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はじめに 

 

0.1 問題意識 

本研究は、わが国のいくつかの都市圏において、内郊外で展開されてきた公共交通政策

の比較検討を行い、東大阪市が策定を進めている総合交通戦略への示唆を導出することを

目的とした。 

 その際に、内郊外衛星都市は、人口減少の局面において、都市圏内部における都市間競

争に直面して厳しい状況に置かれていることを念頭に置いている。例えば、子育て世代向

け定住促進政策を実施するにあたり、内郊外衛星都市は、都心と外郊外の「挟み撃ち」に

遭うことが考えられる。 

 内郊外衛星都市は、公共交通の利便性が比較的高いという魅力があり、特に東大阪市で

は、大阪モノレールの延伸や JR おおさか東線の開業・延伸・新駅設置など、新たな魅力

を高めるための施策が既に始まっている。本研究では、東大阪市と類似した状況に直面し

てきた都市において調査を行い、公共交通政策のあり方を検討した。 

 

0.2 研究方針と示唆 

 首都圏および九州の都市において、東大阪市と類似した状況に直面した都市とは、具体

的にどこであろうか。 

首都圏においては、大阪モノレールの延伸を見据え、内郊外の衛星都市、とりわけ公共

交通の新規開業をここ 20 年程度に経験した都市として、埼玉県八潮市・川口市、東京都足

立区で、自治体の担当部局の方々にインタビューを実施した。 

九州では、傾斜地に多くの人口が集積している都市・地区において調査を実施した。東

大阪市東部は生駒山地にかかり傾斜が急であり、高齢化が顕著である上、今後の立地適正

化計画の策定・実行にあたって、住民の交通手段の確保が一層重要な課題となる。交通施

策への住民や地元企業の参画も大きなテーマとなり、先例に学ぶ価値は大きい。そこで、

傾斜地、とりわけ階段道が多く斜面移送システムや車みち整備事業といった独自の政策を

実施してきた長崎市、枝光やまさか乗合ジャンボタクシーをきっかけに「おでかけ交通事

業」が市内各地で展開されている北九州市において、自治体の担当部局の方々にインタビ

ューを実施した。これと関連し、長崎市の斜面移送システムを開発・製造してきた㈱嘉穂

製作所（福岡県飯塚市）でもインタビューと工場見学を行なった。また、北九州市ではタ
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クシー事業者（㈱光タクシー）へのインタビューも行い、公共交通が持つ医療（通院）と

商業（買い物）を結び付ける役割を再認識した。これを受けて熊本市において、商店街関

係者（健軍商店街組合）およびタクシー事業者（肥後交通グループ）にインタビューを実

施した。 

 本研究での訪問先（インタビュイー・同行者の所属・職名等は訪問当時のもの）をまと

めたのが、以下の表である。 

 

訪問日時 訪問先 インタビュイー 同行者 

２

０

１

８

年 

8月 29日 埼玉県八潮市 
（市役所）交通防犯課 

    柳町副主幹・山口主任 
松崎朱芳専任講師

（研究活動分担者、 

千葉商科大学） 

30 日 埼玉県川口市 
（市役所）都市交通対策室 

  横溝次長兼室長ほか計 3 名 

31 日 東京都足立区 
（区役所）交通対策課 

     須藤課長ほか計 5 名 

２

０

１

９

年 

2 月 4 日 
長崎市 

（市役所）土木部・まちづくり部 

辻川係長ほか計 8 名 
鷹取文哉氏 

（近畿大学経営学部

4 年生） 
5 日 （長崎市内で実地踏査） 

6 日 嘉穂製作所 営業部 辻岡部長・関本部長補佐 

13 日 北九州市 

（市役所）都市交通政策課 

     佐田主査・進藤係長 

光タクシー 石橋社長 

九州国際大学 神力事務局次長 

田中康仁准教授 

（流通科学大学、 

同大学の研究助成で

同行） 
14 日 

熊本市 

健軍商店街振興組合 

 釼羽理事兼相談役・松本事務員 

15 日 
肥後交通グループ 

野々口代表・今村統括本部長 
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1. 東京北東郊衛星都市の交通政策 

  

