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枚方市の交通現況
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 全体的に一人当たりトリップ数が減少している。特に若年
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 大学が多く立地し、鉄道駅から離れている大学が多い。
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（２） 鉄道の端末交通手段

 鉄道利用は近隣の他市と比べて多い。バス利用は全体
的には多いとはいえないが、鉄道が不便な地域や丘陵地
などでの利用が目立つ。
 公共交通のサービスレベルはカバーする地域や本数ともに
高い水準である。しかし、バスについては、一部公共施設
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 国道 1 号の交通量が多く、国道１号や第二京阪道路の
アクセス道に渋滞が集中している。
 幹線道路の歩道整備率は高いが、生活道路については
歩道が狭く、危険な箇所が存在する。

５. 自転車の使われ方
（１） 自転車通行帯の整備状況
（２） 放置自転車の現状
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 自転車走行帯が一部整備されているが、まだ歩行者と自
転車のさくそう、自転車の交通事故が頻繁に発生する。

６. まとめ
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1. 人の移動からみた枚方市の現状
１. 人の移動からみた枚方市の現状
（１） 利用交通手段

●市内地域別利用交通手段

●代表交通手段別発生集中量の推移
•

地域別の発生集中量は、北部地域の発生集中量が最も多く、次いで、南部、南西部の順

•

枚方市の発生集中量は、平成 12 年まで増加していたが、平成 22 年では減少している。

•

京阪本線沿線の地域では鉄道利用の割合が高いが、ＪＲ沿線は自動車利用割合が高い傾向にある。

•

自動車による移動の割合が増加 （S55 17.4% → H22 28.8%）

•

バス利用は、枚方市駅が立地する南西部地域、長尾駅・藤阪駅が立地する中東部地域が多い傾向にある。

•

一方、徒歩による移動は減少 （S55 39.1% → H22 25.5%）

•

鉄道による移動割合は変化なし

•

バスによる移動は緩やかな減少傾向にあり、平成 22 年時点で 3.8%である。

京阪
沿線

JR
沿線

市東部の自動車利用が多く、枚方市駅、長尾駅など
を有する地域のバス利用が多い。
自動車分担率は増加、徒歩分担率は減少。鉄道分
担率は横ばいであるが、トリップ数が減少
●利用交通手段の都市間比較
•

発生集中量を周辺都市と比較すると、茨木市や高槻市よりも多く、豊中市と同規模である。

•

鉄道・バスの分担率は周辺都市よりやや高く、自動車利用は中位である。

※枚方市の地域区分
市域を北部地域、中部地域、南西部地域、南部地域、
中東部地域、中南部地域、東部地域の７地域に分類

※トリップ：人がある目的をもってある地点からある地点まで移動することを総称して「トリップ」と呼ぶ。

鉄道・バスの分担率は周辺
都市よりやや高い。
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1. 人の移動からみた枚方市の現状
（２） 移動目的（移動目的別発生集中量の推移）

（３） 地域間移動

•

自由目的の割合が増加し、平成 22 年で約 3 割を占める （S55 23.6% → H22 29.2%）

•

登校目的の割合は 7.7%に減少 （S55 11.5% → H22 7.7%）

•

出勤目的の割合は変化なし

•

北部地域⇔中部地域、中部地域⇔南西部地域、南西部地域⇔南部地域など、枚方市駅、樟葉駅を
中心とした京阪沿線の南北間移動が多い。

•

自由目的の場合、中南部地域⇔東部地域、北部地域⇔中東部地域など、東西間移動も多い。

●全目的・手段計

人口は横ばいにも関
わらず、トリップ数が
減少。全体に占める
通学目的の比率が減
少し、自由目的の比
率が増加

●自由目的
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全体的には南北方向の移動が多いが、自由目的で
は東西方向の移動も多くみられる。

