
9 月 11 日 堺市決算審査特別委員会第一分科会（建設委員会所管事項） 

○西委員 創志会の西でございます。よろしくお願いします。  

先ほども、公園墓地について西川議員から御質問ございましたが、私もまず墓地について 

の質問からさせていただきたいと思っています。実は、私の父方の祖父が鉢ヶ峯墓地をつく

った１９４８年の当時の内務省の技官及び、皆さんと同じ理事者だったもんで、設計につい

ての御迷惑があれば、西川議員におわびをしなきゃいけないなと思っているところであり

ますけれども、公園墓地において、今回の８款土木費、４項都市計画費、１４項公園墓地事

業費についてお聞きをしていきたいと思っていますが、決算額は２億６，２４０万７，６４

０円ということでありますけれども、この近年、最近新聞等々で話題になっています合葬式

墓地というのがありますが、これ堺においては、まだ存在をしていないということと認識を

していますが、合葬式墓地とはどういうものかお示しください。  

 

○三好公園緑地整備課長 合葬式墓地でございますが、合葬式墓地とは、複数の亡くなられ

た方の御遺骨を共同で埋葬する形のお墓でございます。一般的に個別に墓石の建立や維持

管理の手間を要しないことから、近年の核家族化や人口減少、高齢化により、墓地への市民

ニーズが多様化する中で、お墓の承継にお悩みを持つ方の需要にも対応する形態の墓地で

ございます。以上でございます。  

 

○西委員 合葬式墓地ですね、今御紹介いただきましたが、まさに人口減少、高齢化や、ま

た墓じまいとか、さまざまな今時代の変化が起きてきてる中で、非常に重要な施設になって

くると思いますが、平成２５年の第４回の定例会で、当時、中井國芳議員が合葬式墓地につ

いて質問して、当局から平成２５年の時点で調査研究していくというふうに答弁をされて

いるようであります。現在、２５年から大分たちましたけれども、その市の対応状況につい

て御説明ください。  

 

○三好公園緑地整備課長 市では、堺公園墓地使用者等に墓地に関しますアンケート調査を

行い、合葬式墓地について意向調査を行っております。平成２６年度におけます堺公園墓地

使用者へのアンケート結果では、合葬式墓地をつくるべき、また自分も使用することに関心

があると答えられた方は、平面墓地使用者で約３割、納骨壇使用者で約６割でございました。 

また、平成３０年度の空き墓地募集時におけますアンケート結果では、合葬式墓地の必要性 

について回答されている方は６％と低い結果でございましたが、一方、墓地を返還された方 

に対しますアンケート結果では、平成３０年度は１６２人の回答がありました。遺骨の改葬 

先のほとんどが寺院等になっていること、また返還の理由といたしましては、墓地の祭祀者 

がいなくなったため、将来子どもたちの負担をなくすためという御意見が多数を占めてご

ざいました。  



このことから、堺公園墓地におきましても、特にお墓の承継にお悩みを持つ方が合葬式墓 

地への関心が高くなっているものと考えております。市では、これらのニーズを踏まえまし

て、他都市の設置事例について調査研究を進めていきます。以上でございます。  

 

○西委員 結果としては、申しわけないですけども、平成２５年に調査研究していくと答え

ていただいて、またこの答弁も調査研究していくという答弁なんですね。ちょっと残念だな

と言わざるを得ないわけでありますが、ちなみに、先ほどおっしゃられた合葬式墓地の必要

性について、空き墓地募集時におけるアンケート結果では６％と低い結果であったと、わざ

わざ御紹介をいただきましたが、今から空き墓地を借りようかなという方に合葬式墓地の

必要性について、どうですかと答えても、そんなに高い結果にならないことは想定をできる

わけでありまして、ターゲットを違う人に聞いても、それは低いという断定されても、なか

なかこれは余りいい根拠データじゃないなと思わざるを得ないと言わざるを得ないと思っ

ています。ちなみに、これは別に堺だけの議論ではなくて、新聞等々でもたくさん紹介があ

りますが、時代としては、少子高齢化であり、そしてお墓を継承していく方がだんだん、そ

の同じ地域にいなくなってくるというのは、別にこれ堺だけの課題ではなくて、全国共通の

課題だとは思いますが、これ、ほかの政令指定都市の整備状況について教えていただけます

でしょうか。 

 