大阪モノレールの東大阪市内への延伸が、2029 年度の開業を目標として、本格的に進め

られている。その効果に関しては、東大阪市地域研究助成でもすでに様々な視点・手法で

の研究が進んでいる。本研究においては、首都圏で類似の条件に直面してきた都市におい

て、主に自治体の担当部局へのインタビューを通じて、大都市圏衛星都市の交通政策の姿

を明らかにすることを試みた。 

 具体的に調査対象としたのは、埼玉県八潮市と川口市、そして東京都足立区の 3 つの自

治体である。いずれも東京都心から見ると北東方面の郊外、都心（例えば東京駅）から鉄

道で 20～30 分程度に位置する。東京の西郊は、京阪神都市圏でいう北摂・阪神間方面に

似ており、住宅都市としての性格が強い。それに対して北東郊は、近代以降は工場の立地

が多く、産業都市ないし「下町」のイメージが強かった。また、都心からの直線距離が短

いわりに公共交通（特に鉄道）の整備が遅れた地区では、倉庫や物流センターといった流

通施設が立地することも多く、その点でも東大阪市と似た役割を担ってきた。 

 調査対象とした衛星都市には、21 世紀に入ってから相次いで新しい軌道系交通機関が開

業した。具体的には、埼玉高速鉄道が 2001 年、つくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道）

が 2005 年、日暮里・舎人ライナー（東京都交通局）が 2008 年に開業したのである。これ

により鉄道不便地域が一挙に都心と直結し、都市・宅地開発が進んでいる。すでに開業か

ら 20 年近くを経て、新規開業と捉えるには旧聞に属する事例もあるものの、地域に定着し

その効果が今回の調査によって明確になると考えられる。いずれも都心から放射状に延び

る路線であり、我らが大阪モノレールのように郊外同士を環状に結ぶ路線ではないので、

同様の効果が沿線にもたらされるとは必ずしもいえない。とはいえやはり、東大阪市の交

通政策にもたらす示唆は大きいと考えられる。 

 さらに、調査対象としたとした都市は、いずれも平坦な地形の場所が多く、とりわけ軌

道系交通機関が開業する前は、自転車交通に多くを負っていたという共通点を持っている。

その分担率等は必ずしも明らかではないが、自転車交通対策、ならびに軌道系交通機関開

業に伴うその転換について検討することも重要と考えた。 
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1.1 埼玉県八潮市 

 八潮市は、埼玉県南東部に位置し、東京都と接している。面積は約 18 ㎢、人口は約 9

万人と、本研究で調査した都市の中でも規模は格段に小さい。 

 県内の市の中で、市域内の鉄道の開業が最も遅れたのが八潮市である。2005 年につくば

エクスプレスが開業し、市内に八潮駅ができるまでは、市民が東京都心方面に出るときは、

バスで東武伊勢崎線の草加駅（草加市）あるいは JR 常磐線の亀有駅（東京都葛飾区）・

綾瀬駅（足立区）まで出るのが一般的であった。 

人口は増加傾向にあり、つくばエクスプレスの計画に合わせて「大都市地域における宅

地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」（いわゆる宅鉄法）に沿った区画整

理と宅地開発が実施された。そのため人口は増加傾向である。都内より地価が安いので、

都に隣接する地区では特に、子育て世代向けのマンションなどが好調である。とはいえ目

標である人口 10 万を達成することは難しく、9 万人台に留まっている。 

 

(1) 市内のバス交通 

市内のバスのほとんどが、東武バスセントラルによって運行されており、残りが京成バ

スと朝日自動車である。つくばエクスプレスおよび八潮駅の開業に合わせて、市内のバス

路線網は八潮駅を中心として再編された。もっとも、バスの路線・ダイヤの具体的な内容

には市が介入せず、駅前ロータリーの配分の議論において仲介役を果たした点が主だった

と見られる。 

市内の高速道路（首都高速 6 号三郷線）を走行する高速バスと関連して、つくばエクス

プレスとの乗り継ぎに関する社会実験を 2008 年に実施し、翌年から本格実施に移行して

いる。ただしその後の利用実態は十分に把握できていない。駅と八潮パーキングエリア（高

速バスの停留所）の間の距離は約 200m であり、徒歩でも近い距離であるが、荷物を持っ

て歩くには遠く感じる。 

 

