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はじめに

日本の都市はもともと、TOD（Transit Oriented Development）と呼ばれる、公共交通
を中心としたまちづくりが行われてきた。公共交通（鉄道）をはじめに整備し、その周辺

に人が住むので、住民は歩いて公共交通にアクセスすることができ、交通結節点では人の

行き来が盛んなので商業も栄えた。

しかし、クルマの普及によって、その構造が壊れてきている。

クルマは、自宅から目的地までを直に移動することができるため、公共交通機関にアク

セスしやすい場所に暮らす必要がなくなった。そのため、人々は比較的地価の安い郊外の

ニュータウンに住むようになった。しかしこうしたニュータウンは、クルマで移動するこ

とを前提につくられている場合も多く、クルマを利用できない人にとっては不便であり、

暮らしやすさの点で不公平が生じている。

しかし、クルマを利用できる人にとっても、クルマは常に便利な乗り物であるというわ

けではない。近年では全国的に、高齢に伴う身体の衰えや認知症に伴う、高齢者ドライバ

ー交通事故が増加している。日本国民の運転免許保有率を考えれば、これらの事故は今後

もさらに増加すると考えられる。

『平成 16 年版地域交通年鑑』（（財）運輸政策研究機構）によると、1975 年を基準に
して 2003 年度までに乗用車比率が三倍以上になっている。とりわけ、1985 年度から
2001年度までに急激に増加している。そうして、現在では国民（世帯）皆自動車時代とな
った。この現象はここ 30年で急激に成し遂げられたことである。
『自動車の社会的費用』（宇沢弘文 1974 岩波新書）の中では、岡並木と宇沢弘文に

よって既に 70 年代に、「公共交通の利便性向上によるまちづくりが持続的である」こと

や、「自家用車は反社会的で、他人・地球に多様な意味での負荷をかけている」と指摘さ

れている。宇沢は、自動車そのものは反社会的である、という仮説の元に、自動車がかけ

る二重の負担を示す。自動車が反社会的であるとする根拠は以下の５つである。

①道路上では、強調ではなく競合が旨となる。

②同乗者同士としか話さない、社交がない。

③物理的優位性故に一方的に歩行者、自転車を排除する。

④エネルギー効率が悪く、二酸化炭素・窒素酸化物の排出源である。

⑤年間 1万人の交通事故を引き起こす。
自動車は現代機械文明の輝ける象徴であるが、公害の発生や事故の危険性の他に、人間

の社会性へも害を加えるということである。

また、『平成 14 年京阪神都市圏パーソントリップ調査報告書』によると、兵庫県西宮
市では、市民の 46％は休日の足としてクルマを使用しており、住民の暮らしの中でクルマ
が重要な役割を占めていることがわかる。しかし、65 歳以上の高齢者は年々増加の一途を
たどっており、平成 18 年度 10 月の時点でその約 33％が運転免許を保有している。既に
高齢である住民が、10 年、20 年後に 70 代 80 代になってもなおクルマを運転しなければ
暮らせない事態になることを考えると、このままクルマでの移動を前提とした社会であり

続けることは、地域住民や地域社会にとって大きなマイナスとなると考えられる。
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本論文で私たちは、将来大きな問題を生む可能性のあるクルマを前提とした都市のあり

方に疑問を投げかけるとともに、日本では古くから発達している TOD（Transit-Oriented 
Development）型まちづくりを活かしてクルマに頼りすぎないまちづくりをするための提
言を行いたい。また、この提言と西宮市における提案が、同様の問題を抱える各地の都市

への応用が可能であると信じている。
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第 1章 兵庫県西宮市の問題
～交通結節点にクルマがやってくる～

兵庫県西宮市は、鉄道やバスが充実し、交通に関して便利な印象が強い。それにもかか

わらず、市内の交通結節点である阪急西宮北口駅の駅前に、大型ショッピングモール（以

下ショッピングモール）が建設される際、3000台分の駐車場を併設する計画である。なぜ
このショッピングモールは、交通結節点である阪急西宮北口駅にこのような大量のクルマ