○三好公園緑地整備課長 政令指定都市では、近年合葬墓の整備が進められており、現在、

２０都市のうち、１５都市で整備済みでございます。昨年度は川崎市と京都市が新たに合葬

式墓地の整備を行っております。大阪府下では、平成１９年に大阪市営瓜破霊園、平成２２

年に守口市、門真市、大東市、四條畷市の４市で共同運営している飯盛霊園、平成２７年に

箕面市立霊園、平成３０年に泉佐野市檀波羅公園墓地、平成３１年に高槻市公園墓地で、そ

れぞれ合葬式墓地が整備されております。以上でございます。  

 

○西委員 つまり、残念ながら申し上げなきゃいけないわけですが、平成２５年に調査研究

をするという答弁をされてから、ここまで時間がたってる間に、全国各地では合葬墓、当然

時代に対応して必要なことなので、このように整備が進んでいて、そして大阪府下でもたく

さん整備が進んでいる。しかし、堺ではまだ調査研究をする段階ということでありますが、

この課題、合葬式墓地を整備していくことについて、どのように今課題を研究されているの

かお示しください。  

 

○三好公園緑地整備課長 課題といたしましては、墓地施設の追加には、墓地の需要予測が

必要であること、遺骨の埋葬形態は樹木葬などの自然葬形式や慰霊碑型、納骨堂型など多様

であること。合葬方法におきましても、直接合葬式墓地へ埋葬するケースと、一定間、別の

場所で個別に安置し、その後埋葬するケースがあり、施設の形態や埋葬方法も多様であるこ



とから、ニーズに合った施設の選定が必要であること。合葬式墓地の設置に伴う環境対策や

埋葬数増加に伴う周辺への配慮が必要となることなどがございます。以上でございます。  

 

○西委員 まさに今おっしゃった課題あると思いますが、それをこの５年以上かけて調査研

究をしといていただかなきゃいけなかったのに、まだこんな議論がされてるということが

いささか残念だと言わざるを得ないわけでありますが、この合葬式墓地について、今後どの

ように議論をして進めようとされているのかお示しください。  

 

○三好公園緑地整備課長 社会状況といたしまして、核家族化や人口減少などにより、今後

さらなる墓地の承継者の減少が想定されます。本市の公園墓地におきましても、平面墓地の

返還数が増加傾向にあり、多様な市民ニーズに対応した新たな形態の墓地も必要になって

いると認識しております。堺市公園墓地における持続可能な墓地経営を行うためには、合葬

式墓地も対応策の１つと考えており、時代に合った合葬式墓地の導入に向け、検討を行って

いきます。以上でございます。  

 

○西委員 今お答えをいただきました。くどくなるので、もう１回だけ申し上げますが、こ

の核家族や人口減少などによりという社会状況というのは、平成２５年に言われてなかっ

た話じゃないんです。その当時から時代認識は何ら変わっていない。にもかかわらず、議論

が進んでない、非常に残念です。早目に議論を進めていただいて、これは全国の多くの取り

組みがもう進んでますから、堺市も時代おくれにならないように早く進めていただきます

ことを要望して、この項目は終わります。続きまして、８款土木費、２項道路橋りょう費、

４目交通安全対策費に関連してお聞きをしていきたいと思いますが、自転車通行環境整備

の進捗状況についてお示しください。  

 

○髙田自転車環境整備課長 堺市自転車利用環境計画では、市内の主要な目的地を結ぶ自転

車ネットワーク約２５０キロの整備を計画し、歩行者の安全を第一とし、自転車利用者の安

全にも配慮した自転車通行空間の確保を行っており、平成３０年度末までに４９．６キロの

整備を行いました。平成３０年度においては、決算額で委託料１，３３５万３，４４０円、

工事請負費１億８，４３５万１，２００円、合計１億９，７７０万４，６４０円の事業費で

８．２キロの整備を行いました。また、自転車ネットワークのうち、平成２７年度から令和

４年度までに優先的に整備を進める路線約５０キロを堺市自転車ネットワーク整備アクシ

ョンプラン５０キロとし、中間年である平成３０年度末までの整備率は約４８％、約２４キ

ロとなっております。以上です。 

 