(2) コミュニティバスの経緯・現状・展望 

コミュニティバスの再編も大きい。つくばエクスプレス開業前は、無料（純粋貸切）の

循環バスであったが、開業に合わせた再編で対距離制運賃が導入された。基本は公共交通

空白地を埋める形である。運行は一貫して東武バスセントラルに委託している。コミュニ

ティバスの収支率は 2017 年度で 54.4％と、全国のコミュニティバスの平均からすると高
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い方であるが、黒字転換は望めない。車両は耐用年数を迎え、2019 年 1 月に更新するが、

サービス内容にリニューアルの予定はない。 

とはいえ、高齢者対応、足の確保、免許返納との関係を見据えつつ、コミュニティバス

の再編は視野に入れている。法定協議会は未設置だが、2019 年度以降に計画策定に着手す

る意向である。 

 

(3) 自転車交通 

自転車交通については、都市計画マスタープランで言及されるにとどまっている。青い

「矢羽根」を描いてある道路も市内にあるが県道であり、市の管轄下にはない。観光施設が

ある自治体ならばレンタサイクル事業等考えるところであるが、交通防犯課という行政組

織上の特徴（後述）もあり交通安全の議論が中心である。（東大阪市のような）民間企業に

よるレンタサイクルの計画を持ち込まれても、対応に苦慮することになろう。自転車の事

故件数は、2012～15 年には県内ワースト 1 であった。街頭犯罪は駅ができてから増えた

ので、防犯カメラの設置を進めている。 

停留所に駐輪されること（いわばサイクル・アンド・バスライド）は、つくばエクスプ

レスが開業する前はよく見られ、停留所によっては自転車が溢れるほどであった。八潮車

庫（東武バス→草加方面）、戸ヶ崎操車場（京成バス→松戸・金町方面）の駐輪場がよく利

用されていた。 

 

(4) 交通政策における物流の位置 

交通防犯課としては、物流政策は特に行っていない。東京外環自動車道は市内を通って

いるがインターチェンジはない。市の北端あたりにパーキングエリアができる計画があり、

周囲の農地（市街化調整区域）にスマート IC ができるかもしれない。となると物流施設

の誘導政策はありうる。1960 年に市（当時は村）が企業誘致条例を制定し、南に準工業地

区、東と北に工業専用地区を配置した。 

 

(5) 公共交通政策の行政組織 

交通防犯課は総勢 6 名で、交通主担当は 2 名であるが、うち 1 名は人員配置上は防犯が

主担当である。全員で交通の業務に携わる機会も多い。現行の都市計画マスタープランは



 6

2009 年に策定されたもので、そろそろ改定の時期であり、それに絡めて立地適正化計画に

着手するかもしれない。他の部局との連携は、都市計画と長寿介護が最も多い。 

 

1.2 埼玉県川口市 

 川口市もまた埼玉県南東部に位置し、東京都に接している（前節の八潮市からみると、

草加市を挟んだ西側に当たる）。面積は約 62 ㎢、人口は約 59 万である。2011 年に鳩ヶ谷

市と合併し現在に至っているが、鳩ヶ谷市の市域はほぼ四方が川口市に囲まれていた。ま

た鳩ヶ谷市には埼玉高速鉄道が 2001 年に開業するまで鉄道がなかった。インタビュー調

査に訪れた都市交通対策室は鳩ヶ谷庁舎（旧・鳩ヶ谷市役所）にある。鳩ヶ谷庁舎は埼玉

高速鉄道鳩ヶ谷駅が最寄りであり、かつての鳩ヶ谷市の市街地（旧岩槻街道および国道 122

号の沿道）に程近い。 

 

(1) 市内のバス交通 

 市域全体のバス路線網は、東西方向が中心で、鉄道を補完する役割になっている（かつ

ては、JR 京浜東北線と並行して南北に走るバス路線もあったが、今はない）。旧鳩ヶ谷市

域では、国道 122 号を通って赤羽（東京都北区）に出る市民が多かった（このバス路線が、

国際興業の発祥の路線の一つである）。埼玉高速鉄道が国道 122 号線の地下を走ることに

なったのでバスの便数を減らしたが、利用者の減少はあまり見られなかったので、便数を

もとに戻した。 

 埼玉高速鉄道戸塚安行駅周辺の新しく道路ができた場所（都市計画道路なので、駅近辺

の区画整理とは無関係）で、バス延伸の実証運行を行っている。その経費は市が負担して

いる。利用者数が少なければ経費負担を打ち切り、実証運行期間終了をもって延伸は中止

する。 

 