が来ることを想定しているのだろうか。

第１節 兵庫県西宮市の概要
兵庫県西宮市は兵庫県の中で大阪寄りに位置する、人口 467,922 人の市である。市内中

心部には、東西に阪急電鉄や阪神電鉄、ＪＲが乗り入れ、公共交通が充実しており、南北

にも阪急今津線が走っている。阪急西宮北口駅は、大阪・神戸各地域からの東西の線と、

宝塚と今津を結ぶ南北の線の結節する駅である。市内には阪急や阪神のバス路線が通り、

住宅地と駅とをつないでいる。

西宮市の郊外の住宅地では、多くの人が自動車を保有している。高齢化が進んでおり、

西宮市の全人口に占める高齢者の割合は約 17.1%（全人口 467,922 人中、65 歳以上人口
80,204人）である。

第２節 交通結節点と 3000台の駐車場
2008年に阪急西宮北口駅前に大型ショッピングモールができる。このショッピングモー

ルには、3000台ものクルマを収容可能な駐車場を併設される計画である。
西宮北口駅前にショッピングモールができることで懸念されるのは、交通渋滞の悪化で

ある。西宮北口駅周辺は電車の往来が多いことに加えて線路が高架ではないため、現在、

既に踏み切りでは渋滞が慢性化している。その上に、大型ショッピングモールが想定して

いるように、大量のクルマが西宮北口駅周辺に押し寄せれば、さらなる渋滞の悪化が懸念

される。

そもそも西宮北口駅は、鉄道・バスの交通結節点であり、本来なら人々は電車やバスを

利用して集まることが多いため、このようにクルマが集中することは不自然なことである

。ではなぜ、このショッピングモールはこのように大量のクルマを収容することを考えて

いるのだろうか。



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th�1７th Dec.2006

6

第３節 現地調査
西宮市にもバス路線は存在し、住宅地と鉄道駅とを結んでいる。それにもかかわらずシ

ョッピングモールが大量のクルマを収容できる駐車場を用意するということは、客の多く

が公共交通を使わずに、クルマで来店することを想定していると考えられる。

そこで私たちは、西宮市の公共交通の実態を調査するため、自転車で移動する班と、公

共交通（主にバス）を利用して移動する班とに分かれ、実際に西宮市内の各地区間を移動

し、交通の視点から地区の特徴と公共交通の利便性に関する観察を試みた。その結果得ら

れた各地域の特徴を、以下の表に示す。（地図参照）

人口

(高齢者人口)
高齢者の割合

最寄の駅

・

駅までの距離
バスの経路 地区の特徴

浜甲子園

1丁目
（戸建）

1218
(253)

20.7％

浜甲子園

[枝川町]
(マンショ
ン)

5279
(774)

33.6％

阪神

甲子園

・

1km～
1.5km

＜阪神バス＞

団地や戸建の地域を一周して

、阪神甲子園駅とＪＲ甲子園

口駅に向かう。

鉄道を利用する際にも、 阪

神電車から阪急電車に今津駅

で一度乗換えをする必要があ

る。

現時点では阪急西宮北口駅に

直行する公共交通機関はな

い。

自転車道は無いが、道が広く平地であ

るので、比較的自転車には乗りやすい

地域と言える。

近くに「ららぽーと」というショッピ

ングセンターがある。

甲子園

四番町

(戸建)

1651
(221)
13.3%

ＪＲ

甲子園口

・

500m～700m
。

＜阪神バス＞

ＪＲ甲子園口駅に向かう。

路上駐車が多い。

歩道に乗り上げて止めているので、自

転車・徒歩の者にとって通行しにくい

。

JR 甲子園口駅前は客待ちタクシーのた
めに、バスがロータリーに入りにくい

状態が生じている。
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樋之口

2丁目
（戸建）

(戸建地域)
元は畑であったところを埋め立てて住

宅地にした地域。

農道が道路になっているので、狭く、

曲がりくねっている。

樋之口

2丁目
(マンショ
ン)

2479
（516）
20.8%

阪急

門戸厄神

・

500m~
1km

＜阪急バス＞

JR 甲子園口駅を経由し、同じ
道を戻って樋之口地区を回り

、阪急西宮北口駅に向かう。

(全体)
自転車が重要な交通手段になっている

が、自転車道路の整備はなされていな

い。

歩行者と自転車、自動車が道路上で住

み分けされていない状況。

その為、どの通行者にとっても危険で

通りにくい道になってしまっている。

城山・大

社（マン

ション）

[城山]
963

(130)
13.5%

[大社]
2378
(374)
15.7%

阪急

苦楽園口

・

500m～
1km

＜阪神バス＞

阪神西宮に向かう。

阪急苦楽園口からのバス、阪

急西宮北口駅に向かうバスは

無い。

高台で、阪急苦楽園口からは坂道が多

く、徒歩での移動は厳しい。

自転車の利用が不便である。

マリーナ

シティ

(市営住宅)