○西委員 優先的に整備を進める約５０キロについては、計画年度の約半分で、約５０％進

んでいるということであります。ただ、これもともと堺市自転車利用環境計画、多くの方が



入っていただいてつくっていただいている計画でありますけれども、これでは２５０キロ

整備計画してるんですよね。でも、優先的に整備を進める５０キロのうちの約半分しか今進

んでない。非常に残念です。２４キロしかできてなかったら、こんだけかかって２４キロし

かできてない。２５０キロの整備を多くの人で議論してつくったのに、２４キロしかできて

ないということであれば、一体この２５０キロ、いつになったらできるんだろうかなと思い

ますが、これはぜひ、積極的にこの計画を、２５０キロ取り組んでいただきたいと思います。  

この自転車通行環境整備をするに当たって、これつくっていくと、駐車車両が立ちはだか 

っていて、その自転車通行環境が実質的に使えなくなっている、これは法律上の違反であり 

ます。マナー論争ではなくて、法律違反なわけでありますけれども、結果として、そこは使 

われてないから、ほかのところに整備をするときに、地域の皆さんが、あそこ使われてない 

から、実質的にそんなんやっても無駄じゃないのという議論が出てきます。でも、これは先 

ほど申し上げたとおり、自転車通行環境の走行帯の上に、通行空間の上に駐車車両がいると 

いうことは、法律違反ですから、これは積極的に排除をしていく、やっていく必要があると 

思いますが、今後の路上駐車対策、どのようにされているか、どのように考えておられるか 

お示しください。  

 

○髙田自転車環境整備課長 委員御指摘のとおり、路上駐車対策については、整備後、地元

への自転車マナー啓発に加え、新たに路上駐車防止の啓発を行い、あわせて所轄警察への取

り締まりの強化を依頼を行っていきたいと思っております。  

 

○西委員 ぜひ、よろしくお願いします。兵庫県警は、しっかりと、この兵庫県警と道路管

理者である兵庫県の皆さんは、この自転車通行環境整備後の路線をしっかり維持をしてい

くために、さまざまな取り組みをされていて、報道等でも御紹介をされてるのは御存じの方

は御存じだと思いますが、しっかりと、つくったはいいけれども、その後のメンテナンス、

維持、しっかりと利用しやすくしていく、そのことも一貫した取り組みだと思いますので、

ぜひよろしくお願いをしたいと思っています。 堺だけが道路が狭いわけではなくて、全国

各地でも、道路が狭いから、自転車走行空間、なかなか確保できないよと、そんな話はたく

さん出てくるわけでありますから、その中で、車道の端の街渠部ですね、約５０センチは、

非常に有効利用をしなくてはいけないスペースだと思いますが、この有効活用について、ど

のようにお考えかお示しください。  

 

○髙田自転車環境整備課長 自転車の通行環境整備時には、車道幅員に余裕のある区間では、 

既設の街渠をそのまま利用していますが、車道幅員に余裕のない区間では、既設街渠にかえ、 

自転車通行空間を確保するために、縁石一体型側溝等の整備を予定しています。  

しかしながら、整備コストが割高で、維持管理上の課題があり、路線ごとに総合的に判断 

した上で整備を行っていきます。以上です。  



 

○西委員 ぜひ、先ほど御紹介いただいた縁石一体型側溝、これは３１０号線のところでも

やられてるように聞いてますし、鳳土木でも、あの堺駅周辺のところでもやられてますよね。 

こういう取り組みもぜひ活用していただいて、限られた道路資源の中で、しっかりと安全に 

走行できる環境を確保していただく、ぜひよろしくお願いをしたいと思っていますが、そん 

な中、国交省が３１年４月に道路構造令を一部改正をしました。この自転車の走行空間につ 

いて国交省はさらに取り組みを進めていくために改正をしたということでありますが、内

容について御紹介ください。  

 

○髙田自転車環境整備課長 改正内容は３項目あります。まず１つ目は、自転車を安全かつ

円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として、自転車通行帯というものを

新たに規定されました。２つ目は、自転車通行帯の幅員は道路交通法に基づく普通自転車専

用通行帯と同様の１．５メートル以上とし、地形の状況、その他の特別な理由により、やむ

を得ない場合においては１メートルまで短縮できるとされました。３つ目は、自転車道の設

置要件として、設計速度が６０キロ以上であるものを追加となっております。以上です。  

 

