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■第３章 ＬＲＴによるまちづくり 

１．コンパクトシティの実現と世界遺産登録 

高度成長時代は都市の拡大が続きましたが、都市の中心部に様々な機能を集約し、市街地をコンパクトな規模

に収めた形態を目指した都市計画の総称をコンパクトシティと呼んでいます。大都市が膨張したために中心部の空

洞化が進んだため、都市の規模、機能を都市の中心に集

約、縮小しようとする発想によるものです。 

都市の機能を徒歩や自転車や身近な公共交通で移動で

きる範囲に収めることによって、高層建築や古い木造住宅

の密集する市街地を再開発し、自然環境や文化遺産の保

護、地域のコミュニティの創出など、少子高齢社会へのきめ

細かな対応を図ることを主な目的としていています。 

  もっぱら、市民はそのエリアで日常生活の機能を発揮する

ことが可能となり、クルマを利用できない高齢者や障がい者

も容易に買い物をすることが可能となるほか、子育て中の親

は自転車などで幼児を駅近辺､駅中の保育所に預け通勤す

るといった生活スタイルとなります。 

多くの都市の駅前商店街は都市の不規則な拡散によって

郊外型の商業施設に変わってしまい活力を奪われてきました

が、クルマに過度に依存しないコンパクトシティでは、鉄道駅を中心とする地域に公共施設、商業施設、飲食店が

立地するため「歩いて暮らせるまち」が実現します。左上の表は、富山市中心市街地への来訪者を滞在時間、来街

頻度、消費金額を移動手段別に比較したものです。公共交通を利用する場合、クルマでの来訪者と比べ、その地

域での滞在時間が長く、来街頻度、消費金額も多いといえます。広島市でも同様の調査結果があります。また、高

齢者の外出環境が整えられるため、交通事故も減少し、安心、安全なまちづくりが実現します。 

 私たちは、先ず旧市街地（環濠エリア）でこのまちづくりを推進し、高齢者、障がい者、子育て層が容易に市街地を

移動できる環境を整えるために、阪堺線との相互直通運転を前提とする堺駅、堺東駅間でのＬＲＴ早期実現が必要

であると考えます。それは阪堺線堺市内区間の更なる活性化にも資することになります。 

 

 また、堺市は百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録をめざすなど、2006年（平成 18年）には「堺市文化観光再生戦

略プラン」を公表し積極的な観光施策を打ち出しています。 

このプランでも、（堺市内は）「南北に 4 本の鉄道路線が運行しており、ほぼ 10 分程度で堺の中心部から難波に

移動することが可能であるなど、南北交通は充実している一方で、これに比較すると東西交通の利便性は低く、旧

市街地・大仙公園間の移動はバスを乗り継ぐ必要があるなど、来堺者にとって公共交通での市内周遊は容易では

ない。」とうたい、更に「現状では、必ずしも個々の観光資源単体での集客力が十分ではないことから、個々の資源

を連携させ、ネットワークとして機能させることで、来訪者の様々なニーズを満たすことが重要な課題となっており、

各種交通手段の利便性向上についても、関係部局、関係企業等が連携して積極的に取り組むことが必要である。」

と指摘しています。コンパクトシティの実現と質の高い公共交通は来堺者へのおもてなしでもあります。 

 

２．人と環境、来堺者に優しい交通システム 

 2013年（平成25年）８月末、長年、堺市民が待ち望んできた新型の低床式路面電車（ＬＲＶ）が阪堺線堺市内区間

に導入されます。車床は、ほぼ電停とフラットで、車椅子や乳母車、高齢者の乗降にも大きな問題もなく、歴史文化

都市に相応しいデザインです。 



21 

 