7716
（1161）

15.0%

阪神

西宮

・

2km～
2.5km

＜阪神バス＞

マリーナシティを一周して阪

神西宮駅まで行く。

西宮大橋を渡った埋め立て地区であり

、鉄道は通っていない。

愛宕山

(マンショ
ン)

愛宕山

(戸建)

2296
（476）
20.7%

阪急

門戸厄神

・

500m～
1km

＜阪急バス＞

ＪＲ西宮を経由し阪急西宮北

口へ向かう。

本数が非常に少ない。

坂道がきつく、自転車や徒歩での移動

が困難。

道が狭くバスも通りにくい。

自動車を使用する人々にとっても、西

宮北口駅に行くためには渋滞する踏切

を通らなくてはならないことが負担に

なっている。

苦楽園

(戸建)
4107
（476）
20.0%

阪急

苦楽園口

・

700m～
1km

＜阪急バス＞

阪急苦楽園口に向かう。

一時間に 1 本～4 本（平日朝
7時台のみ）と少ない。

高齢化がとりわけ深刻である。

自動車、またはタクシー（小型タクシ

ー）が移動の手段になっている
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調査の結果、バスは駅まで大回りの路線を通ったり、一時間あたりのバスの本数が少な

かったりと、実際には使いづらいことがわかった。

自転車に関しては、どの場合もバスより早く目的地に到達することができたが、道が狭

いため危険な場所や、坂がきつく移動の困難な場所があった。クルマなしでこれらの地域

に暮らすことは、不便である。

私たちは、実際に交通に不便を感じていると考えられる地区の住民に対して、アンケー

トを実施した。
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第 2章 住民へのアンケート調査

第 1 章で述べた現地調査で、私たちは西宮市内の公共交通は使いづらいと感じた。では
、実際にその地域に暮らしている住民は公共交通に関してどのように思っているのだろう

か。ショッピングモールが完成した時に、客は本当に 3000 台分の駐車場が必要なほどク
ルマで来るのだろうか。もしクルマで来るのだとすれば、ショッピングセンターへのバス

を走らせた場合、住民はクルマでなくバスを選択するのだろうか。またどのようなバスな

ら乗るのだろうか。これらのことを調べるために、住民に対してアンケート調査を行った

。

第１節 アンケートについて

・アンケート方法

対象地：クルマ利用が予想される鉄道駅から離れた 10地区（現地調査対象地区参照）
配布物：アンケート用紙・80円切手を貼った返信用封筒
配布数：各地区 50部ずつ
回収期間：8月 6日配布、8月 20日までに郵送にて回収

・アンケート用紙

参考資料参照

・集計結果

回収率は全体で約 40%で、地域ごとの回収率に差があり、数字としては参考程度である。
本論文の研究では、このアンケートは大まかな傾向を掴むためと、自由記入欄や個人情報

