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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 平成 30年度 第６回 枚方市総合交通計画協議会 

開 催 日 時 平成 30年 9月 13日（木曜日）13時 30分から 15時 30分まで 

開 催 場 所 市役所別館４階 第３・４委員会室 

出 席 者 

会長：土井勉委員 

副会長：猪井委員 

委員：北川委員、大竹口委員、谷川委員、福島克章委員、五十殿委

員、後藤委員、日田委員、齋藤委員、山内委員、浜田委員、

鎌田委員 

欠 席 者 
委員：梅澤委員、定藤委員、福島健二委員、保田委員、横山委員、

稲沢委員、土井圭子委員、山口委員、谷本委員 

案 件 名 
枚方市総合交通計画の策定について 

 １．枚方市総合交通計画の素案についての市民意見聴取について 

提出された資料等の 

名 称 

資料１ 枚方市総合交通計画（素案）についての市民意見聴取事務

局回答案 

資料２ 枚方市総合交通計画（素案） 

 参考資料１ 第５回枚方市総合交通計画協議会 会議録 

 参考資料２ 平成 28年度 第１回枚方市総合交通計画協議会 諮問書 

 参考資料３ 今後のスケジュール 

 参考資料４ 枚方市総合交通計画協議会 委員名簿 

決 定 事 項 

１．資料１により、枚方市総合交通計画（素案）についての市民意

見聴取事務局回答案の内容について事務局から説明を受け、確

認した。  

２．枚方市総合交通計画（素案）に関する内容の最終案のまとめに

ついては、会長一任で行うこととした。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議の公表、非公表の別 

及 び 非 公 表 の 理 由 
公開 

傍 聴 者 の 数 ２人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
枚方市 土木部 土木政策課 
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審  議  内  容 

 

会長 

【開会】 

定刻となりましたので、ただ今より第６回枚方市総合交通計画協議会を開催いた 

します。では、本日はじめてご出席される委員の方もおられますので、事務局から

ご紹介いただければと思います。 

 

事務局 

 

それでは事務局よりご紹介させていただきます。 

（新たな委員の紹介） 

 

会長 委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

それでは、次第に沿って進行します。前回の第５回では、「枚方市総合交通計画の

素案」について議論していただきました。今回は、６月に行いました市民意見聴取

でいただいたご意見と、それについての事務局の回答案についてまとめましたので、

その内容についてご説明します。 

それではまず、事務局から本日の委員の出席状況と、本日の傍聴希望者の人数、

資料の確認をお願いします。 

 

事務局 本日の委員出席は 22 名のうち 13 名で、枚方市附属機関条例に基づき、協議会が

成立していることをご報告申し上げます。また、その他に本計画策定業務受託者で

ある日建設計総合研究所から２名出席しております。傍聴につきましては、２名の

希望者がおられます。 

それでは、お配りさせております資料の確認をさせていただきます。資料が２点、

参考資料が４点でございます。 

（手元資料の確認） 

不足等ございましたらお知らせください。よろしいでしょうか。 

 

 会長 それでは、議題にあります『枚方市総合交通計画の素案についての市民意見聴取

について』事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 （資料１「枚方市総合交通計画（素案）についての市民意見聴取事務局回答案に

ついて」の説明） 

 

会長 ご説明ありがとうございます。ただいまご説明いただきました内容につきまして、

ご質問、ご意見があればお願いいたします。 

 

副会長 今回の市民意見の中で、元々の文章の意味が伝わってなかったのではないかと思

われる意見があります。例えば、回答についても、地域自主運行型のコミュニティ

交通がありますが、これについては、どういう負担になるのか、市民の方には分か

りにくいと思います。地域自主運行型のコミュニティバスやコミュニティ交通の説 
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 明はどこかに載っていますか。概念を分かっている人にとっては、こういうことを

言っていると分かりますが、市民の方には、なかなか伝わらないのではないでしょ

うか。内容がおかしいのではなく、事務局の回答の中にある地域自主運行型コミュ

ニティ交通の内容が、市民の方に分かり得るのかなという危惧があります。 

 

事務局 

 

地域自主運行型コミュニティ交通システムについては、今回新たに挙げさせてい

ただきましたが、説明は記載しておりません。ご指摘どおり、市民の方には分かり

にくいと思いますので、どういった内容なのか、例えば、全国的な事例を紹介する

等も含め、イメージしやすい説明を検討して参りたいと思います。 

 