 少し、タイムラグはあるようですが、再開発がほぼ終了した天王寺までの直通運転も実施されるようで、関西では

初めてのＬＲＶ導入となります。 

 しかし、現状ではあくまでも堺市内区間は「大道筋」を通過するに過ぎず、大阪市内、大道筋、浜寺方面から堺市

の玄関駅でもあり公共施設が集約される堺東駅方面への移動は、大小路でシャトルバスへの乗換が必要となる一

方、再開発がほぼ終了した阿倍野方面へのストローともなります。また、特別な乗車券を事前に確保しない限り、

バスとの乗り継ぎは運賃も割高となります。やはり、人と環境、来堺者に優しい交通システムという視点からも、こ

の新型車両が堺東駅方面に早期に乗り入れることや、関空の玄関口でもある堺駅へのルートを確保したうえで、堺

浜方面への利便性拡大を利用者目線、市民目線で再検討すべきであると考えます。また、三宝地区の交通利便性

向上策も必要です。 

 さらに、堺市全体がひとつのまちづくりを目指すならば、堺東駅方面からＪＲ阪和線方面、美原区方面へのしっか

りとした交通軸を検討していくことが求められます。 

 堺市は「環境モデル都市」でもあります。環境性が高く、その存在そのものがまちのシンボルとなるといわれてい

るＬＲＶを市民の交通利便性を確保し、豊かな市民生活を実現するために、先ず、この旧環濠エリアにも導入拡大

し、公設民営方式の導入検討なども行いながら阪堺線の自立化を促すことが望まれます。 

また、近年では、ユニバーサルデザイン（Universal Design）呼ばれる、文化・言語・国籍の違い、老若男女といっ

た差異、障害・能力の如何を問わずに利用すること都市設計（デザイン）が各地で推進されています。 交通事業者

は通常、鉄道、バス、タクシーなど輸送手段毎に異なるため、交通まちづくりにおいては行政のリーダーシップによ

る誰もが容易に公共交通が利用できるユニバーサルデザインの実現も課題です。 

 

 

       仙台市の中心市街地                          富山市のコミュニティサイクル 

 

３．全庁体制での総合交通体系の検討、実施 

 堺ＬＲＴネットワークは新たな堺のまちづくりの骨格となり、市内全体の人の移動を容易にし、交流を増大させるも

のですが、あくまでも市内交通ネットワークの一部にすぎません。既存の鉄道網、バス路線、自転車やタクシー等

の交通施策は当然のこと、堺市全体の都市計画やビジョンと連動して初めてその成果が期待できます。 

 また市民も、環境モデル都市の一員であるとの基本理念のもと、旧市街住民とニュータウン市民が一体感を持ち

ながら、このまちを次世代に誇れる資産として現在の交通体系を発展的に活かしていくことが望まれます。 

このためにも、行政も市民も、鉄道、バス、タクシー、自転車などの交通手段ごとにその役割と課題を認識し、利

用者、事業者、行政が三位一体で交通まちづくりのあり方を論議し、堺市においても全庁体制での関連諸策も含め

た検討が必要です。 
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 堺市は、かかる状況を踏まえたうえで、政策目標と達成時期を明示し、全庁体制で全市的な総合交通体系の検

討に取り組んでいくことが求められます。しかし、昨年、審議を終えた「堺市公共交通検討会議」で、その方向性の

論議を終えたようですが、残念ながら具体的なアクションプログラムは示されていません。 

  

なお、総合交通体系の実現に当っては以下の事項の検討が必要であると考えます。 

 

 

１．基本理念の提示 

中心市街地での公共交通優先・クルマの抑制、三位一体（市民、行政、事業者）の取り組み、交通基本条例（憲章）

の制定など   （参考１ 「歩くまち京都・憲章」参照 ） 

２．都市計画マスタープラン等まちづくり、観光、産業、福祉施策との政策連携 

（環境モデル都市、百舌鳥・古市古墳群の世界遺産認証などとの連携、防災計画との整合、関連条例の整備） 

３．道路空間の再配分（特に、自転車走行空間の確保、「トラフィックセル」実施 （下図、説明参照） 

４．シームレス交通の実現（ハード・ソフト両面）をめざしたユニバーサルデザインの実現 

５．検討・推進体制（縦割りを排除した全庁体制の確立、人材の育成） 

６．費用便益、収支計画などの情報公開と責任ある市民の参加 

７．PDCAサイクルの確立 （先ずは、アクションプログラムの策定） 

 

 

 
  （出典：新金沢交通戦略 金沢市ＨＰ） 

「トラフィック・セル」 

都心や居住地域への通過交通量を制限する手段。都心や居住地域をいくつかの区域（セル）に分けて、公共バス、救急

車等を除く一般車両は直接区域間を往来することができず、区域間の移動は、一旦、通過交通用の循環道路を経由して

限定された入り口から侵入することが義務づけられます。例えば、堺市の中心市街地では、大小路、大道筋が「侵入禁

止」の対象となり、一般車はフェニックス道路など周辺幹線から各区域（セル）に向かうことになります。 
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４．事業費と経済効果 

（１）事業費 

  東西鉄軌道計画時から概算事業費425憶円のみが公表され、事業本体の採算性、事業計画についての数字は

公表されていませんでした。その後 2011 年に堺浜・堺駅ルートのみ事業採算性の見直しを行い、建設費が 330 億

円に 50億円増加し、利用者数が 3割減少すると公表していています。 

 

なお、当初計画は以下の通りです。 

 

 