欄を通じて、住民の意思を汲み上げる目的のみに使用することとする。

第２節 アンケート分析
特に注目すべき地区とその結果について、「 」内にアンケート自由記入欄の抜粋を行

いながら分析する。

第 1項 浜甲子園

ショッピングモールについて、『大いに関心がある』と答えた人が戸建区域（浜甲子園

1 丁目）で 38％、マンション区域（枝川町）で 40％と、他の地域に比べると多くはな



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th�1７th Dec.2006

1

い。西宮北口までの現状交通は『自家用車』が戸建区域で 50％、マンション区域で 60％
と半数以上を占めている。

このことには、浜甲子園地域から阪急西宮北口駅に直行する公共交通機関が無いことが

背景にあると考えられる。アンケート調査の自由記入欄には、直行バスへの要望が散見で

きた。

「浜甲子園～西宮北口への南北線バスがあればいい。」

「西宮北口への直行の公共交通機関がなく不便である。」

また、阪神電鉄から阪急電鉄への乗り換えに関する要望も見られた。現状では、鉄道を

使用して阪急西宮北口駅に向かう場合、阪神甲子園駅から阪神今津駅で阪急電鉄に乗り換

えし、そこから阪急西宮北口に向かわなくてはならない。

「クルマではなく、電車を利用する場合、梅田に出たほうが良い。」

「阪神今津駅から、阪急西宮北口駅に乗り換え無しでいけるようにしてほしい。」

これらの意見から、住民はショッピングモールへの関心はうすいものの、阪急西宮北口

駅に直行するような公共交通への要望は高いことがわかった。

第 2項 樋之口 2丁目

10 地区中、阪急西宮北口駅に最も近く、ショッピングモールへの関心も『大いにある』
と答えた人が戸建区域で 79％、マンション区域で 73％と非常に高い。現状交通では『バ
イク・自転車』が最も多く、戸建区域で 73％、マンション区域で 45％である。しかしな
がら、現地調査でわかったように、道の上でクルマと自転車と歩行者の住み分けがされて

いないため、危険を指摘する声があった。

「自転車の通行が激しく、道路への駐輪も多いので子供たちの事故が心配である。」

戸建区域では、バスの本数が少ないことに回答者の 70％が、バスの停留所が遠いことに
61％が、大回りの路線に 43％が不満を述べている。マンション区域ではバスの行き先不備
に 50％が不満を述べた。
また、樋之口 2丁目地域は、10地区中で回答者の平均年齢が最も若かったが、特に戸建

区域では 43％が「将来が不安」であると回答しており、クルマや自転車に乗れなくなった
ときの暮らしにくさを表していると考えられる。クルマと自転車を利用している住民の中

に、次のような意見があった。

「市バスが無いので、子供が小さい間は自家用車に頼らざるを得ない。環境にもよくな

いので、なるべく自転車で移動しているが、荷物の多い時や距離のあるときは特に南北の

線でバスが充実していればと思う。」

ショッピングモールへの関心の高さから、ショッピングモールがオープンすればこの地

域から多くの人がショッピングモールに行くことが考えられる。送迎バスとして『レシー

トを見せれば無料になるのなら乗る』と答えた回答者が、戸建区域で 68％、マンション区
域で 64％に至ったところから、ショッピングモールを巻き込んだ形でのバス展開に大いに
期待のできる地域である。

第 3項 愛宕山

バスの本数が少なく、特に戸建区域において、回答者 25 人中 25 人全員が「バスの本数
が少ない」と回答している。マンション区域でも 79％がバスの本数に不満を述べており、
問題の深刻さがわかる。

「バスの本数がかなり少ない。マイクロバスのような小さなバスでも動かしてほし

い。」
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「バスの本数が少ない。現在利用者は少ないが、本数が増えれば利用者も増える。せめ

て 1時間に 1本走らせてほしい。」
「昼間のバスが不便。西宮北口には結局クルマがなくてはと思う。今の倍の本数にな

り、充実すれば無料バスは要らない。」

クルマを使用している人にとっても、渋滞する踏切を通らなくてはならないことが負担

になっている。

「神戸線の踏み切りにいつも長い間待たされる。」

「踏み切りを何とかしてほしい。」

「西宮北口とそれ以東では踏み切りの為に渋滞が起こっている。鉄道は全て高架にすべ

きだ。」

現状交通はクルマに頼るところが大きく、戸建区域で 72％、マンション区域で 63％が
クルマを使用している。ショッピングモールへの関心は「大いに関心がある」が同区域共

に 68％と高いので、オープンすればクルマで押し寄せることが予測される。

第４項 苦楽園

「子供の送迎にもクルマが必要な地域なので、バスがあれば便利である。」

アンケートに見られた意見であるが、全体的にバスへの関心はあまり高くない。タク

シーを好んで利用している人も多い。

高齢化が進み、高齢者の占める割合が 20％と高いが、ショッピングモールへの期待は大
きい。

「西宮北口のデパートに直通のバスが出来れば、生活にもハリが出来る。」

送迎バスが「有料でも乗る」と答えた回答者は 50％である。乗り合いタクシーの可能性
に期待できる地域である。

第 5項 アンケート結果と分析

10地域全体で見ると、次のような傾向があることがわかった。

質問１の〈ショッピングモールへの関心〉について、「大いに関心がある」に 53％、「
関心はある」に 32％、との回答が得られたことから、ショッピングモールの集客性が高い
ことが予想できる。