副会長 地域自主運行型コミュニティ交通というのは、事例もいくつかあると思います。 

事例を示すのも悪くないと思いますが、その事例に偏って伝わるのではないでしょ

うか。私がいる富山では、民間の社長さんが無料運行しているものを地域自主運行

と呼んでいます。例えば、この事例を挙げると、地域自主運行が無料というイメー

ジになってしまうので、事例を出すのは気をつける必要があると思います。 

また、負担を分かち合うと書いてあることについては、市民の方には「負担が増

える」と思われてしまいますが、実は、新たな負担をするというわけではなく、負

担の仕方も色々あって、参加していただく、ご意見を出していただくというのも地

域の自主運行の中では大事ですし、一緒にデータを出していただくことにも関係す

るのですが、一緒に見ていく、そういうことが自主運行であり、そういった自主運

行の肝となるところを書き下さないといけないのではないでしょうか。また、後半

のコミュニティ交通も実はバスだけではなくて、それぞれの地域特性に合ったいろ

んなものを必要に応じてやりましょうという意図だと研究者は分かるのですが、一

般的には分かりにくいので、もう少し心髄となるところを書き下した方が良いので

はないかと思います。 

ですので、事例を挙げてしまうと、自主運行というのは無料のバスのことで、そ

れを地域の人がハンドルを握れというように伝わりかねないと思います。事例で挙

げるのが間違っているというのではなく、分かりやすいと思いますが、分かりやす

い分、記載する場合は、事例はあくまで自主運行の仕方や交通の形態も色々ある中

の一つとして挙げているということが分かるようにする必要があります。複数個の

事例を示す場合も、結局あれとあれ、といった事例にイメージが偏りますので、記

載方法については、可能であればここで一番言いたい、肝となるものが、行政だけ

でなく市民の皆さんや病院、スーパー等の事業者の皆さんと一緒に知恵を絞ってや

っていく、そういうことを自主運行だということ、地域に合う交通というのはそれ

ぞれの規模や、地域の道路の幅などにもよりますので、それこそ皆さんで決める必

要がある等と、少し書き下した方が良いと思いました。 

 

会長 ありがとうございます。事務局から今の話に付け加えることはありますか。 

 

事務局 今いただいた意見を参考にしながら、もう少し分かりやすい説明に行数は長く取
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れませんが本文で説明するか、或いは語句説明のところにスペースを取って説明す

るよう考えて参りたいと思います。 

 

会長 そうですね。大事なことですから、少なくとも考えているところが 100％でなく

てもいいですが、ある程度は共有できるように説明をしておくということは大切で

す。こういう言葉の説明は後ろにまとめるのも大事ですが、後ろを見たらあるよと

書いておかないと、何となく流してしまって結局誤解が解けないこともありますの

で、最初に出てきた時には後ろに記載していますと入れた方が親切かなと思います。

モビリティマネジメントもそうですかね。書く内容については、また後程相談する

ということでよろしいですか。他にご意見、ご質問はありますか。 

 

委員 自転車利用と交通ルール、マナーのところなのですが、最近は小学校では交通安

全教室、中学校ではスケアードストレート等の取り組みを実施されており、道路整

備についても、府道では自転車通行空間が枚方市内にこの２，３年にできてきてい

ます。中宮の自転車通行空間は見やすく、走りやすいのですが、それ以外のところ

はまだまだ見にくいところもあって、車が駐車しているところが多く、自転車の走

行の妨げになっているところもあるのですが、最近目立つのは高校生と大学生の自

転車に乗りながらのヘッドフォン利用です。そういった人たちに対して講習までは

難しくても警察や関係機関の方でもっと指導ができないでしょうか。大阪府自転車

条例は、まだ罰金までは至っていませんのであまり意識はしていないと思います。

特に自転車同士の事故、高齢者と若い人の衝突で高齢者が亡くなる事故が増えてい

ますので、10代の自転車ルール・マナーをもう少し強くやっていった方が良いと思

います。 

 

会長 ご意見ありがとうございます。事務局からお答えをお願いします。 

 

事務局 枚方市では小中学生に対しては色々と取り組んでおりますが、実際の自転車利用

については、自転車を通学で利用しているのは高校生です。枚方市でも通学時間帯

に安全指導や見守り等を行っていますが、すべての高校での実施までは至っており

ません。それにつきましては、高校生に対する自転車についてのマナー教育を、大

阪府や関係機関と連携しながら、対応について検討して参りたいと思います。 

 

会長 ありがとうございます。今の答えが総合計画素案の中のどこかに入っていたら良

いと思いますが、その点はどうなのでしょうか。 

 

