺市堺区 20～49歳

レジャー 京都 綾ノ町 天王寺駅前 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

レジャー 近鉄今川駅 綾ノ町 天王寺駅前 週2～4回 家から近いから 堺市堺区 50～65歳未満

買い物 ミオ 綾ノ町 天王寺駅前 週2～4回 運賃が安いから 堺市堺区 20～49歳

その他 JR乗換で平野へ 綾ノ町 天王寺駅前 週1回以下 他の交通手段がないから 堺市堺区 20～49歳

その他 地下鉄乗換で稽古 綾ノ町 天王寺駅前 週2～4回 家から近いから 堺市堺区 20～49歳

その他 法事で京都へ 綾ノ町 我孫子道 週1回以下
運賃が安いから
他の交通手段がないから

堺市堺区 65歳以上

乗車

＜綾ノ町上り停留場 ／ 天王寺・恵美須町方面＞ 

乗降 利用目的 降車後に行く施設 乗車駅 降車駅 滞在時間 利用頻度 阪堺線を選んだ理由 お住まい 年代

通勤 会社 我孫子道 綾ノ町 11 週2～4回 最寄駅なので 大阪市住吉区 20～49歳

通勤 会社 我孫子道 綾ノ町 週2～4回
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから

大阪市住吉区 50～65歳未満

通勤 会社 今船 綾ノ町 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市西成区 50～65歳未満

通勤 自宅 帝塚山４丁目 綾ノ町 週2～4回 通勤に便利 堺市堺区 20～49歳

通勤 自宅 細井川 綾ノ町 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

レジャー お寺巡り 帝塚山４丁目 綾ノ町 3 週2～4回 近いので 大阪市住吉区 50～65歳未満

レジャー お寺巡り 阿倍野 綾ノ町 2 週5回以上 便利だから 大阪市住吉区 50～65歳未満

レジャー 我孫子道 綾ノ町 週5回以上
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから

大阪市住吉区 50～65歳未満

買い物 商店 我孫子道 綾ノ町 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 大阪市住吉区 50～65歳未満

その他 駅周辺遊び 北畠 綾ノ町 4 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市阿倍野区 中学生～19歳

その他 実家 住吉 綾ノ町 週2～4回 便利だから 大阪市住之江区 20～49歳

その他 お寺墓参り 天王寺駅前 綾ノ町 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 八尾市 65歳以上

乗車 その他 友人宅 綾ノ町 東湊 2 週2～4回 一番便利 堺市堺区 50～65歳未満

降車
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＜宿院上り停留場 ／ 天王寺・恵美須町方面＞ 

乗降 利用目的 降車後に行く施設 乗車駅 降車駅 滞在時間 利用頻度 阪堺線を選んだ理由 お住まい 年代

通勤 会社 宿院 松虫 10 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

ビジネス 宿院 天王寺駅前 週1回以下
目的地に最も早く着くことができる
他の交通手段がないから

大阪市 20～49歳

レジャー 通天閣 宿院 恵美須町 2 週1回以下 路面電車に乗りたかったから 赤穂市 20～49歳

レジャー 住吉公園 宿院 住吉公園 5 初めて利用 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

レジャー 美術館 宿院 天王寺駅前 4 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

レジャー 散策 宿院 天王寺駅前 5 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市住吉区 50～65歳未満

レジャー 天王寺再開発 宿院 天王寺駅前 初めて利用 路面電車に乗りたかったから 豊中市 20～49歳

レジャー 散策 宿院 天王寺駅前 4 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

買い物 宿院 天王寺駅前 6 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

買い物 宿院 天王寺駅前 2 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

買い物 宿院 天王寺駅前 5 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

買い物 高島屋 宿院 恵美須町 週1回以下 路面電車に乗りたかったから 堺市堺区 50～65歳未満

その他 実家 宿院 天王寺駅前 週1回以下 運賃が安いから 堺市堺区 65歳以上

通勤 東湊 宿院 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

通勤 会社 東湊 宿院 10 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

通勤 会社 東湊 宿院 7 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

買い物 散策 浜寺駅前 宿院 5 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市西区 50～65歳未満