質問３の〈ショッピングモールへの交通手段〉について、「クルマで行く」に 49％の回
答が得られたことから、駅前の渋滞が悪化する可能性が高いといえる。

「ショッピングモールへクルマで行く」と答えた人のほぼ 90％が「有料バス」または「
有料だが何かしらの割引があるバス」があればそれに乗る、と答えており、このことから

住民はクルマ志向からクルマを利用しているわけではなく、バスが不便なため仕方なくク

ルマを利用している様子がうかがえ、クルマ利用者が有料バスへ移行する可能性が高いこ

とがわかった。

また、アンケート結果より、各地区の住民は既存の路線バスに一様に不便さを感じてお

り、求めているものは、ショッピングモールへの送迎バスではなく、地域の足としてのバ

ス（路線バス）であることがわかった。
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第 3章 問題の背景の考察

アンケートから、公共交通が充実しているイメージがある西宮市で、実際には本当に便

利な公共交通が展開されていないことが明らかになった。この章では、その原因に関して

考察を行い、住民にとって本当に便利だといえる公共交通を作るには、どうすればいいか

を考える。

第 1節 事業者と住民のすれ違い
アンケート調査の結果から、住民は既存のバス路線があるにもかかわらずクルマを利用

したり、バスへの不満が高い、という結果がでた。このことから、既存のバスが住民の意

見を反映していないということがいえる。ではなぜそのようなことが起きるのだろうか。

第１項 問題の背景

そのような事態の背景には、交通事業者は住民の意見を重視して路線バスを計画し、運

行してきたのではなく、自らの都合（採算性や企業間の縄張り、労働組合への配慮など）

を優先し、路線や運行時刻を決めてきたという事実がある。つまり、公共交通をつくる主

体は、交通事業者だったのである。

また、住民側についていえば、公共交通は交通事業者が「勝手に」整備するものであっ

たため、それが「自分たちのもの」という意識は薄く、住民は運行しているものにただ受

動的に乗るだけであった。住民には、自分が公共交通を利用することでその路線が支えら

れているとか、逆に、自分が利用しないことでその路線が廃止になり、結果的に公共交通

が不便なものになってしまっている、といった意識はなかった。公共交通は、住民にとっ

ては他人事のようになってしまっていたのである。

第２項 重要なのは住民の意識

現在はクルマが普及し、住民は自宅から目的地へ直行できるクルマを選択し、クルマに

乗ることができる人は公共交通機関をあまり使わなくなった。しかし、利用者数が少なく

なったといっても、公共交通を利用している個々の人たちや、クルマに乗れない人たちに

とっては、公共交通機関は必要不可欠なものである。

しかしながら、本来公共交通というものは、住民のためのものである。利用するのは住

民であり、事業者ではない。利用者の便宜を最大限に図ることが重要である。交通事業者

は住民にとって便利な交通を整備するために住民の意向を取り入れることが必要であり、

住民もまた、自分たちの生活の基盤となる、公共の足としての交通を維持・発展していく

ことに自ら協力してつくっていく、という意識を持つことが必要である。
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第３項 住民主体のバス路線維持の事例

住民が主体的にバス運行計画に参画した成功例として、兵庫県神戸市住吉台の《くるく

るバス》の事例を挙げる。神戸市住吉台は 1970 年ごろから六甲山の南側を造成し、整備
した分譲住宅地である。高台にあり、急な坂が多く、住民の利用する最寄り駅までは 4 キ
ロ以上あり、徒歩では特に高齢者などには困難な距離である。住民はクルマを利用し、家

から駅や市街地を往復していたが、高齢化に伴いクルマを離れた人々は、日々の移動手段

の確保に困難を強いられてきた。路線バスを通して欲しいという請願を市に対して行った

ものの、道が狭いことや、採算が合うかどうかわからないなどの理由から、住民の希望の

バスが走ることはなかった。

しかし長年の請願が実り、2003年度全国都市再生モデル調査事業に採択され、神戸市の
NPO によりバス利用のニーズを図る実験がなされることになった。住吉台と駅を往復す
るバスを有料(200 円)で通すという一ヶ月間の実験の結果、バスに対する住民のニーズが
確認された。その後住民みずから実験に関わった住民やＮＰＯ，シンクタンクから成る「