事務局 73ページに交通安全に関する記載があります。 

これには高校生に対する施策がありません。高校生の多くがヘッドフォンをつけ

てスマートフォンを持って、時にはお菓子を食べながら自転車に乗っていますね。 

 

委員  大学生もそうです。 
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会長 そうですね。こういう問題は枚方市だけでは対応できなくて、免許の更新時や保

険加入時など、様々なアプローチがあると思いますから、マナー啓発の活動ととも

に、色々な人たちとの連携、例えば公安委員会や警察との連携についてもう少し明

確な書き方をした方が良いと思います。重要な指摘だと思いますので、ぜひ入れて

おいた方が良いのではないでしょうか。よろしいでしょうか。マナーの啓発活動に

ついては、市が主体ですよね。それだけでなく、府、警察、公安委員会などとも連

携し、保険の話も大事だと書く等、お願いしたいと思います。事務局はそれでよろ

しいですか。 

 

事務局 その内容で検討します。 

 

会長 文面については後で考えるということで、趣旨は承りました。 

 

委員 立派で素晴らしい素案ができましたが、７ページがなくて、６ページから８ペー

ジにとんでいます。それと 85 ページの次に 83 ページに戻っています。おかしいと

思いますので確認していただきたいと思います。それと内容についてですが、64ペ

ージの「環境に配慮した行動促進」に「ひらかた交通タウンマップ」と書いてあり

ますが、このような素晴らしいマップが、なかなか手に入りません。来月、老人会

で WG を実施するので、その時に使おうと思い、直接 NPO に行って 50 部いただきま

した。立派なものを作っても具体的にどのように活用するのですか。また、資料の

82ページのところをよく見ると、10年間で取り組むと書いてありますが、具体的に

どうやって市民に知らせて使ってもらうかについては、何も書いていません。体裁

だけ作っても、これが活きていないので、例えば市民に全戸配布にするとか、計画

を作って終わりにしたらだめだと思います。せっかく素晴らしい計画を作っていま

すので、バスをもっと利用してもらおうとするのであれば、それなりの活動をしな

ければいけません。全体的に立派なことが書いてあるのですが、具体的にどうやる

のかについて何も書いていないと思います。 

71 ページに香里団地内のけやき通りについて、こういうようにしますという図面

が書いてあります、84ページの施策パッケージのまとめの中では、けやき通りのと

ころを見ますと、これから 10 年間で市がやりますと書いていますが、10 年もかか

るのでしょうか。今の道路の道幅を広げるわけでもありませんし、道路の配分を少

し変えるだけなのに 10年かかるのかと、実際にやる気があって実行するなら誰がど

うのように実行するのか、具体的な事項が必要ですが、何もありません。これでは

良くならないのではないでしょうか。私自身はこれを見て内容的にはきれいに書い

てあるのですが、具体性が何もない気がしましたので一言申し上げました。 

 

委員 ご意見ありがとうございます。一つ乱丁、ページの打ち間違いがあったことはお

詫びし、早速訂正します。ご指摘ありがとうございます。タウンマップの配布であ

るとか施策パッケージの取り組みの仕方ですね。もう少し具体的に伝えることはで 
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 きないかといったことについてご意見をいただきました。事務局から質問にお答え

いだけたらと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局 交通タウンマップについては、毎年１万部印刷をしておりまして、新たに枚方市