 ①堺駅・堺東間     約 85億円 黒字経営を図る  予測需要  7千人/日 

 ②堺浜・堺駅     約 280億円 黒字経営をめざす 予測需要 12千人/日 

 ③我孫子道・浜寺駅前 約 60億円 ※収支改善を図る ①にあわせ LRT化完了 7千人/日 

    ※①及び③を合わせて、収支均衡による経営安定を図る。 

    「①、③には相互直通需要 2千人/日をそれぞれ含む」とし、我孫子道・浜寺駅前（阪堺線堺市内区 

間）は東西鉄軌道の実現を前提としつつも、事業の黒字化という表現は使われていません。 

 

 

また、2011年に堺市が公表した堺浜ルートの検証結果は以下の通りです。 

 

①ルート  ５ｋｍ （所要時間約 17分） 

②編成車輛  編成長１８ｍ （定員 80ｍ） ＬＲＶ 11編成（予備 2編成） 

③運賃 200円 ただし、堺浜～堺東の運賃（ＬＲＴ～バス乗換時）は、現状の匠町～堺東駅間のバス運賃 

（260円）と同一（ＬＲＴ事業者 70円、バス事業者 80円負担） 

④運行本数 ピーク時 11本/時、 オフピーク時   4本/時、 1日当り 83本/日 

⑤建設事業費    軌道施設 約 80憶円 

               車両    約 30億円 

               道路施設 約 160憶円 

               道路施設 約 60憶円 

               合計    約 330憶円（税込） 

⑥利用者数     8300人/日 (当初 12000人/日) 

⑦収支  

・公設民営の場合     △5百万/年 （建設事業費に対する市負担 330億円） 

    ・民設民営の場合  △507百万円/年 （建設事業費に対する市負担 220億円） 

出典：東西鉄軌道（堺浜・堺駅間）の事業性の検証について 堺市Ｈ

Ｐ 

 

この資料には原価算定期間、減価償却方法、期間など基本的なデータが開示されていないほか、「整備に関して

は国の補助制度があります」と記載しながら、国の補助金額は明示されていないなど甚だ他の都市の公表資料と

比較してもわかりづらいものです。 

  先ずは事業計画を明示したうえで、市民が容易に理解、判断できる情報を開示し、論議する必要があります。私

たちは、特にLRTとして事業費が高い堺浜・堺駅区間においては、ルートや工法の再検証を第三者の専門家も交え

ながら実施し、建設費の削減方策を検討すべきであると考えます。 
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（２）経済効果と財政負担 

 あらゆる事業はビジョンや事業計画を基に効率的に実施されなくてはなりませんが、公共事業はその経済効果と

税負担の兼ね合いをしっかりとチェックしていく必要性があります。たとえ、事業本体が赤字であっても都市を活性

化させ市民生活を豊かにするものであるならば、財政負担が必要であっても市民の理解を前提に実施していくべき

であると考えます。 

 

財政負担額                                利用者数 

 

 

 

 

（酒井毅 中野剛：「地方における軌道事業を考える」北陸経済研究所Ｎｏ２６０ 北陸経済研究所２０００から引用） 

 

 上表は 2002年に存続が決定した万葉線（富山県高岡市）への財政負担について示した資料です。赤字であるか

ら、コストがかかるからという理由で事業を廃止することや事業計画を中止することは容易ですが、事業の必要性に

関する徹底した論議と他の事業との比較も必要であることがわかります。例えば、堺浜線は公設民営による上下分

離としても年間 5百万円の赤字で事業化が困難とされていますが、堺市民一人当たりの年間負担額は６円に過ぎ

ません。やはり他事業との比較が必要です。 

 

 特に、公共交通網の整備は前述のように都市の再生、市民福祉、環境性などで大きな効果があるといわれていま

す。事業本体の効率化、黒字化の取り組みも重要ですが、当該事業実施に伴う社会的な効果をしっかりと把握する

必要です。 

 

 かつて、「運輸政策研究機構」が堺 LRTをモデルに費用便益比（投資費用に対する効果の比率で、通常 B/Cと称

する）を「2.29」と試算しています。（季刊「運輸政策研究 2006年冬季号」） 

これは、ＬＲＴ計画が実現することにより、利用者や地域社会全体が享受する便益が投資の２倍以上あることを示

しています。 昨今、各地の公共交通が、事業本体が経営環境の悪化「赤字」であるための廃止論議が相次いでい

ますが、その論議の中でも、この検証が行われています。今回、論議した具体的な整備効果は「ＬＲＴ新線整備等に

おける効果・影響」（参考２）として掲載します。 

 

 

（おわりに） 

 