東灘交通市民会議」という議論の場を発足させ、国の機関や市役所、住民バス事業者など

の意見を調整する役目を果たした。同会議は警察、国土交通省、市建設局、市交通局など

関係機関と、幾度にもわたる議論を重ね、バス停決定、住民合意、バス停・運行ルート決

定など多くの困難を乗り越え、本格運行を開始するに至った。

これまでは市役所に苦情を言ったりする“評論家市民”が多かったが、「住吉台くるくる
バス」が走ってからは「自分たちの生活の基本である交通は自分たちでつくる」という意

識変革が起こった。住民は団地内の各自治体単位で構成する「くるくるバスを守る会」を

つくり、路線延長や夜間の乗り合いタクシーの検討などを協議しており、持続的運行を住

民本位で考え、支えている。

運賃は大人 200円、子ども 100円と決して安くはない設定である。しかし「くるくるバ
ス」の採算ラインは 1 日 600 人であるが、実際の利用者数は 1 日 900～1000 人に達して
おり、十分な採算がとれているといえる。また地域へのさまざまな効果もみられた。バス

停近くにあるスーパーマーケットは、バスが走るようになってから売り上げが 3 割ぐらい
伸びたという。このような事業者には、バスに広告を掲載するなどをして資金的な協力を

つのり、サービスの強化や持続的運行をサポートしていくことを検討している。

この成功例で重要なことは、公共交通は補助金に頼らず「乗る人がお金を出して支える

」という考え方である。市民の足は市民がみずから作り、市民が対価を支払って乗る、と

いう考え方である。この原則に立った上で、加えて、地域の商店や事業者からさまざまな

支援が受けられることにより、より安定した地域のバスに育つと考える。

第 2節 住民の意見を反映するために

「プラットホーム」の必要性

近年、道路運送法の改正により、公共交通に関して、住民と事業者と自治体などの、そ

の地域の関係者が集まって議論をする、「地域公共交通会議」を自治体が設置できること

になった。そこでの決定事項に関しては、例えば路線バスに関していうと、以前よりも許

認可が柔軟になったというものである。つまり、住民を含めた、地域の関係者全員で話し

合って決めた公共交通への認可はおりやすくなった、ということである。



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th�1７th Dec.2006

1

しかし、この地域公共交通会議の設置は法律により可能にはなったが、自治体に設置が

義務付けられたわけではない。このように自治体任せになっていることから、事実上検討

されていない状態である。

では、どうして自治体は地域公共交通会議を設置し、住民により便利な公共交通の実現

に踏み出さないのか。私たちは、会議で話し合うべき住民の意見を吸い上げることが難し

いからではないかと考える。住民は多様であり、意見も多様である。そこで私たちは、住

民や事業者、自治体などの関係者が集まる地域公共交通会議の前に、多様な住民の意見を

まとめるための「プラットホーム」となる場が必要なのではないかと考える。
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第４章 政策提言

西宮市での実地調査と住民に対するアンケート調査、また、第３章で述べた公共交通の

現状の背景とプラットホームの必要性より、より良い公共交通のための提言を行なう。さ

らに、同様の問題を抱える都市に対して西宮市がそのモデルとなるような、現実的で実現

可能な政策の提案を行なう。

第１節 自治体への提言

【住民の意見をまとめるためのプラットホームを設置せよ！】

  前章で述べたように、公共交通に対する多様な住民の意見を話し合ってまとめる場が

必要である。住民がそれぞれにどんなことを考え、どんな希望を持っているのか。それ

をまとめ、出てきた不満や問題、提案などを解消、解決、実現につなげていくための場

である。住民が個々に不平を連ねても、それを解消するのにつなげるのは難しい。自治

体がそれをまとめる場を設けるべきである。

【関係者全員で話し合える場を設けよ！】

  プラットホームでまとめた住民の意見について、住民と交通事業者と自治体、地域の

他の事業者などの、その地域の関係者を全て集めて話し合える場が必要である。これは

前述の地域公共交通会議に当てはまるものである。ここでは例えば、新たにバスを運行

させるとか、どのようにそれを維持し、改善していくかを、住民を含めた話し合いとい

う、開かれた場でみんなで考えてやっていく、という考え方がきわめて重要である。

第2節 国への提言

【地域公共交通会議を開きやすいようにサポートせよ！】

  自治体が地域公共交通会議を開きやすいように、会議の開催費用を補助するなどして

、自治体の負担を軽減させるべきだ。法律を整備し、後のことは自治体に丸投げするの

ではなく、国もある程度の責任を持つべきだからである。
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第3節 西宮市における提案