に移って来られた方に、市民室で手続きをされる際、タウンマップをお渡しさせて

いただいております。その他では、枚方市役所本館や別館の受付や市内各支所、市

の施設に置かせていただいております。かなり持って帰っていただいているようで、

その都度補充させていただいております。交通タウンマップは、枚方市内の施設や

学校等に行くのにどこのバス停が近いのか等がよく分かるということで、かなり要

望がありまして、いろんなところに配布させていただいておりますが、手に入りに

くかったということですので、補充も含めて対応させていただきたいと考えており

ます。 

タウンマップの活用については、普段バスを利用しない方にもタウンマップを使

ってバスを利用していただく機会となる「バス！のってスタンプラリー」というイ

ベントを毎年春と秋、２回実施しております 

今年は４月に実施し、次は 10月６日（土）に実施を予定しています。スタンプラ

リーは枚方市の名所をバスに乗って巡って、スタンプを集めていただくというイベ

ントで、その際に、交通タウンマップの使い方や、バスの乗り方を知ってバスを身

近に感じていただければと、京阪バスと連携しながら、NPO 法人ひらかた環境ネッ

トワーク会議の主催のもと、実施しています。今後もこういう取り組みをどんどん

広げていきたいと考えています。 

次に、けやき通りの再配分についてですが、けやき通りは枚方市でも景観に優れ

た道です。この道の今ある道路空間を現状の道路幅の中で歩道や車道をどうするか、

自転車通行空間をどうしていくのか等といった検討を行政が一方的にするのではな

く、地域の方々がどのような利用をお考えなのか、限定された道路空間を今後いか

に有効利用していくかについて、また、この道はバス通りでもありますので、地域

の方々やバス事業者などの交通事業者の方々とも一緒になって色々な話し合いをす

るところから始めていきたいと考えております。そのような話をした上で、地域に

あった道路づくりを一緒に考えながら実行していきたいと考えております。こうい

った議論をしていく時間を取っていますので５年で実施までは難しいため、10年で

実施していくよう検討しております。 

 

会長 よろしいでしょうか。 

 

委員 マップについては、できれば事務所にもこういったものがあることを知らせて欲

しい。老人会でも１万３千人の会員がいますので、ぜひ一つ老人会も忘れないで配

っていただければありがたいです。 

 

会長 非常にありがたいご提案ですね。このタウンマップはどこに行けば手に入るのか

書いてないので、皆さんが分かりやすいように、具体的にどこに行けばいいのか、
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連絡先などを書いておいた方が、こういう活動を広げていこうという方にとっては

とっかかりが楽だと思います。よろしくお願いします。また、けやき通りですが、

84ページの備考の欄に検討から実施と書いてあります。この言葉がもうちょっと前

向きな、できるだけ早急に検討から実施に移る、という表現になればとても分かり

やすいと思います。言葉の選び方は色々あると思いますので、単に前期、後期の色

分けだけでなく、重点的にやりたいものは備考の欄に良い言葉を入れていただけれ

ばと思います。良い言葉がなければこの言葉でいいですが、これは思い入れがある

ことが説明できるようにする良いと思います。この内容で事務局はよろしいでしょ

うか。他にご意見、ご質問はありませんか。 

 

委員 交通タウンマップについては、ひらかた環境ネットワーク会議が枚方市と協力し

て作り、枚方市が転入者、イベント参加者などに配布しています。便利と言っても

らえてありがたいところです。これだけの効果があり、皆様の役に立つなら、予算

を計上していただき、全戸配布まではいかなくても部数を増やすよう枚方市にお願

いしたいと思います。 

 

会長 ご協力いただきありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたしま

す。他にご意見、ご質問ありますか。 

 

委員 59ページの「バス路線の確保・維持・改善」のところです。下のところに「効率

的なバス運行とは．．．」と注意書きを書いていただいていますが、これは民間のバス

交通を指すということでよろしいでしょうか。とすると、利用者のニーズに合わせ

てバス運行するという様に捉えられかねないのですが、58ページの施策パッケージ

の目標「人口減少、少子高齢化が進む中．．．」にも書いてありますように、バス事業

者からすると人口減少、就業者人口減少、利用者数減少していく中で、赤字路線の

損益を限りある黒字路線の収益で埋められたり、内部補助をされたり、経費の合理

化をされたりして苦しい状況です。また、乗務員の確保も難しくなり、乗務員不足

で路線の縮小、減便などをしていかないといけない状況もあります。車両のみなら

ず人の確保も難しく、事業者にとってはこういった状況から効率化という言葉が出

てくるのではないかと思います。民間事業者も利益を出し続けていかないといけな

いので、人材不足問題や利用者の減少など限りある条件の中で、収益性の良いとこ

ろに路線や人を張り付けていかないと経営が成り立ちません。それが効率化だと考

えていますので、「効率的なバスの運行」の書き方を、バス事業者の体力が続けられ

る範囲で利用者ニーズにあった運行をしていくような書き方にできないでしょう

か。 

 

会長 これは特に今回付け加えたところだと思いますが、事務局からご回答いただけれ

ばと思います。 
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事務局 この表現の仕方では言葉足らずになっている印象を受けるかもしれません。まず   

「利用者のニーズに合った」については、バス路線の走っていないところにニーズ

があれば新規路線等の運行をしていくということではなく、「今、バスを利用されて

いる方のソフト面を含めた色々なニーズに合った運行」という意図で記載しており

ます。バス事業者の想定できる範囲内というところもございますので、文章表現に

ついてはもう少し意味合いが分かりやすい形で検討していきたいと思います。 

 

