
開催趣旨等



ワークショップの目的

 現在、今後の堺の公共交通のあり方を示す「総合都市交通
計画」を検討中

検討の一環として、ワークショップを開催

ワークショップで皆さんのご意見・アイデアをいただ
き、公共交通の計画検討に活用

堺の公共交通

＜ワークショップのテーマ＞



ワークショップの役割

 「総合都市交通計画」は、

・公共交通検討会議（市民、学識、事業者などで検討）
・庁内検討委員会（市役所関係部署で検討）

などの議論を経て策定

 ワークショップの意見や取りまとめた内容は、上記会議
に報告するなど、計画の検討に活用

議論の内容は、随時、市ホームページに掲載するなど
公開し、広く市民の皆さんに考えていただくことに役立て
たい



ワークショップのすすめ方

計５回程度、連続して開催

第1回
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

・開催趣旨
・自己紹介
・想いを語る

計画検討
に活用

【ワークショップの流れ】

第2～4回
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

・課題を確認する
・ｱｲﾃﾞｱを出し合う
・実現化を考える

第5回
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

・とりまとめ



これまでのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの
ふりかえり



利用促進関連（概要）

利用促進に係る日頃の想い 公共交通を利用する・しない理由

○公共交通の利用を促進すべき
・ 高齢になって大丈夫な公共交通政策が必
要／環境のためにも／コミュニケーション
が図られる

・ マイカーは極力排除しないといけない（もの
ぐさ利用は無くすべき）

○乗客のマナー・エチケットが悪い
・ ケータイ・へたりこみ、騒ぐ、ヘッドフォン・・
・／子供を連れていると嫌がられる

○対策に向けて
・ 利用を阻害する要因をなくすことが必要
・ 雨の時に安易に車を使っているのではな
いか？天候の視点も考慮することが必要

・ みんなが使うような工夫を

○そもそも使えない
・ 直接いけるバスルートが無く、乗り換え
ないといけない

・ 公共交通が走っていない（近くにバス
が通ってない）

○公共交通を使う理由
・ 時間が短くてすむ
・ 料金が安い
・ 電車は時間に正確

○なぜ車を使うか？
・ ドアツードアのサービス
・ 早い（急ぎのとき）
・ 融通がきく など



利用促進関連（概要）

公共交通を利用してもらうためには
公共交通を利用してもらうためには具体的な対
応策案

【教育】
・ 公共交通の大切さ、マナー
・ 自ら公共交通を利用する など

・公共交通を利用する機会をつくる（便利、不便
ツアー、小学校で公共交通に乗せる・体験

【便利にする】
・ 使いやすい、使おうと思えば使える
環境を整える（事業者の頑張り）

・高齢者が乗りやすくする（バリアフリー化など）
・料金を安くする（昼間の時間に安くするなど）
・スルッとKANSAIを阪堺電車でも使えるように
・乗合タクシー（複数人でタクシーに乗る）