○西委員 御紹介いただきましたが、これ、国交省が、国が管理する道路空間についての道

路構造令の改正であります。これに基づいて、地方公共団体に対しても、国交省は参酌基準

であると言ってますが、参酌をしていただいて、それぞれの地方公共団体でも改正をしてほ

しいというような話も出ておりますけれども、堺市の構造令、改正が必要ではありませんで

しょうか、お示しください。  

 

○根兵道路計画課長 本市におきましては、平成２５年４月１日施行の堺市道路の構造の技

術的基準を定める条例では、路肩の項目におきまして、堺市独自規定といたしまして、自転

車の通行空間に関して定めています。具体には、第３種及び第４種の道路、自転車道を設け

る道路を除きますが、このうち、安全かつ円滑な交通を確保するため、自転車の通行空間を

設ける場合においては、車道の左側に設ける路肩の幅員は１．５メートルを標準とするもの

とすると定めています。一方、平成３１年４月の国の道路構造令の改正におきましては、新

たに自転車通行帯を規定し、その幅員などを定めています。自転車通行環境の整備に当たり

ましては、運用のしやすさや、道路交通法上の取り扱いについて整理する必要があるため、

条例改正の必要性を含め、交通管理者である警察や庁内関係化と協議・調整していきます。

以上でございます。  

 

○西委員 必ずしも、同じ条例をやる必要があるかどうかっていうのは、確かに議論がある

ところだと思います。この条例を運用しやすいように改正をするなり、まあ、改正をしなく

ても、走行空間をしっかり確保できることが、そのほうが逆にいいのであれば、それはそれ



で取り組んでいただきたいと思いますが、気になるのは、交通管理者である警察と協議をし

ていくということでありましたが、これは国の道路構造令を改正をするときに、当然、警察

庁本庁と国交省の間で協議をした上でやってる基準でありますから、同じ基準を書いて現

場警察が反対をするというのは想像しにくいわけですよね。そういうことも含めて、ぜひこ

の改正をどのようにしていくか、もう少し議論を前に進めていただけたらなと思います。よ

ろしくお願いします。次の項目に移ります。堺市水道事業会計の１款水道事業費、１項営業

費用、２目配水及び給水費に関連をしてお聞きをしたいと思いますが、平成３０年の第４回

の大綱質疑で私は広域水道企業団の話をお聞きをしました。広域水道企業団が結局のとこ

ろ、藤井寺以北のところで完全な耐震化は終わっていないということで、大規模災害時には、

用水が本当に供給されるのか、大きな不安があるということを申し上げました。それに基づ

いて、お客、つまり我々堺市は広域水道企業団からしたらお得意様であるはずですから、お

得意様として、お客様として、仕入れ先に対して、もっと早く、もっと早急に耐震化をちゃ

んとやって、大規模災害時に送水が継続できるように要望してほしいということを申し上

げましたが、この取り組みについてお示しください。  

 

○藪下危機管理・広報担当課長 大阪広域水道企業団の資料では、用水供給事業におきます

平成２９年度末の管路総延長は約５７１キロメートル、耐震化を示す耐震化率では３１．

６％とされております。企業団の送水の安定性の向上に対する要望につきましては、平成３

０年１２月議会の大綱質疑を受けまして、３１年１月に開催されました企業団運営協議会

の総会におきまして、水道管路が破断しないようハード面からの耐震化を促進することを

要望しております。また、管路が破断しても送水が停止しないようバックアップ機能の強化

とあわせ、たとえ管路が破断したとしても迅速に復旧できる体制を構築することを要望い

たしました。この要望に対しまして、企業団からは構成団体の意見を聞きながら、現在策定

中であります企業団の次期経営計画等に管路の耐震化等を盛り込み、本格的に実施すると

の回答をいただいているところでございます。 本市といたしましては、企業団の事業が着

実に実施されるよう、進捗状況を注視していきます。以上でございます。 

  