会長 ここはなかなか難しいところですね。何が難しいかというと、効率性というのは

人の立ち位置によって全然違うものでして、ビジネスとして考えると収益が上がる

事が一番効率が良いのですが、人々の移動の確保として考えると、ビジネスとは違

う視点になるのかもしれません。では、ビジネスとしてできないところは誰がやる

のかという話が次に広がってきます。ここを詰めていくと、実はバス再編をどうす

るかとセットになってくると思います。色々な言い分はあるのですが、できるだけ

様々な立場の人にとにとって合意ができるところを、ここでは効率性と呼んでこう

いう書き方にして、いざ再編しなければいけないときは、利用者の視点とビジネス

の視点からどのような路線のあり方があり、それを誰が支えるのかという議論を行

い、その議論をきちんと踏まえることが大事だと思います。ですから、もし入れる

としたらそういった内容を入れられれば良いと思いますが、それを今ここに書くの

はくどくどしいと思います。ご提案いただいて誠に申し訳ございませんが、こうい

う程度の書き方でしばらく置かせていただいて、また次のタイミングで見直してい

くということでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

ろ 

委員 先ほどの発言のように、バスの運転手の数が少ないという話を前々から聞いてお

ります。そのような中でも、主要道路の交通のメインになるのがバスだと思います。

市民の声で多いのは、バス停が遠い、利用しにくい、利用者が少ないから廃線され

るということです。特に今年の４月には楠葉等、色々なところで廃線があり、特に

高齢者、障害者が多いので苦労しています。それについては、タクシー等のような

それに代わる手段を検討する必要があります。バスはバス、タクシーはタクシーで

はなく、連携していただいて、市民の交通を便利にするような策を考えてほしいと

思います。それと、もう１点、前の議事録にも要望レベルの記載がありますが、こ

れから枚方が目指すまちと交通ということで、新架橋（牧野～高槻間）ができるこ

とが決定していることから、この橋で行く交通手段というのも、バスを含めて同時

に考えていかないといけないと思います。素案には載っておらず、そういったこと

も取り組んでほしいと思います。 

 

会長 これにつきましては、事務局でお答えいただけたらと思います。よろしくお願い 

します。 

 

事務局 最初の１点目でございますけれども、地域の要望としていろんな形が、例えばバ

スであるとか、タクシーであるとか、デマンド方式であるとか、そういったものが 
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 考えていけるのではないかと思います。実は、まさしくそれが新たに追加しており

ます地域自主運行型のコミュニティ交通システムの検討・支援という形で、今の段

階では漠然とした段階ですけど、行政、交通事業者が地域と一緒となって、地域の

自主運行型というのも検討していく必要があると思っております。利用者の状況に

もよりますが、新規バス路線を通すことは非常に難しい状況になっております。ま

ずは、今のバスネットワークを維持していくことを第一に、それに合わせて、地域

が主体となった自主運行というのも一緒に検討していく必要があるのではないかと

考えております。 

 

会長 淀川の新架橋についてはどうでしょうか。 

 

事務局 淀川の新架橋については、75 ページの四角の中の役割について記載しているとこ

ろに、「バス事業者は、道路整備によるバス路線の新設などの検討に取り組みます」

とし、交通事業者の役割として挙げています。このような形で、新たな大きなネッ

トワークができた場合は、そういった路線、道路についても、バス路線について検

討していただくということにしております。 

 

委員 新架橋についての記載はどこにありますか。 

 

事務局 淀川の渡河橋については基本方針３に記載しています。74 ページに基本方針３の

全体的な説明をしており、広域交通ネットワーク機能強化のイメージ図に新名神高

速道路や淀川渡架橋について、図で位置を示しております。次のページに基本方針

３における事業者や行政、市民の役割を記載しており、その中で、交通事業者の役

割として、「道路整備に伴う新たなバス路線の検討」を記載しておりまして、76 ペ

ージ以降は基本方針３に関する具体的な施策をまとめていますが、その「施策３－

⑤－Ⅰ広域ネットワークの強化」の中で、淀川渡川橋整備として、都市計画道路牧

野高槻線といった具体的な施策を挙げさせていただいております。また、施策のま

とめとして、85ページの施策の一覧の方にも都市計画道路牧野高槻線を記載させて

いただいております。 

 

会長 ありがとうございます。こうやって順番に説明させていただきましたので、だい 

ぶ疑問が解けたということでよろしいでしょうか。他にご意見、ご質問いただけれ

ばと思います。 

 

委員 私は 55～56ページについて、質問というか、こうなったらいいなと思う提案を話

したいと思います。今回新しく 55ページに共通施策「現況把握や将来推計のための

データの整備と分析」というものが入ったかと思います。こういうものが前段に来

るというのはすごくインパクトがあると思っておりますし、住民の方にもこういう

データを開示することで、住民参加が進むというご意見もあるのも大変心強く感じ

ました。56ページを拝見しますと、「交通に関する資料提供及び収集」というもの 
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 をされるということなのですが、枚方市の場合は公共交通がいかに市民の生活の豊