1. 人の移動からみた枚方市の現状
（４） 年齢・性別からみた人の動き

●子育て世代の女性の移動の特性（自由目的・市内々移動のみ）

●性別・年齢層別一人当たりトリップ数
•

減少傾向である。
•

•

約 11 万トリップ
減少

枚方市の総トリップ数は H12 年から H22 年で

子育て世代（２０～３９歳）の
女性の移動は、主に、中部地域～
南西部地域、南西部地域～南部

年齢別の一人あたりトリップ数は、若い世代

地域、中部地域～南部地域での

（20～40 歳代）で減少しているが、65 歳以

移動が多い。

上の高齢者では増加している。

•

地域別の内々の分担率は、自動車
が最も高い地域が多い。南北間移
動は鉄道またはバスの移動、東部

一人当たり移動の量が減少。特に若年層の移動
の減少幅が大きい。高齢者の移動は微増

地域～中南部地域は自動二輪の
移動も多い。
•

地域間移動の多い地域のうち、南
西部地域～南部地域は自動車分

一人あたりトリップ数の推移（男性・夜間人口）

担率が高く、中部地域～南西部地

（トリップ/人・日）

域は徒歩分担率も高い。

4.00
3.50

市の中心部とその周辺の移動が多く、
自動車利用が多い。

3.00
2.50
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1.50
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1.00

H22

●高齢者の移動の特性（自由目的・市内々移動のみ）
•

0.50

高齢者（65 歳以上）の移動は、
主に、北部地域～中部地域、中部
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地域～南西部地域、南西部地域
～南部地域での移動が多い。
•

地域別の内々の分担率は、自動車
が最も高い地域が多い。南北間移
動は鉄道またはバスの移動も多い。

一人あたりトリップ数の推移（女性・夜間人口）
（トリップ/人・日）

南西部地域～中東部地域はバス
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の移動も多い。
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市東部の南北方向の移動が多い。南
西部地域と中東部地域間のバス利用
も多い。
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1. 人の移動からみた枚方市の現状
＜参考＞市内大学生数

（５） 施設別移動

•

大学の存在は居住人口及び交流人口を維持させる重要な役割を果たす。

•

枚方市は大阪府内で４番目に学生数が多く、大学立地数も多い。

•

市内には７つのキャンパス（６つの大学）が立地していることから鉄道駅と大学とを結ぶフィーダー交通の機能維持及び

●商業施設への移動の特性
•

商業施設への移動（集中量）は、枚
方市駅や樟葉駅周辺への移動が多い

利便性強化が必要である。

•

特に、枚方市駅周辺への移動は、周辺
地域からのアクセスが多い

•
市内に大学が多く、鉄道駅
から離れた大学も存在

長尾や津田など東部地域は、枚方市駅
等の西部地域と比較して、商業施設へ
の移動量が少ない

枚方市駅、樟葉駅周辺への移動が多く、
枚方市駅は広域からの移動もみられる。

●医療施設への移動の特性
•

医療施設への移動（集中量）は、関
西医科大学附属枚方病院（三次救

＜参考＞高齢者が関連する交通事故発生状況

急医療）などが立地する枚方市駅周辺

•

高齢者が関連する事故件数は減少傾向。ただし、全事故件数のうち高齢者事故件数が占める割合は増加傾向。

や、二次救急医療が立地する牧野駅周

•

件数割合は、近隣市の中で平均的な水準である。

辺への移動が多い

•

特に、枚方市駅周辺への移動は、周辺
地域だけではなく、長尾方面からの移動
も見られる

•
枚方市駅、牧野駅周辺への移動が多く、
枚方市駅は広域からの移動もみられる。
関西医科大学
附属枚方病院
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市立ひらかた
病院
星ヶ丘
医療センター

２. 公共交通の使われ方（鉄道）
２. 公共交通の使われ方（鉄道）

（２） 鉄道の端末交通手段（鉄道駅別の端末交通手段分担率）

（１） 鉄道利用者数（乗降客数の推移）
•

全体の乗降客数は緩やかな減少傾向

•

乗降客数の上位３駅は以下の通り

鉄道の端末交通手段分担率
•

徒歩が最も多いが、
枚方市駅、長尾
駅、樟葉駅は徒歩

枚方市駅（9.1 万人）、樟葉駅（5.8 万人）、JR 長尾駅（2.5 万人）

以外の交通手段
（二輪、バスなど）

鉄道利用者数は微減。枚方市駅、樟葉駅、
長尾駅の利用が多い。

による移動も多い。

枚方市駅、長尾駅、樟葉
駅は交通結節点の機能を
有する。

乗降客数の推移

＜参考＞枚方市の地形

鉄道利用が不便な地域、
特に丘陵地などでのバス分
担率が高い。
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３.公共交通の使われ方（バス）
３. 公共交通の使われ方（バス）