○西委員 この大綱質疑の議論を経て、企業団の中で要望していただいてる、実はこの打ち

合わせの中で初めて教えていただいたわけでありますけれども、ぜひ議論をしていただい

て、早急に取り組んでいただくこと、幾ら堺市の企業会計の中で、堺市の配水の耐震化を幾

ら進めても、企業団が破断をして、実際、地震が起きたときに用水が供給されなければ、堺

市としては困ってしまうのは、皆さんもう自明のとおりだと思いますので、これは何度でも

やかましく、何度でもうるさく、水道企業団に対して、利用者として要望していただきたい

なと思います。その関連でお聞きをしたいのですが、というわけで、まだまだ企業団のとこ

ろに不安があるわけでありますが、この企業団から受けた先、堺市の水道管の耐震化計画と

進捗状況についてお示しください。  



 

○太田事業マネジメント担当課長 堺市の水道管の耐震化の計画と進捗状況につきまして

は、堺市内には約２，４００キロの水道管が布設されており、口径３５０ミリ以上の幹線管

約２００キロ、口径３００ミリ以下の配水支管約２，２００キロに分けて整備計画を策定し

ています。幹線管は年２％、約４キロ、配水支管は年１％、約２２キロを耐震化による更新

を実施しており、平成３０年度末の耐震化率は２６．５％で、政令指定都市の平均的な値と

なっております。人口減少などにより、水需要が減少する中においても、災害時における機

能確保が必要であるため、施設の老朽化対策や耐震化を早期に進める必要があります。その

ため、５０年先、１００年先を見据えた強固な基盤強化策として、令和５年度を開始年度と

する新たな上下水道ビジョンを策定します。以上です。  

 

○西委員 今お示しをいただいた中では、平成３０年度末の耐震化率は２６．５％、当局の

皆さんとしては、政令指定都市の平均的な値だから、文句あるかということをおっしゃって

るのかなと思ったりもするわけでありますが、私は、神戸や新潟の震災のボランティアにも

発災直後に行かせていただいたわけでありますが、発災直後だったので、まさに水が出ない、 

そういう問題で本当にしんどかったし、大変な現場を見ました。地震によって水が断水をす 

る、本当に衛生面も大変ですし、頭では皆さんわかってくださると思いますが、本当に現場 

は悲惨なことが起きます。２６．５％ですから、残りの７３．５％が耐震をされてない、災 

害時に何が起きるんだろう、本当に不安であります。 そういう意味で、令和５年度にさま

ざまなことを、人的余力、予算、お金、そしてさまざまな発注体制等々を再計算をし直して、

令和５年度に上下水道ビジョンを策定をするということでありますけれども、今議会でも

値下げも提案をされています。これを本当に値下げしてて、値下げするのは市民の皆さんに

とってはありがたいことです。安い値段で、ただでさえ高い、高いと、いろんなところで言

われる水道費ですから、値下げをされるのはありがたいことだと思いますが、その一方で、

こういう耐震化、おろそかになっちゃうんじゃないかという不安も持つわけでありますが、

この値下げ分、事業費に充てることで耐震化、さらにできる、そんなことはありませんか。  

 

○太田事業マネジメント担当課長 水道施設の耐震化や更新事業は、現行の上下水道ビジョ

ンに基づき計画的に進めております。 耐震化や更新事業を効率的に実施するため、アセッ

トマネジメント手法を用い、中長期的な視点で事業量と経営状況を把握しながら、更新の適

正化・平準化を図っています。 また、優先耐震化路線の耐震化率については、決算書の附

属書類にも記載しておりますが、当初目標でありました令和７年度末の９２％から計画を

前倒しし、令和７年度末に１００％にするなど、計画を上回る事業を進めつつ、経営の安定

が確保できる見通しとなりました。引き続き、安定的な経営を行うためには、経営基盤の安

定に加え、ハード整備及びソフト対策によるライフラインの安全と安価な料金設定とのバ

ランスをとることが重要と考えています。  



このことから、今回の企業団の受水費引き下げに伴う減少分については、お客様に還元す 

ることとしました。 将来の課題といたしまして、大規模災害が頻発している中、水道管路

の早期耐震化が求められている状況となっていますが、一方で事業と投資の平準化を図る

必要があります。平準化を確保しつつ、耐震化のスピードアップを図るためには、事業費の

確保だけでなく、事業の効率化、発注形態や執行体制に課題があると考えています。そのた

め、現在、超長期のアセットマネジメント計画を策定しており、令和５年度を開始とする新

たな上下水道ビジョンにおいて広域連携や公民連携による耐震化を推進することとします。

その１つとして、大規模事業体である大阪市のＰＦＩ水道管路更新事業との連携も現在検

討しているところです。以上です。  

 