かさを担保するかを重点的に考えておられる計画になっていると思います。ですの

で、公共交通に関するということで、利用者数とか収支率だけを載せるのではなく、

例えば、前段の方に福祉や教育の面、交通安全の面、観光の面など、いろいろな分

野に波及しているのですということを、お話されていると思いますので、可能な範

囲で良いと思うのですが、交通に関するデータの収集の中にもそういうことを書い

ていただいて、公共交通の利用が増えた、高齢者の外出率が高くなった、何かのイ

ベントに公共交通で来た人が多くなったなど、自分たちの生活が、実は公共交通と

関係しているのだなと分かるページにされると、とても良いのかなと思いました。

また、せっかくつくるページですので、広報などのいろいろな機会や場面で情報を

提示されたらいいと思いました。以上です。 

 

会長 ご提案ありがとうございました。事務局からご回答いただけたらと思います。 

 

事務局 交通が色々な要素に因果関係があり、影響していることについては、本計画の中

では 13ページに示しております。様々な取り組みが交通に対してどういった効果が

あるのかについても、ご提案を参考にし、情報提供していきながら、調査・検討し

て参りたいと思います。数値表現や効果がどういった形で示せるのか、今の段階で

は具体的に示すことはできませんが、例えば 21ページに示しています「外出による

効果」で、外出することによる医療費の抑制効果の情報のように、全国的に数値デ

ータが公表されているものもありますので、ホームページ等で、こういった情報に

ついて、枚方市の事例も交えながら分かりやすい形で示していければと思っており

ます。 

 

会長 ご提案ありがとうございました。他にご意見、ご提案はございますか。今のご提

案とも関わりがあると思いますが、私の方からも２点お願いしたいと思います。一

つは、効果をできるだけ共有し、可視化しましょうという話です。それをどこでや

るのかということですが、最後にお話しいただいた 87ページで計画の推進管理・評

価の、総合交通計画推進委員会をつくるというところですが、単に PDCAを回してい

くという話だけでなく、せっかくこれだけの皆さんがお集まりですから、どういう

視点でどういう効果があるかを確認し、その結果について皆さんで中身を見ていた

だいて、効果を確認し、公表していくプロセスを取っていくと、市民の人にとって

も交通の事が人事ではなくて、身近な自分の事だということが感じていただける可

能性があると思います。もう一つ、パブリックコメントでいただいたいろいろな意

見ですが、今の計画の中ではまだ反映できない事もありますが、こういう取り組み

を進めていくと状況が変わってきて、もう少し市民の皆さんと一緒になって取り組

んでいく可能性が出てくると思います。状況に対応することが重要であり、それが

85 ページでは PDCA サイクルによる施策の推進ということで状況の変化によって、

市民の方の動きが変わってくる。そこで、もっと一緒にやっていこうという気運が

出てきたら、それに上乗せした施策を実施する話も出てくると思います。協議会で
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状況に応じた計画の中身の、大きな変更ではなく、小さな変更ができると思います。

例えば、路線の再編という話が最初に出てきたのですが、路線を再編していくプロ

セスで、誰にとっての効率的か又は効果的かということや、それをどのように皆さ

んで必要な費用を負担するかという話を議論する場は、ここの推進管理体制しかな

いと思いますので、ここでそういった議論をし、個別の話は別途の業務としてやっ

ていく等、計画推進委員会で、できるだけ計画進行管理だけではなく、新しい問題

についても議論していき、皆さんと議論した大きな方向性に基づき、個別の内容に

ついて詰めていくというふうにしないと、個別最適が全体の中でどういう位置付け

になるか分からない可能性があります。全体の計画は計画推進委員会に戻って議論

し、常に個別の計画を動かしていくというようにしたらどうでしょうか。PDCAだけ

ではなくて、色々なことを相談し合える組織として位置付けていた方が良いと思い

ます。言葉としては色々と書いてありますので、同じことを申しているかもしれま

せんが、もうちょっと心に気合を入れて魂を吹きこんでいったらどうかと思います。

他にご意見、ご質問がございますか。 

 

委員 議事録を見ていますと、LRT、BRT などについて、前回の協議会でも「検討」だけ

でも入れたらどうかというお願いをしています。それについては、この計画は実施

プログラムを示すものであって記載は難しいが、調査・検討というのは必要だと考

えておられるということがあったと思います。どこかに「LRT や BRT の検討」とい

う文字を入れてもらえないでしょうか。 

 