西宮市では、議論のプラットホームや、地域公共交通会議に準ずる場はまだ設置されて

おらず、まとまった議論はされていない。本来は住民や関係者の話し合いから公共交通の

あり方が提案されるべきだが、本論文では私たちが行なったアンケート調査を住民の声に

相当するものとし、住民がバスの充実を望んでいることを前提とする。

【ショッピングモールの協力を促せ！】
西宮市では前述のように、高齢化に伴い既存のバスに対する不満や阪急西宮北口駅へ

の便利なバスを望む声があることはアンケートより明らかとなった。西宮市においては

、2008年にできる、駅前のショッピングモールに対して、西宮北口へのバス運行のラン
ニングコストの一部負担など、なんらかの協力を得られるのではないか、と私たちは考

える。ロジックはこうである。駅前に 3000 台ものクルマを収容できる駐車場を持つシ
ョッピングモールができることで、駅前の渋滞はさらなる悪化を強いられることは前述

のとおりである。その渋滞の悪化にはショッピングモールに責任の一端がある。渋滞の

悪化は、地域住民に対してショッピングモールへのマイナスイメージを与える。アンケ

ートの自由記入欄にも、住民側の渋滞の懸念があった。そこで、ショッピングモールに

対する地域住民のイメージアップにつながるような、バスへのサポートをショッピング

モールの CSR（企業の社会的責任）として提案し、協力を促すというものである。バス
に助成を設けバスサービスの向上を図ることで、クルマでの来店から、公共交通での来

店にシフトすることが期待でき、しいては渋滞緩和の効果も期待できる。具体的には、

ショッピングモールで買い物をすると帰りのバス代が安くなるチケットを配る方法や、

バスに乗ればショッピングセンターで使えるクーポンをもらえるなどの方法がある。私

たちのアンケート調査の結果では、ショッピングモールで買い物をしたレシートを提示

すれば、帰りのバスの運賃が無料になるというサービスがあれば、バスが有料でも乗る

という意見が多かった。（全体の 59.4%）

第 4節 クルマに頼りすぎない都市を目指して
  以上の政策提言が実行され成果を生めば、西宮市が従来のクルマを前提とした社会か

ら、クルマに頼り過ぎない公共交通を中心とした社会へ一歩前進することができる。そ

して 2008 年大型ショッピングモールがオープンした時、3000 台分の駐車場にできた空
車スペースの分だけ、住民の関心が公共交通に向いていると実感できる日が来るだろう

。

この提案は西宮市だけにとどまらず、他でも応用できることだ。全国には同様の問題

を抱えている都市がたくさんあるが、個々で成功例が挙げれば、それらの自治体も勇気

を持って問題解決に乗り出すことができると確信している。

《参考文献》

宇沢弘文 （1974） 『自動車の社会的費用』 岩波新書

寺田一薫 （2005） 『地方分権とバス交通―規制緩和後のバス市場』 勁草書房
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福祉協議会

《データ出典》

『平成 14年京阪神都市圏パーソントリップ調査報告書』
『平成 16年版地域交通年鑑』（（財）運輸政策研究機構）
『平成 17年川崎市交通計画あり方検討会報告書』（川崎市交通計画課）
『平成 17年度警察白書』
『国土交通白書 平成 17年次報告』（株）ぎょうせい
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兵庫県警察本部交通部交通企画課 平成 18年度 10月高齢者運転免許保有者数

回答用紙

質問１ 西宮北口駅前：西宮球場跡に、阪急百貨店と大型スーパー・大型映画館が 200８年頃

にできるようです。ご関心がおありでしょうか。（１つ○をつけてください）
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（  ） 大いに関心がある