レジャー 浜寺駅前 宿院 初めて利用 路面電車に乗りたかったから 岸和田市 50～65歳未満

その他 石津 宿院 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市西区 20～49歳

その他 教会 船尾 宿院 7 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

乗車

降車
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乗降 利用目的 降車後に行く施設 乗車駅 降車駅 滞在時間 利用頻度 阪堺線を選んだ理由 お住まい 年代

通勤 会社 天王寺駅前 宿院 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 大阪市平野区 20～49歳

通勤 お店 天神ノ森 宿院 8 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市西成区 20～49歳

通勤 店 住吉 宿院 7 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 大阪市住吉区 未回答

通学 天王寺駅前 宿院 週1回以下
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから 大阪市中央区 中学生～19歳

ビジネス 恵美須町 宿院 4 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市北区 20～49歳

レジャー 大浜スポーツセンター 松虫 宿院 6 週1回以下 運賃が安いから 大阪市阿倍野区 20～49歳

レジャー 与謝野晶子生家等 天王寺駅前 宿院 6 週1回以下
運賃が安いから
路面電車に乗りたかったから 西宮市 20～49歳

レジャー お寺巡り等 阿倍野 宿院 5 週1回以下

目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから
路面電車に乗りたかったから

松原市 50～65歳未満

買い物 特に決めてない 今池 宿院 4 週1回以下
運賃が安いから
路面電車に乗りたかったから 大阪市西成区 20～49歳

その他 知人宅 天王寺駅前 宿院 週1回以下 運賃が安いから 八尾市 20～49歳

その他 用事 天王寺駅前 宿院 4 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 東大阪市 50～65歳未満

その他 私用 天王寺駅前 宿院 週1回以下
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから 尼崎市 65歳以上

その他 知人宅 天王寺駅前 宿院 8 初めて利用
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから 京都市東山区 20～49歳

その他 阿倍野 宿院 2 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市阿倍野区 65歳以上

通勤 会社 宿院 寺地町 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

レジャー 浜寺公園 宿院 浜寺駅前 週1回以下
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから 堺市堺区 20～49歳

買い物 宿院 東湊 5 週2～4回 運賃が安いから 堺市堺区 65歳以上

その他 実家 宿院 船尾 8 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市西区 20～49歳

その他 私用 宿院 船尾 6 週2～4回 他の交通手段がないから 堺市東区 未回答

その他 教会 宿院 船尾 5 週2～4回
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから 堺市堺区 50～65歳未満

その他 叔父宅 宿院 浜寺駅前 週1回以下
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから 堺市中区 50～65歳未満

その他 私用 宿院 浜寺駅前 5 週1回以下
目的地に最も早く着くことができる
他の交通手段がないから 堺市堺区 65歳以上

その他 宿院 浜寺駅前 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

乗車

降車

＜宿院下り停留場 ／ 浜寺駅前方面＞ 
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＜東湊上り停留場 ／ 天王寺・恵美須町方面＞ 
乗降 利用目的 降りた後に行く施設 乗車駅 降車駅 滞在時間 利用頻度 阪堺線を選んだ理由 お住まい 年代

通勤 住吉公園 東湊 住吉鳥居前 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

通学 夕陽ケ丘学園 東湊 天王寺駅前 週2～4回 運賃が安いから 堺市堺区 中学生～19歳

レジャー JR環状線 東湊 天王寺駅前 週1回以下 路面電車に乗りたかったから 堺市堺区 65歳以上

レジャー 夕陽ケ丘学園 東湊 天王寺駅前 週1回以下 運賃が安いから 堺市堺区 20～49歳

レジャー 万代 東湊 恵美須町 週2～4回 運賃が安いから 堺市西区 50～65歳未満

買い物 キューズモール 東湊 天王寺駅前 週1回以下

目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから
他の交通手段がないから
時間が正確だから

堺市堺区 50～65歳未満

買い物 キューズモール 東湊 天王寺駅前 週2～4回 運賃が安いから 堺市堺区 50～65歳未満

買い物 家 東湊 住吉 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市住吉区 20～49歳

買い物 決めてない 東湊 恵美須町 1 週2～4回 運賃が安いから 大阪市住吉区 65歳以上

その他 上本町のうばく堂 東湊 天王寺駅前 5 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

降車 買い物 シューズショップ 石津 東湊 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 堺市西区 50～65歳未満