東日本大震災は、都市交通が大きくかかわるエネルギー環境問題だけでなく、文明論にも議論が及んでいます

が、「環境モデル都市」堺として、公共交通優先のコンパクトシティの概念は揺るぎないものです。クルマに過度に

依存する都市構造では、エネルギー・環境問題のみならず、災害対応で重大な影響を及ぼす可能性があります。

住民１人あたりの負担額 

万葉線 ２５８円 

新型車両購入 １,０００円 

市内幹線道路整備費 平成１２年 ３,７５０円 

市内御旅屋駐車場建設 １２,５００円 

市営中央駐車場建設 ２２,０００円 

福野町文化創造センター     ２１９,０００円 

公共施設の年間利用者数 

万葉線 １,２２２千人 

県立高岡文化ホ―ル １４４千人 

高岡美術館 ８３千人 

新湊中央文化会館 ９１千人 
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東日本大震災では、クルマの本来の機能が発揮できなかったといわれています。私たちは、都市のリスクマネジメ

ントの観点からも一刻も早く公共交通主体のまちへと移行させる必要があると考えます。この基軸となるのが総合

交通体系のもとでの堺ＬＲＴネットワークの実現です。また、これらの問題の解決にあたっては、理念を打ち出し、需

要追随からＴＤＭ（Transportation Demand Management・交通需要管理）への発想転換が必要です。 

 

交通政策の論議は「交通」のみの論議では限界があります。エネルギー環境問題、まちづくり、福祉、都市政策

論全般の論議を含めながら、幅広い有識者、専門家、一般市民により論議していくことが求められます。その検討

にあたっては、市民（利用者）、利用者を交えた基本理念の構築、堺市の都市計画マスタープランとの整合性確保、

総合交通体系像の提示、市民広報の実施など課題は山積していますが、投資内容とその効果などをしっかりと数

値目標（交通分担率など）で示し、予算規模、達成時期を示した具体的な事業計画を策定し、実行に当たって、市民

（利用者）、行政、事業者でＰＤＣＡサイクルを回していくことが必要であることはいうまでもありません。 

 

更に、これらの検討においては、国レベルでは地域公共交通活性化・再生法、都市計画法、道路法、道路交通

法、中心市街地の活性化に関する法律などの関連法令の見直しが必要ですし、堺市においても駐車場付置義務な

どの関連条例、施策の洗い出しと見直しが必要となります。 

 

また、堺市は百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を目指しています。来堺者をおもてなす利便性の高い公共交

通ネットワークの構築は堺市の中心市街地の再生戦略にとっても不可欠です。このまちづくりには歴史的景観の回

復や景観規制、質の高い観光政策の確立なども課題となります。 

 

我が国では、昭和 30 年代から僅か四半世紀のうちにクルマ優先の社会となりました。堺市でもクルマが主役の

まま道路整備が推進されました。クルマが豊かな消費文明を提供してきたことは否定しできませんが、この間、歩

行者や自転車が都市交通の主人公として顧みられることは少なかったといえます。 

 

今、堺市がまちづくり戦略、総合交通政策の一環として、全庁体制でＬＲＴを基軸とする市内交通ネットワークの

検討に着手し、具体的なアクションプログラムを策定し市民と一体となって環境モデル都市、政令指定都市として全

国の範となる取り組みを実行するならば、次の四半世紀は世界に誇れる「堺」を実現することができるものと確信し

ます。 
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参考１        歩くまち・京都」憲章 

わたしたちの京都は、千二百年を超える悠久の歴史を積み重ねながら、趣あるまち並みや

自然景観、伝統、文化などを守り育ててきました。そして、だれもが安心して快適に歩くこと

ができるまちをつくりあげてきました。しかし、クルマを中心とする生活が急激に進展する時

代の中で、こうしたまちの魅力が損なわれています。 

京都にふさわしい移動の方法は、自分の力で、また時に人の助けを借りながら、“歩くこと”

を中心としたものに違いありません。行き交う人々こそがまちの賑わいと活力の重要な源泉

であり、歩くことこそは健康や環境にも望ましいものです。 

このような認識のもと、世界の範となる「人が主役の魅力あるまちづくり」を推進するため、こ

こに「歩くまち・京都」憲章を定めます。 

わたしたちの京都では、市民一人ひとりは、 

1  健康で、人と環境にやさしい、歩いて楽しい暮らしを大切にします。 

 

そして、市民と行政が一体となって、 

1  だれもが歩いて出かけたくなる道路空間と公共交通を整え、賑わいあるまちを創ります。 

1  京都を訪れるすべての人が、歩く魅力を満喫できるようにします。  

（平成 22年 1月 23日制定） 

 

(出典：京都市ホームページ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