(2) 合併に伴うコミュニティバス再編 

鳩ケ谷市と合併する以前の川口市のコミュニティバスは、2001 年に実証運行を実施し

（埼玉県内では近隣の蕨市等でコミュニティバス導入のブームが起こっていた）、翌年から

本格運行していた。市域を 3 つに分けて路線を引いたが、それぞれ路線が長く、最終的に

7 路線になった。当時の鳩ヶ谷市は別途、コミュニティバスを 2 路線導入した。 
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 合併後のコミュニティバス再編には、「市内における最低限の公共交通サービス確保」「合

併に伴う財政改革」「持続可能性（一般乗合バスの補完）」「利便性向上」の 4 つのポイント

がある。医療センターをコミュニティバスのハブにした。旧川口市の飛び地であった新郷

地区から医療センターに行くにも、旧鳩ヶ谷市域を通って行きやすくなった。医療センタ

ーは、二次医療に専念しているものの、利用者は減っていない。コミュニティバスの利用

者の 6 割は 60 歳以上であり、医療センターを利用しやすくなっている。運行は国際興業

に委託している。収支率は 2 割程度で横ばいであり、戸塚安行の路線が比較的優秀である。 

 コミュニティバスがレクリエーション施設（グリーンセンター、安行地区の道の駅）へ

の乗り入れを意識していることが特徴である。旧鳩ヶ谷市域にはもともと、レクリエーシ

ョン施設が少なかったこともあり、路線網再編の際にコミュニティバスで川口市内のレク

リエーション施設にアクセスできるようになっている。 

バスの結節点を、「SKIP シティ」（NHK のラジオ放送所跡を再開発してできた施設）周

辺に整備する計画を持っている。2018 年 4 月に、SKIP シティ近隣と鳩ヶ谷駅の間に橋が

架かり、バスを含めた自動車交通がスムーズになったので、これを機に市はバス事業者（こ

こでは国際興業）に提案をしている。 

 

(3) 埼玉高速鉄道開業とまちづくり 

埼玉高速鉄道の開業に伴い、鳩ヶ谷駅周辺で区画整理を行った。戸塚安行駅の近辺では、

地区計画で最低敷地面積を 110 ㎡に規制して住宅立地を誘導している。新井宿駅は、すぐ

北に市街化調整区域があり、都市計画担当部局は「優良田園住宅」の誘導を検討している。 

鉄道開業後、国道 122 号線は道路通行量が減ったが、これは鉄道より道路の整備（首都

高速川口線・東京外環自動車道）の効果であったとも考えられる。高速道路整備の結果、

市内では沿道の物流施設のポテンシャルが上がっている。安行の準工業地域（青果市場が

あるが縮小しつつある）に日本通運などの物流拠点ができている。 

 

(4) 公共交通政策の行政組織 

都市交通対策室のスタッフは合計 5 名である。都市交通課の下にあったが、埼玉高速鉄

道の開業準備のため設置された「地下鉄整備室」を、開業後に吸収した。数年前に 2～3

名増員して今の規模になった。 
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2017 年に策定した交通体系将来構想は、コンサルタントへの丸投げに対する反省から、

なるべく市が主体的に取りまとめた。交通関係のマスタープランを策定するのはこれが初

めてであった。物流関係の施策は、問題提起はしたもののそれ以上は手が回らなかった。

「生活」「産業」「安全」「環境」の 4 つの目標を明示し、それらと個別施策の関連を明示し

たところに特徴がある。 

 