乗車

乗降 利用目的 降りた後に行く施設 乗車駅 降車駅 滞在時間 利用頻度 阪堺線を選んだ理由 お住まい 年代

通勤 えびすや 我孫子道 東湊 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 大阪市住之江区 65歳以上

通勤 通勤 天王寺駅前 東湊 8 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 羽曳野市 20～49歳

通勤 平野・出戸 阿倍野 東湊 週1回以下 他の交通手段がないから 大阪市平野区 50～65歳未満

通勤 自宅 天王寺駅前 東湊 週2～4回 運賃が安いから 堺市西区 50～65歳未満

通勤 会社 天王寺駅前 東湊 週5回以上 他の交通手段がないから 羽曳野市 50～65歳未満

通勤 大小路 東湊 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 和泉市 65歳以上

ビジネス お店 綾ノ町 東湊 3 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

レジャー あそび場 天王寺駅前 東湊 5 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市北区 20～49歳

レジャー 帰宅 細井川 東湊 週2～4回
目的地に最も早く着くことができる
運賃が安いから
他の交通手段がないから

堺市堺区 50～65歳未満

レジャー 妙国寺前 東湊 5 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

買い物 買い物 住吉 東湊 1 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 大阪市住吉区 20～49歳

買い物 宿院 東湊 1 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

買い物 買い物 寺地町 東湊 4 週1回以下 住んでる 堺市堺区 65歳以上

買い物 近所 御陵前 東湊 6 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

買い物 墓参り 東天下茶屋 東湊 6 週2～4回 運賃が安いから 大阪市阿倍野区 65歳以上

買い物 家 天王寺駅前 東湊 週1回以下 運賃が安いから 堺市堺区 50～65歳未満

買い物 宝くじ 安立町 東湊 10 週1回以下
目的地に最も早く着くことができる
他の交通手段がないから

大阪市住吉区 50～65歳未満

買い物 実家 高須神社 東湊 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

買い物 家に帰る 未回答 東湊 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

その他 友人の家 天王寺駅前 東湊 1 初めて利用 目的地に最も早く着くことができる 門真市 65歳以上

その他 墓参り 天王寺駅前 東湊 1 週1回以下 昔住んでいた 川西市 50～65歳未満

その他 実家 細井川 東湊 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市住吉区 20～49歳

乗車 レジャー 浜寺公園 東湊 浜寺駅前 週1回以下 路面電車に乗りたかったから 堺市西区 50～65歳未満

降車

＜東湊下り停留場 ／ 浜寺駅前方面＞ 
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＜浜寺駅前停留場＞ 

乗降 利用目的 降りた後に行く施設 乗車駅 降車駅 滞在時間 利用頻度 阪堺線を選んだ理由 お住まい 年代

通勤 浜寺駅前 東湊 週2～4回 考えたことない 堺市 50～65歳未満

通勤 浜寺駅前 東湊 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市 20～49歳

レジャー お寺のイベント 浜寺駅前 東天下茶屋 週1回以下 運賃が安いから 高石市 20～49歳

レジャー 動物園 浜寺駅前 天王寺駅前 週1回以下 運賃が安いから 泉大津市 20～49歳

レジャー 買い物 浜寺駅前 阿倍野 週1回以下 運賃が安いから 泉大津市 65歳以上

レジャー レストラン 浜寺駅前 花田口 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

レジャー 阿倍王子神社 浜寺駅前 東天下茶屋 初めて利用 目的地に最も早く着くことができる 堺市西区 20～49歳

レジャー 浜寺公園 浜寺駅前 御陵前 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

レジャー 経王寺 浜寺駅前 神明町 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 高石市 20～49歳