（３） バス利用者の動き

（１） バスネットワークの現状
•
•

枚方市では、樟葉駅や枚方市駅などのタ

枚方市内のバス利用は、南西部地域～南部地域間の移動が最も多く、次いで、北部地域内々移動、南部地域
内々移動と続く。

ーミナルを基点としたバス路線網が形成さ

•

れており、京阪駅とＪＲ駅を結ぶ東西路

利用の多くが代表交通手段としての利用であり、鉄道端末としての利用が多いのは、北部地域～南西部地域の
移動などである。

線で多く運行している。
鉄道駅から離れている南部地域や京阪～JR
間の東西移動が多い。

枚方市駅、長尾駅、樟葉駅を交通結節点
とした、鉄道を補完するバスネットワークが
整備

（２） バスサービス水準（バス停別運行本数）
•

バス停別の運行本数で、1 日 360 本以
上（約 10 本/時・片道換算）の高頻度
運行をしているのは、樟葉駅や枚方市駅
を中心とした地域。

•

京阪駅とＪＲ駅を結ぶ道路において運行
本数が多い。一方、南北方向を結ぶ系
統は少なく、バスの運行本数も少ない傾

向にある。
•
樟葉駅、枚方市駅周辺のバス運行本
数が非常に多く、京阪～JR 間のバス
サービス水準が高い。

8

４．道路整備の状況
４. 道路整備の状況

（３） 歩道整備状況

（１） 道路ネットワークの整備（都市計画道路の整備状況）

枚方市都市計画道路網概略図

• 枚方市の歩道の整備率は、ほとんどの道路で 80％を超えている。東部地域の交野久御山線などでは、整備率が

（平成 27 年 3 月現在）

20％以下と歩道整備が進んでいない。

• 枚方市は、第二京阪道路、国道１

• 枚方市の特定道路の整備状況は約 85％。周辺都市と比較して歩道整備は進んでいる。

号、京都守口線の幹線道路が南北
に整備
• 近年では第二京阪道路の開通にあ

※主要幹線道路
を対象

わせて、アクセス道路の整備等を進

一部の地域を除き、歩道整備は高い
水準

めてきており、現在は、新名神高速
道路の整備も進められている。
• 枚方市の主要渋滞ポイントは、国道
１号や第二京阪道路のアクセス道
に集中している。

幹線道路は第二京阪道路、国道
1 号、京都守口線があり、国道１
号や第二京阪道路のアクセス道に
渋滞が集中
（２） 幹線道路の交通量と混雑状況
• 交通量は国道１号が最も多く、池之宮北交差点より南側では７万台/日を超える。国道以外では、1 万台

（４） 歩行者が関連する交通事故発生状況

前後の交通量であり、杉田口禁野線で 1.5 万台/日程度の交通量が見られる。
• 混雑度は、中振南交差点付近の国道 170 号で 1.75 を超える状況が見られるが、全体的には混雑度 1.0

• 歩行者が関連する事故件数は減少傾向。ただし、全事故件数のうち自転車事

を超えない状況にある。

故件数が占める割合は増加傾向

• 混雑度が 1.25～1.75 の道路は、国道１号、170 号、交野久御山線などである。

• 件数割合は近隣市の中でも高く、府の平均よりも高い。

歩行者が関連する交通
事故件数割合は他市に
比べて高い。

交 通 量 は国 道
1 号に集中

※混雑度：人がある目的をもってある地点からある地点まで移動することを総称して「トリップ」と呼ぶ。
※特定道路：生活関連経路を構成する道路のうち、多数の高齢者、障がい者等の移動が、通常、徒歩で行
われる道路であり、国土交通大臣が指定したもの
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６．まとめ