（  ） いちおう関心はある

（  ） あまり関心はない

質問２ どんなショッピングセンターを期待しますか？（いくつでも○をつけてください）

（  ） 阪急らしい上品な雰囲気

（  ） 梅田に劣らない品揃えの百貨店

（  ） しっかりした品揃えの大型スーパーマーケット

（  ） 映画館などの娯楽やグルメが充実し、一日中楽しめる

（  ） 大規模な駐車場

（  ） 買い物バスや、買い物によって電車賃の割引があること

（  ） 緑があり落ち着きのある雰囲気

（  ） 椅子や休憩所が多くあること

（  ） 託児所、授乳室があること

（  ） その他 （                                            ）

質問３ この阪急百貨店・大型スーパー・映画館に行くとしたら、どのような交通手段で行きます

か（１つ○をつけてください）

（  ） 自家用車（西宮北口まで送迎してもらうことも含む）

（  ） バイク、自転車

（  ） 路線バス

（  ） 徒歩、または、鉄道＋徒歩

（  ） その他 （                                           ）

もし、予想される渋滞を回避するために、土日祝日に阪急百貨店へ、オープンから当分

の間、「送迎バス」を走らせるならどうでしょうか。以下の質問４、５にお答え願いま

す。なお、このバスはお住まいの地区から阪急百貨店前に直行、するものと想定します

。（個人的な｛想定｝です。実現を目指しますが、その責任を負うものではありません

。）

質問４ どんな「送迎バス」だったら乗ろうと思いますか（いくつでも○をつけてください）

（  ） 阪急百貨店に直行する

（  ） 行き帰りは駅に停めてほしい

（  ） バスが渋滞で止まらなければ

（  ） 買い物荷物宅配システムがあれば

（  ） バリアフリーであれば（ノンステップバス）

（  ） 夜遅くまで運行すれば

（  ） 無料バスであれば

（  ） その他 （                                             ）
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質問５ 「送迎バス」は、どのくらいの頻度で運行すれば乗ろうと思いますか（１つ○をつけてくだ

さい）

（  ） ６０分に１本程度

（  ） ３０分に１本程度

（  ） ２０分に１本程度

（  ） １５分に１本程度

質問６ もしも有料の「送迎バス」なら、乗りますか（いくつでも○をつけてください）

（  ） 有料でも乗る

（  ） 有料バスであるが、乗車すれば、乗車した全員にショッピングセンター内で使えるクーポ

ン券がもらえるのなら、乗る

（  ） レシートを見せれば無料になるのなら

（  ） 小学生以下が無料なら、乗る（小学生は含む）

（  ） ６０歳以上が無料なら、乗る

（  ） どんな割引があっても、乗らない

質問７ あなたと家族について、さしさわりない程度に教えてください

あなたについて

（  ） 男  （  ） 女        （  ） 歳

あなた自身は普段の生活で車を使用しますか  （  ）はい   （  ）いいえ

あなたの家族について

家族数 あなたを含めて （  ）人

     《うち、自動車免許所持者は（  ）人

小学生以下 （  ）人  ６０歳以上の方 （  ）人  》

自家用車所有  （  ） 台

バイク所有    （  ） 台

自転車所有    （  ） 台

質問８ あなたの日常的な暮らしについて、該当すると思うものに○をつけてください（いくつでも

○をつけてください）

（  ） 日常生活（買い物や病院、通勤、送迎など。以下日常生活）で、バスの本数が少なく不便

だ

（  ） 日常生活で、バスの停留所が遠くて不便だ

（  ） 日常生活で、バスが思った駅に行かないので不便だ

（  ） 日常生活で、バスが大回りして時間がかかり不便だ

（  ） 自転車道がなく、自転車に乗りにくくて困っている

（  ） 自転車・バイク置き場が少なく困っている

（  ） 市街地に駐車する場所が少なく困っている

（  ） 西宮北口駅北西など、道が狭く、自家用車が入りにくいので困っている

（  ） 西宮北口駅周辺など、踏み切りで渋滞するので困っている

（  ） 今は交通に不便を感じていないが、将来が不安だ

（  ） 交通に何ら不便は感じていない  

その他、都市交通に関してご意見がございましたらお書き願います
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毎時間ごとの便数の少なかった地区の例
［平日］

樋ノ口小学校前 停留所

西宮中央病院前 経由

ＪＲ甲子園口／甲子園学院前 経由

経

由

・

行

先
西宮北口

系統

番号
[50]

5

6 36 58

7 16 36

8 01 31 56

9 36

10 16 56

11 31

12 06 56

13 36

14 11 46

15 31

16 06 41

17 16 51

18 26

19 01 36

20 11 44

21 20

22 病 20

23
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西宮北口周辺地図