買い物 阿倍野寺 浜寺駅前 東天下茶屋 週1回以下 路面電車に乗りたかったから 高石市 20～49歳

買い物 阿倍野周辺 浜寺駅前 阿倍野 週1回以下 運賃が安いから 泉大津市 65歳以上

買い物 日本橋 浜寺駅前 阿倍野 週1回以下 運賃が安いから 高石市 20～49歳

通勤 浜寺公園 我孫子道 浜寺駅前 週2～4回 高石市 20～49歳

通勤 会社 天王寺駅前 浜寺駅前 週5回以上 運賃が安いから 大阪市阿倍野区 50～65歳未満

ビジネス 大小路 浜寺駅前 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

レジャー 浜寺公園 住吉鳥居前 浜寺駅前 週1回以下 運賃が安いから 大阪市住吉区 65歳以上

レジャー 浜寺公園 我孫子道 浜寺駅前 週2～4回 その他 大阪市住吉区 65歳以上

レジャー 浜寺公園 天王寺駅前 浜寺駅前 初めて利用 大阪市中央区 50～65歳未満

レジャー 浜寺公園 天王寺駅前 浜寺駅前 週1回以下 路面電車に乗りたかったから 大阪市平野区 20～49歳

レジャー 浜寺公園 東湊 浜寺駅前 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

レジャー 浜寺公園 住吉鳥居前 浜寺駅前 3 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 大阪市住之江区 20～49歳

レジャー 浜寺公園 天王寺駅前 浜寺駅前 初めて利用 運賃が安いから 大阪市生野区 20～49歳

レジャー 浜寺公園 東湊 浜寺駅前 週2～4回 路面電車に乗りたかったから 堺市堺区 50～65歳未満

レジャー 浜寺公園 南霞町 浜寺駅前 4 初めて利用 路面電車に乗りたかったから 大阪市都島区 20～49歳

レジャー 浜寺公園 恵美須町 浜寺駅前 初めて利用 運賃が安いから 茨木市 20～49歳

レジャー 浜寺公園 天王寺駅前 浜寺駅前 2 初めて利用 運賃が安いから 八尾市 20～49歳

レジャー 浜寺公園 妙国寺前 浜寺駅前 週1回以下 運賃が安いから 堺市堺区 20～49歳

レジャー 浜寺公園運動会 寺地町 浜寺駅前 9 週1回以下 運賃が安いから 堺市堺区 65歳以上

レジャー 貝塚 恵美須町 浜寺駅前 週1回以下 運賃が安いから 東京都豊島区 20～49歳

レジャー 天王寺駅前 浜寺駅前 5 初めて利用 運賃が安いから 大阪市阿倍野区 20～49歳

レジャー 路面電車に乗りに 御陵前 浜寺駅前 週1回以下 その他 20～49歳

レジャー 路面電車に乗りに 宿院 浜寺駅前 週1回以下 堺市堺区 20～49歳

レジャー 天王寺駅前 浜寺駅前 4 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市阿倍野区 20～49歳

レジャー 試合 寺地町 浜寺駅前 週1回以下 路面電車に乗りたかったから 堺市堺区 20～49歳

レジャー 踊りの会 聖天坂 浜寺駅前 週1回以下 路面電車に乗りたかったから 大阪市阿倍野区 20～49歳

レジャー 親戚 花田口 浜寺駅前 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 和泉市 50～65歳未満

買い物 浜寺公園 寺地町 浜寺駅前 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 高石市 20～49歳

買い物 りんくう 東湊 浜寺駅前 週5回以上 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 20～49歳

その他 石津 浜寺駅前 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 中学生～19歳

その他 天王寺駅前 浜寺駅前 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 大阪市平野区 65歳以上

その他 教会 神明町 浜寺駅前 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 50～65歳未満

その他 自宅 宿院 浜寺駅前 週1回以下 総合的に便利 未回答 65歳以上

その他 浜寺公園 石津 浜寺駅前 週1回以下 目的地に最も早く着くことができる 堺市西区 20～49歳

その他 寺地町 浜寺駅前 週2～4回 目的地に最も早く着くことができる 堺市堺区 65歳以上

乗車

降車