○西委員 まさに事業費の確保だけでなくて、事業の効率化や発注形態、執行体制という要

素もあるから、単に事業費を確保したからといってできることではないということをおっ

しゃってるんだと思います。ただ、値下げを簡単にしていいのかなという不安もないことは

ないわけであります。市民目線で言えば、値下げをしたほうがいいというのはよくよく承知

をしていますが、しかしながら一方で、耐震化等々もしっかりと前へ進めていただきたいと

思っています。そこのところをしっかりと酌んでいただいて、いろんな方法、まだここで議

論するようなレベルではない、もっと細かいいろんな議論があると思いますが、それをぜひ

進めていただいて耐震化、ぜひ進めていただきたいと思います。 災害に対する安全・安心

の取り組みとして、ほかにどのような対策を行っているか、お示しをいただけますでしょう

か。  

 

○太田事業マネジメント担当課長 本市は企業団から１００％受水しておりますことから、

最大の被害が想定されている上町断層帯地震が発生し、企業団からの供給が停止した場合、

市内に水が供給できなくなる可能性があります。企業団の水道施設の復旧期間が最大７日

間と想定されていることから、本市では市民の飲料水など最低限必要となる８日分の水、約

８万立方メートルを地震発生時には緊急遮断弁により、自動で市内１０カ所の配水池に確

保します。この水を活用し、医療機関や指定避難所への運搬給水を行うこととしています。  

次に、企業団から水の供給が再開した時点で、指定避難所や医療施設への給水ルートを早 

期に確保するため、幹線管の分岐から指定避難所までの水道管路を優先耐震化路線と位置

づけて、優先的に耐震化を実施しています。さらに、災害時に指定避難所内の水道施設が破

損した場合でも、応急給水を確保するため、市立小学校を初めとする指定避難所へ災害時給

水栓、すいちゃんのビックリじゃぐちの整備を推進しています。先行して設置している小学

校９３カ所の整備が令和３年度末に完了する予定です。また、大規模災害時には、大都市間

における相互応援協定に基づき、本市を支援いただく岡山市、浜松市、仙台市をリーダーと

した応急給水や復旧などに関する受援体制を強化しております。以上です。 

  



○西委員 いろいろと研究をしていただいていることはよくわかります。ただ、ここでは議

論しませんけども、この企業団が復旧期間、最大７日間、これももうひとつ、何で７日間で

でき切れる自信があるのか、よくわからないというのが正直なところであります。  

すいちゃんのビックリじゃぐちは非常にすばらしい取り組みだと思っています。避難所が 

水が出なくなって、本当に困る現場をいっぱい見ました。そういった意味で、絶対的、１０ 

０％とは言えないにしろ、かなりの確率で安心な蛇口が１個避難所へ確保されている、これ 

はすばらしい取り組みだと思っていまして、９３カ所、令和３年までに完了する、これ本当

に頑張っていただいたんだなと思いますが、とは言いながら、今の御答弁を聞きながら、企

業団が７日で復旧するかもわからないし、７日で復旧したとしても、この７日間の間は、こ

のビックリじゃぐちでも水が出ない。これは７日間、避難所でトイレをどう維持管理するか、

この問題も出てきます。こういったことについても、できる限り被害を少なくするように、

もっともっと、まだまだ議論していただくことをお願いして、この項目は終わりたいと思い

ます。  

最後の項目に移ります。８款土木費、４項都市計画費、第１目都市計画総務費に関連をして、

中心市街地活性化と公共交通についてお聞きをしていきたいと思いますが、中心市街地に

おけるさまざまな中心市街地活性化の議論ありますが、この回遊性向上などの交通課題に

関連をして、どのような決算の内容であったかお示しください。  

 