５．自転車の使われ方
５. 自転車の使われ方

６. まとめ
テーマ

（１） 自転車通行帯の整備状況
牧野長尾線

1. 人 の 移
動からみた
枚方市の
現状

：歩道上に自転車通行帯を整備

• 2 か所の自動車道が整備さ
れている。
2 か所の自動車道が整備
されているが、歩道を走る
自転車も一部存在

項目

現状のまとめ

(1)利用交通手段



(2)移動目的





(1)鉄道利用者数



自動車分担率は増加、徒歩分担率は減少。鉄道分担率は横ばいであるが、トリップ数
が減少
鉄道・バスの分担率は周辺都市よりやや高い。
市東部の自動車利用が多く、枚方市駅、長尾駅などを有する地域のバス利用が多い。
人口は横ばいにも関わらず、トリップ数が減少。全体に占める通学目的の比率が減少
し、自由目的の比率が増加
全体的には南北方向の移動が多いが、自由目的では東西方向の移動も多くみられる。
一人当たり移動の量が減少。特に若年層の移動の減少幅が大きい。高齢者の移動は
微増
子育て世代の女性は、市の中心部とその周辺の移動が多く、自動車利用が多い。
高齢者は、市東部の南北方向の移動が多い。南西部地域と中東部地域間のバス利
用も多い。
市内に大学が多く、鉄道駅から離れた大学も存在
商業施設は、枚方市駅、樟葉駅周辺への移動が多く、枚方市駅は広域からの移動も
みられる。
医療施設は、枚方市駅、牧野駅周辺への移動が多く、枚方市駅は広域からの移動も
みられる。
鉄道利用者数は微減。枚方市駅、樟葉駅、長尾駅の利用が多い。

(2)鉄道の端末交通手
段




枚方市駅、長尾駅、樟葉駅は交通結節点の機能を有する。
鉄道利用が不便な地域、特に丘陵地などでのバス分担率が高い。

(1)バスネットワークの現
状



(2)バスサービス水準



(3)バス利用者の動き
(1) 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の
整備




(2)幹線道路の交通量
と混雑状況
(3)歩道整備状況



枚方市駅、長尾駅、樟葉駅を交通結節点とした、鉄道を補完するバスネットワークが整
備
樟葉駅、枚方市駅周辺のバス運行本数が非常に多く、京阪～JR 間のバスサービス水
準が高い。
鉄道駅から離れている南部地域や京阪～JR 間の東西移動が多い。
幹線道路は第二京阪道路、国道 1 号、京都守口線があり、国道１号や第二京阪道
路のアクセス道に渋滞が集中
交通量は国道 1 号に集中



一部の地域を除き、歩道整備は高い水準

(4)歩行者が関連する交
通事故発生状況
(1)自転車通行帯の整
備状況
(2)放置自転車の現状



歩行者が関連する交通事故件数割合は他市に比べて高い。



2 か所の自動車道が整備されているが、歩道を走る自転車も一部存在



放置自転車は減少傾向

(3)自転車が関連する交
通事故発生状況



自転車による交通事故件数は減少しているが、比率は横ばい

(3)地域間移動
(4)年齢・性別からみた
人の動き






(5)施設別移動
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2. 公 共 交
通の使わ
れ方（鉄
道）
3. 公 共 交
通の使わ
れ方（バ
ス）

：車道上に自転車通行帯を整備

（２） 放置自転車の現状

自転車移送・撤去台数の推移
（台）
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• 放置自転車に対する撤去の実績は、平成２
７年で約 2,400 台
• 平成１９年時点では 8,400 台の撤去が行わ
れていたが、行政からマナー啓発や駐輪場の整
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4. 道 路 整
備の状況
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備等により、当時の約３割まで減少した。
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•
放置自転車は減少傾向
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5. 自 転 車
の使われ
方

（３） 自転車が関連する交通事故発生状況
• 自転車が関連する事故件数
は減少傾向。全事故件数の

 全体的に一人当たりトリップ数が減少している。特に若年層のトリップ数が大きく減少し、高齢者のトリップが微増して
いる。また、このような現況は全国的傾向とも一致する。
 大学が多く立地し、鉄道駅から離れている大学が多い。
 バス利用は全体的には多いとはいえないが、鉄道が不便な地域や丘陵地などでの利用が目立つ。
 公共交通のサービスレベルはカバーする地域や本数ともに高い水準である。しかし、バスについては、一部公共施設な
どへのアクセスが不便なエリアがある。
 国道 1 号の交通量が多く、国道１号や第二京阪道路のアクセス道に渋滞が集中している。
 幹線道路の歩道整備率は高いが、生活道路については歩道が狭く、危険な箇所が存在する。
 自転車走行帯が一部整備されているが、まだ歩行者と自転車のさくそう、自転車の交通事故が頻繁に発生する。

うち自転車事故件数が占め
る割合も経年的に変化なし
• 件数割合は近隣市の中でも
低い水準（府平均よりも低
い）。
自転車による交通事故件数は
減少しているが、比率は横ばい
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