会長 

 

ご意見ありがとうございます。事務局から、私の意見も含めてご説明、ご回答い

ただければと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局 まず、会長からいただいたご意見についてですが、私共も計画策定後、この計画

の PDCAを回すだけではなく、今までは枚方市域の交通関係者が一堂に集まる場があ

りそうでなかったのですから、こういった場を今後も有効に活用して参りたいと思

います。当然、総合交通計画の PDCAを回すというのもございますが、皆様方から情

報提供や情報交換をしていきながら、枚方市域での交通についての現状や課題など、

それぞれお持ちの内容、例えば、新しい何かを検討している等を、こういった場の

中で意見交換できるようにしていきたいと思います。未定ではありますが、このよ

うな場の設定、会議体の設置については相談させていただきたいと思います。 

次に、以前にもご意見いただきました LRT、BRTについてですが、LRTの導入につ

いてもなかなか現時点では難しいところがあるのではないかと思います。そういっ

た中でも従前から枚方 LRT 推進会の方々が研究されており、行政も連携して参りた

いと思いますが、総合交通計画の中で具体的な取り組みとして挙げるような段階で

はないと考えております。LRTについては、１㎞あたり 30億円かかるということを

聞いております。また、ご指摘にもございましたが、樟葉から松井山手までこうい

ったものを検討してはどうか、京阪本線と JRをまたぐような形でどうかというの 
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 を、ご意見としていただいたと思います。しかし、府県界を超える問題もございま

すし、また枚方市駅～松井山手駅は 15 ㎞ございますので、１㎞あたり 30 億円とす

れば、450億円という金額にもなっております。こういったところと、あとは独立採

算という問題ですとか、大きな問題がいろいろあると思います。かといって、検討

していかないわけではなく、LRT、連接バス、BRT、新たな交通システムについて検

討して参ります。総合交通計画は 10年間の戦略でございますので、具体的な記載は

今回控えさせていただいております。 

 

会長 よろしいですか。議論をしなかったわけではないので、こういう意見があったと

いうのを議事録に残しておくということだけでも意味があると思います。他にご意

見、ご質問はございませんか。 

 

委員 先の推進管理体制で体制、組織を考えるとの説明がありましたが、ここで書いて

あるところでは事業者と行政というところなのですが、市民も広く集まれるように

していただきたいと思います。 

 

会長 事務局からよろしくお願いします。 

 

事務局 今想定している総合交通計画の推進の会議体については、今日集まっていただい

ているメンバーほぼ全員と市民が入っていただいた形で行って参りたいと考えてお

ります。 

 

会長 はい、ありがとうございます。 

 

委員 一点、ご質問とご提案をさせていただきたいと思います。まずは質問ですが、市

民意見聴取の 58件ですが、サンプル数が 17人で 58件は、偏った感じかなと思って

おります。17 人は市民が何人で、議員が何人であったのか、もし分かれば教えてい

ただきたいです。それと併せて市民の方が何名で何件であったのか教えていただき

たいです。というのは、市民の見方と議員の見方は若干違うと思いますので、そう

いうのを踏まえた中で、今後の戦略に活かしていきたいと考えております。次にご

提案の方ですが、74 ページからの未来へとつながる交通基盤のところですが、先ほ

どこの計画は 10 年スパンのものとの説明がありましたが、北陸新幹線が 30 年後く

らいに松井山手に駅ができる予定でございます。当然、今この時期に計画など何も

ないのかも分かりませんが、将来を見越してやっていく必要があるかなと思ってお

りまして、言葉だけでもどこかに入れて意識付けすると将来良い施策になっていく

のではないかと思います。ご検討をお願いいたします。 

 

会長 はい、ご質問とご提案です。事務局からよろしくお願いします。 

 

事務局 最初の意見でございますが、資料１の方の意見聴取でございますが、17人、58件
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については、全員市民の方々でございます。議員の方々の意見については、既に計

画の中に反映した形にしております。それとご提案については、積極的に検討して

参りたいと思います。 

 

会長 はい、ありがとうございます。ちなみに議員の皆様からのどんな意見が多かった 

でしょうか。 

 

事務局 パブリックコメントでの意見でもあったのですが、総合交通計画でいろんな交通

事業者と連携するのは良いのですが、まずは庁内連携をしっかりすべきではないか

という意見をいただいております。庁内の連携については、13ページのような形で

反映させております。大きくは庁内連携、福祉部局と交通部局との連携などをしっ

かり図るべきであるという意見をいただいております。 

 