○休場交通政策課長 総合交通体系調査に係る平成３０年度決算につきましては、社会実験

の実施に係る交通量調査の実施や、タクシーレーン削減の試験運用に関する委託料として

２３９万７，６００円、大阪モノレールの検討に係る委託料及びシンポジウム開催に係る経

費としまして８１８万３，８１４円、その他、パーソントリップ事前調査の委託料等としま

して４４７万５，７１６円、総額１，５０５万７，１３０円となっています。以上でござい

ます。 

  

○西委員 いろいろと調査をしていただいている費用はあるわけでありますけども、さまざ

まに中心市街地の回遊性向上をめざして取り組んでいただいているわけでありますが、こ

れ、日本もまだまだ後発状態になっているわけでありますが、特にヨーロッパを中心にこう

いった課題の解決策として、ＭａａＳが注目をされています。堺市として、このＭａａＳ、

どのように捉えているのかお聞かせいただけますでしょうか。  

 

○休場交通政策課長 まず、ＭａａＳとは、モビリティ・アズ・ア・サービスの略語でござ

いまして、フィンランドで始まったさまざまな交通手段の検索や決済が１つのスマートフ

ォンアプリケーションで行えるサービスであると仄聞しています。今後、技術革新が急速に

進む分野であり、新しいビジネスモデル構築の機会になるという期待から、日本だけでなく、

世界中で実証実験など、取り組みが拡大しています。一方で、キャッシュレス決済のように、



市場獲得のための競争が激化しており、既存の交通系ＩＣカードとの整合も含めて、今後の

方向性を見きわめていく必要があると捉えています。以上でございます。 

  

○西委員 御紹介をいただきましたＭａａＳであります。堺市にお答えをいただくと、既存

の交通系ＩＣカードとの整合性も含めて、方向性を見きわめていく必要があると、そういう

答えになるそうであります。 ただ、国交省はもう既にことしから、もう去年徹底的に仕込

みをやってまして、ことしから先行モデル事業ということで、公募５１事業、各地が出して

くる中で１９事業を先行モデル事業として選定をしたということであります。このモデル

の中には、まさに交通系ＩＣカードとどのように連携するかも、いろいろと検討する、小田

急のＩＣカード、ＪＲ東日本のＩＣカード、どのように連携をするかを、まさに研究をする

モデルがたくさん各地方公共団体を中心に、事業体から提案をされています。でも、堺市は

方向性を見きわめていくということであります。日本では、ＭａａＳについて、このように

細かく、この下に何ページもあるわけでありますが、今取り組みがスタートしようとしてい

ますけれども、国土交通省の取り組みについてどのように理解をされているかお示しくだ

さい。  

 

○休場交通政策課長 委員、今御紹介いただきましたけれども、国土交通省での取り組みと

いたしまして、大都市での利便性の向上、また地方都市での交通手段の確保など、それぞれ

の地域で異なる課題に応じて、大都市近郊型、地方郊外型、観光地型など、５つの累計ごと

に、ＭａａＳなどの新たなモビリティサービスの実証実験を支援できるよう、新モビリティ

サービス推進事業を展開されています。ことしの４月から５月に公募がございまして、全国

で１９事業が選定されています。以上でございます。  

 

○西委員 １９事業選定をされています。これ、実は国交省だけじゃなくて、国交省として

も非常に乗り出していって、各交通機関、各事業者間の調整で非常に苦労されているという

話も国交省の担当者もおっしゃっていましたが、もう国交省がやってる取り組みだけじゃ

なくて、経産省も取り組みをしている、そして国の支援がなくとも、福岡市でも電車、バス、

シェアサイクルを横断的に検索をするサービスを提供しながら、ほぼＭａａＳと言ってい

い事業を展開をされています。これは、国のモデル事業というわけではなくて、福岡市自体

が乗り出していって、コーディネートをしながら取り組みが進んでいるというふうに聞い

ています。この取り組みについて、どのように理解をされているかお示しください。  

 

○休場交通政策課長 福岡市の取り組みですが、西日本鉄道及びトヨタ自動車の民間２社が

中心となって、福岡市及びその周辺のバス、鉄道、地下鉄やタクシー、レンタカー、シェア

サイクルを一括して検索できるサービス、ｍｙ ｒｏｕｔｅの実証実験が実施されています。 

また、実験中は福岡市内を走る路線バスに１日何度でも乗りおりできるフリー乗車券がア



プリ内で限定販売されています。この事例のように、交通事業者が中心となって利便性向上

の取り組みが進められていることは評価できると思っています。以上でございます。  

 