【“乗ったほうが楽しい”という
工夫】

・ 公共交通を利用することが、楽しい、
おもしろいと感じられるようにする

・ヨシモトの集客施設をもってくる（楽しい施設）

・ネコの駅長など

【PR・周知】
・ 便利なことお得なことをPRする（知ら
ないから利用しない）

・商工会を通じて企業などに伝える

・自治会などを通じてPRする

・わかりやすいDVDを作ってPRする

・インターネットやブログで便利さを発信する

【抜本的な解決策】
・ 自動車を使いにくくする

・（車の運転に関連する）税を高くする

・都心部に車を乗り入れさせない



ネットワーク関連（抜粋）

ネットワークに係る日頃の想い
広域的なネットワーク（主として鉄道・軌道）

問題の内容 対応策案

○ネットワーク全体について
・堺市内は循環ができない／まち、
拠点を支える交通手段の構築が必
要

○サービスが不便な地区が存
在、便利なネットワークにな
っていない

・ 鉄道との接続が考慮されていない
／乗り継ぎが不便

・ 便数の尐ない路線が存在／遠回り
を強いられる

・ ふれあいバスは双方向に運行して
いない

○公共交通の主要な軸の不足
・ 東西方向等軸の弱いところがある

○広域ネットワーク
・ 関空～堺東や堺～阪堺線をつなぐ
ネットワークを考えるべき

・直通でいけない区間が
ある（遠回り）

・路線の見直し、直通
バス、快速便の導入
など

・駅へのアクセスが悪い
拠点的な駅間などを
結ぶ軸が弱い

・市外との連携が弱い

・新しい交通機関の
導入（LRT、ﾓﾉﾚｰﾙな
ど）

・既存の交通網の延
伸

・交通機関間の相互
乗り入れ

・環状軸の形成

・中心部に自動車交通
が集中

・トランジットモールの
導入



ネットワーク関連（抜粋）
区内などのネットワーク（主としてバス）

問題の内容 対応策案

○役所や施設との連携がない
・各区役所・施設間での急行バスの運
行

○放射方向は充実しているが、環状の
バスネットワークが弱い

・環状バスの導入

○バス路線が駅を中心に広がっている
ので駅を跨ぐ路線がない、鉄道で路線
（バス）が分断されている

・バスターミナル相互間の接近、でき
れば統合

○連絡ができない地区間がある
・現在の路線（バス）を見直す（地域に
合ったネットワーク）

○堺～堺東間はシャトルバスでは能力
不足かつ不便

・乗り継ぎを考慮し、両線のホームより
直接乗り継げるようなスカイレールな
どの導入

○観光地巡りが不便（駅からのバスの
直通便が無いなど）

・観光地巡りのバス路線の導入



利便性向上関連（抜粋）

利便性向上に係る日頃の想い

○本数やルートが不足、便利なルートになっていない
・都心以外のバスの本数が尐ない／増便してほしいと言いづらい、さらに減るこ
とが不安
・ふれあいバスのルートが限定／毎日運行されていない
・遠回りになってしまう／乗り換えが不便、時間のロス
・最終バスの時刻が早い／夜遅くなると本数が尐なくなる

○運賃が高い
・都心以外で特に高い／南海と阪堺電車が同じ会社だった時より料金が多くか
かる
・乗り継ぎの際に運賃が高くなる

○高齢者や障害者に優しくない
・ エレベーターがない／障害者の割引制度（会社によってバラバラ）

○その他使いにくさ
・ふれあいバスと路線バスのバス停が違う場所でわかりにくい所がある



利便性向上関連（抜粋）
何が どのように使いにくい・どうする

本数・ダイヤ

・本数が尐なく、昼間は1時間に２本しか運行していない

・バスの本数が尐ない、最終バスが早い
⇒バスの増便、最終バスの時間を遅くする

路線・経路

・利用したい方向に走行しておらず、買い物や公共施設に行きにく
い（ふれあいバス）
⇒双方向に走らせる（3回に2回は双方向にする等）

・区を越えて移動できない
⇒２区程度をまたぎ、便利な鉄道駅とも結ぶ路線の設定

・バスが幹線道路しか走っておらず、バス停から病院等まで遠い
・きめ細かな路線の設定

乗り継ぎ

・バス路線が無く、乗り継ぎが不便

⇒鉄道とバス、バスと阪堺電車、自転車

・街の拠点を結ぶ移動手段がない、つながりがない
⇒パークアンドライド用の大駐車場を作る
⇒電車、バス、路面電車どうしのつながりをもたせるため、初乗り
運賃を安くする



本日のワークショップ
の進め方



1.開会・・・・・・・・・・・（5分 13：30～13：35）

2.ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ等・・・・（15分 13：35～1４：00）

3.テーブル討議・・・・（110分 14：00～15：50）

＜休憩含む＞

4.発表・・・・・・・・・・・・（30分 15：50～16：20）

5.閉会・・・・・・・・・・・・（10分 16：20～16：30）

本日の予定



各班で行う内容
利用促進班

基本テーマ：自動車から公共交通への転換、交通に関する
意識改革など

本日の議題：実際に市民が公共交通を使用してもらうため
に、具体的にどのような動きをしたらいいかを考える

⇒誰が何をやっていくか、役割分担を明確に
⇒特に重点的に取り組むべきこと、効果が高いと思われるものは？



ネットワーク班

基本テーマ：拠点間ネットワークの形成、都心交通網の
充実など

本日の議題：堺市内のネットワークの望まれる姿として、
全体像をとりまとめる

⇒堺市全体の中で強化すべきと考える区間と理由は？
⇒特に重要な区間は？



利 便 性 向 上 班

基本テーマ：公共交通の乗り継ぎ利便性の向上、
情報案内の強化など

本日の議題：利便性向上の施策をとりまとめ（バス、鉄道、
乗り継ぎといった視点で、 ）

⇒これまでの意見（どのように使いにくい、対応方策等）、新たな視
点を含めて、全体を整理

⇒重要な施策は？（みなさんの強いニーズは？）



ワークショップに
あたっての心構え



• 公共交通の望ましいあるべき姿。
みなさんの目標に！

• たくさんの意見・アイデアが大事です。
自分の想いをお話ください。

• 意見を聞くにあたっては、いろいろな立
場の人がいることを認め合い、最初から
意見を批判せず、他の人の思いに耳を
傾けるようにしてください。

ワークショップにあたっての心構え



• みなさんからたくさんの意見を出してもら
いやすくするため、意見を出すにあたっ
ては、簡潔にお願いします。

• 会議ではいろいろな意見が出ると思いま
すが、最後はまとめるという意識を大切
にしてください。

ワークショップにあたっての心構え



次回の（最終回）開催内容（案）

開催内容（案）

残っている検討テーマについての議論

ワークショップ案のまとめ

発表会・質疑応答

開催日
平成23年5月29日（日）
10：00～13：00