会長 ご紹介ありがとうございました。他にご意見、ご質問ございますか。よろしいで

すか。概ねご意見も出尽くしたということで、いくつかご意見いただきましたが、

素案全体の変更が必要になる部分についてはあまりなく、言葉をもう少し丁寧に整

理することや、追記するということがたくさんあったというように思います。この

内容については、申し訳ないのですが、私と事務局とで相談させていただいて、修

正案をまとめさせていただきまして、最終版を皆様にお届けするというようにした

いと思います。よろしいですか。ありがとうございます。 

それと、もう一点気になったのですが、今のところは平成 30年８月で間違いない

のですが、将来の年号が、例えば５年後が平成 35年というころは、もうないことで

すし、印刷した後、作り直すというのも、もったいない話だと思います。他のとこ

ろでも西暦に書き換えるところがありますので、もし可能であれば西暦に直してい

ただくことにしたらいかがでしょうか。もしよろしければ、西暦の方に代えさせて

いただいて、最終的な製本をすることにさせていただきたいと思います。では、で

きるだけ早く事務局の皆様と整理をしていきたいと思います。これからもこの計画

を基に、総合計画を実現していくためにも皆様の力をぜひいただきたいと思います。

以上で、議題を終了したいと思いますが、他に事務局で全体として何かありました

らお願いしたいと思います。 

 

事務局 （参考資料３ 「今後のスケジュール」の説明） 

 

会長 実質、このスケジュールを見ると、今日が実質的に「素案」を取っていくことに

なりますから、この計画策定については、最後の集まりということになると思いま

す。思い起こすといろんなことが頭の中を走るわけでございますが、そもそも枚方

市でこれから人口も減少していてどうやって公共交通を支えるのか、それだけでな

く、自動車交通も歩行環境もまだまだ課題がたくさんあるという話があったわけで

すけれども、そうした個別の課題をどうするのかを全体で取りまとめて、皆様と共

に枚方市における交通まちづくりを、枚方市民にとって望ましい状況を皆で力をあ
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わせてつくり上げましょう、その方向がこの方向だよというように、計画としてま

とめることができました。皆様とのご議論がこのような形になりました。ここで、

頑張ってくれた事務局に御礼を申し上げるとともに、委員の皆様に大変お世話にな

ったことを厚く御礼を申し上げたいと思います。先ほどもご意見がありましたよう

に、計画は完成して終わりではなく、計画をつくって活かしてこそ計画の値打ちが

あります。計画実行については、今日集まる皆様一人ひとりの力が重要になってく

ると思いますので、引き続き、この計画の内容についてお力添えをいただきたいと

思いますし、こうして議論した内容をぜひ皆様の職場や地域の皆様、所属団体の皆

様と、お話しいただき、他人事ではなく自分の事として仲間を増やしていただけた

らと思います。本当にどうもありがとうございました。では、本日の会議は以上と

させていただきたいと思います。 

 

事務局 これをもちまして、３年間にわたり、ご議論いただいた、本協議会は今回を持ち

まして終了となります。 本市を代表しまして、土木部長より、お礼の言葉を申し上

げたいと思います。 

 

土木部長 事務局を代表としまして一言御礼を申し上げます。平成 28年６月に第１回の協議

会を開催させていただいて約２年半、各委員の皆さまには活発なご議論をいただき、

本当にありがとうございました。１年目には本計画の理念をまとめるに当たり、様々

なご意見をいただきながら「多少の不便や負担を分かち合う」という、一歩踏み込

んだ表現をするなど、みんなで考えることや大切さやきっかけをお示しいただけた

と思います。会長をはじめ、委員の皆様のおかげをもちまして、本当に素晴らしい

計画に出来上がったと考えております。この枚方市総合交通計画は、枚方市域の交

通政策に係るマスタープランに位置付けるものとして、長期の視点に立ち、枚方市

が目指すまちづくりの姿を実現していくために、市民の皆様や交通関係機関をはじ

め、各行政分野との連携を図りながら、活用していきたいと考えております。よろ

しくお願いします。最後に今後とも皆様方のご指導、ご協力をお願い申し上げまし

て、御礼の挨拶とさせていただきます。本当に長きにわたり、ありがとうございま

した。 

 

事務局 それでは、これをもちまして第６回枚方市総合交通計画協議会を閉会とさせてい

ただきます。委員の皆様方には議事の進行にご協力いただきましてありがとうござ

いました。 

以上 

 

 