○西委員 まさに、今御紹介いただいたとおりでありますが、このタクシー、レンタカー、

シェアサイクルや、バスや鉄道、地下鉄、このトリップをどのように、交通モードをすぐ簡

単にシフトをしながら、ユーザーがその時々において使いやすいサービスに活用する、その

ことによって、マイカー利用を、トリップを減らしたり、さまざまな取り組みが行われてい

る事例であります。まさに、福岡市は中心市街地の回遊性をどう向上させるかという議論の

中でも、このような取り組みを活用しています。堺も、中心市街地にＭａａＳの取り組みを

ぜひ研究をしながら組み込んでいくことによって、さまざまな回遊性の向上の１つの、これ

が全て、万能薬だと申し上げるつもりは一切ありませんが、この交通課題を解決をするきっ

かけになるんじゃないかなと思います。特に、自転車まちづくり部のほうでは、シェアサイ

クルを、新たにＩＯＴを活用して導入しようという議論があるようにも、計画にも、追補版

にも載っています。こういった取り組みが今いろいろと起きてくる中で、ＭａａＳの取り組

み重要になってくると思います。特に、このＭａａＳの取り組み、プラットホームを共通化

をする、例えば乗りかえ案内と地図アプリ、同じアプリで同じ情報を検索できるようにする、

ＡＰＩでアプリ間で情報を転送するか、その基盤的なプラットホームを共通化するという

ところも大きな取り組みがあるので、これは堺においても、バスの仕組みもあれば、シェア

サイクルの仕組みもある、そして場合によっては乗合タクシーの仕組みもある、そういうさ

まざまな仕組みを同じプラットホームで運用できるようにしていくということによって、

さまざまな交通手段をシフトしやすくするという効果はあると思っています。  

今、ＬＲＴの議論も復活しようとしていますが、これがいいとか悪いとかではなくて、こ 

れからの交通手段は、定時定路線型の仕組みじゃなくて、もっとフレキシブルに、もっとさ 

まざまなタイミングで、さまざまな交通手段を使い分けるようにできる、そういうふうな交 

通政策になってくると思いますが、どのような展開が堺市で考えられるかお示しください。  

 

○休場交通政策課長 堺の中心市街地については、エリアが広く、行き先となる駅、また観

光資源などが点在しているという特色があります。そういった中で、個々の移動ニーズに沿

った最適な交通手段を提供していくには、ＭａａＳのような最新の技術が課題解決の有効

な手段の１つにならないかと考えています。 また、本市では、議員先ほどお示しのとおり、

ＩＯＴ技術を生かしたシェアサイクルの導入が検討されており、ＭａａＳと親和性の高い、

こういった事業者が既存交通事業者とどう連携しているかが、本市でＭａａＳが普及して

いく上での重要な要素になると考えています。以上でございます。  

 

○西委員 ぜひ、検討していただきたいと思っています。シェアサイクルだけじゃなくて、

これは中心市街地ではありませんけれども、泉北地域では次世代モビリティという検討も



始まっていると聞いていますが、これさまざまな交通手段がまさに今堺の中で検討を新た

にされようとしている、この情報基盤を共通化していくことをしっかり今の段階でやって

おくことが、こういうＭａａＳなり、交通手段の活性化なりということにつながってくると

思いますので、これはぜひ、両局長に連携をお聞きをしたいと思っておりましたが、時間も

ありませんので、そこはやめまして、最後に担当課長にお聞きをしたいと思いますが、今後、

本市、どのように取り組もうとしているかお示しください。  

 

○休場交通政策課長 本市で展開していくに当たりまして、福岡市の事例のように、地元交

通事業者の主体的な取り組みが必要と考えています。このことから、交通事業者がＭａａＳ

に対してどのような意向を持っているのかを確認しながら、市にとってよりよい選択がで

きるよう対応していきます。以上でございます。  

 

○西委員 ぜひとも、この取り組み、研究をしていただいて、来年、もっと国交省は募集を

したいと言ってましたし、この議論はさらに来年に向けて活発化してくることになると思

いますので、ぜひ早急な研究・検討をお願い申し上げまして、私の質問を終わります。あり

がとうございました。 

 