1.3 東京都足立区 

 足立区は東京都北東部に位置し、先にみた埼玉県八潮市・川口市とも接している。面積

は約 53 ㎢、人口は約 68 万である。人口規模からすれば、政令指定都市に迫るほどの「大

都市」といってよい。 

 東京の北郊であり、近世から街道筋に宿場町（千住宿）が発達し、近代以降は鉄道の便

が良好であったが、鉄道駅から遠い地区も多く、都内でありながら高度成長期まで田園地

帯が多く、工場等も多かった。いわば「下町」の様相が強く、その点では東大阪市とも似

ている。一方で、その「下町」的な性格を代表していた北千住駅周辺に、ここ 10 年ほどで

大学がいくつも進出し、学生を中心とした副都心としての性格を強めていることが注目さ

れる。駅前の再開発ビルに、若者をターゲットとしたファッションビル「丸井」が 2004

年に開店し、業績が好調であることは、これを物語っている。 

 軌道系交通機関に関しては、つくばエクスプレス開業の際に区内に新駅（六町駅）が設

置されたが、都内に位置するため駅周辺は前述の宅鉄法の対象にならなかった模様である。

その後、新交通システムである日暮里・舎人ライナーが開業し、区西部から都心方面への

公共交通によるアクセスは大きく改善された。ただし日暮里・舎人ライナーは、開業から

10 年を経て車内の混雑が深刻化している。都営交通（東京都交通局）であるから足立区が

関われる余地は多くないものの、足立区が抱える交通問題の一つと捉えられている。 

 

(1) 総合交通計画と公共交通推進会議 

 総合交通計画は、検討委員会を 2009 年に立ち上げて 7 回開催し、パブリックコメント

を踏まえて 2011 年に策定した。その後、総合交通計画の進行管理・調査研究、情報連絡

等について協議を行うため、公共交通推進会議を設置し 5 回開催してきた。おおむね 5 年

で達成すべき短期施策が 28 あるが、うち半数が実現している。 
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現在、総合交通計画改定協議会での議論が進んでおり、目指すべき姿は定まった。公共

交通利用促進が盛り込まれる。区議会議員がメンバーに入っているのが特徴であるが、こ

れは区長の意向であり、あちこちの部局の会議に議員が参加するようになった。メンバー

は、議会の会派ごとに推薦を依頼して決定している。 

 

(2) 軌道系交通機関の開業に合わせたバス路線網再編 

 つくばエクスプレスおよび日暮里・舎人ライナーの開業に向けて（特に日暮里・舎人ラ

イナーは、もともと 2003 年に開業の予定であり、実際は 5 年後に延期になった）、1998

年に「足立区公共交通整備基本計画」を策定し、2000～01 年度には「足立区バス路線網再

編計画策定調査」を実施した。この時期はまだ、バス事業者（東武・国際興業・都営・京

成）も意欲的であった。提案したのは 18 路線であったが、区民からの反応を踏まえて 27

路線を対象とした。日暮里・舎人ライナー開業の延期が決まった 2002 年頃が、バス路線

網は一番充実していたが、現在は減便されている。 

 

(3) コミュニティバス「はるかぜ」の特徴 

足立区のコミュニティバス「はるかぜ」は、区は停留所の整備、隅切り、道路の拡幅と

いった走行環境（インフラ）の整備を担当しており（ただし警察の許可が下りないことも

ある）、運行補助等は行っていない。事業者の提案によって運行されるものであり、区の交

通計画とぴったり合致しているとは限らない。国の通知（ガイドライン）では、コミュニ

ティバスは自治体が主体的に関与し、公的資金を投入するものとされており、この定義に

は当てはまらない（区民には、区が走らせていると思い込んでいる傾向が強いと思われる）。

このような、運行（欠損）補助を行わない形態のコミュニティバスは、全国的に見ると極

めて異例であり、足立区のほかには東京都葛飾区・江戸川区、埼玉県三郷市にほぼ限定さ

れると思われる（寺田一薫・中村彰宏『通信と交通のユニバーサルサービス』勁草書房、

2013 年、95-103 ページ）。とはいえこれらの都市は、本研究の対象たる「内郊外衛星都市」

といってよく、東大阪市の公共交通政策にも示唆をもたらしうると考えられる。 

 

(4) バスを補完する交通機関 

UR 大谷田団地では、2010 年から 2014 年まで乗合タクシーが運行されており、事業許

可申請と廃止にあたって地域公共交通会議が開催された（足立区では地域公共交通会議は
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常設されていない）。大谷田団地は、区の西端に位置し、亀有に近い。タクシー協会に加盟

する 5 事業者が連携して運行していたが、徐々に事業者が減り、最後の 1 事業者にとって

も利用者減少が著しいと判断された。運賃は 240 円とタクシーとしては安いが（ただしバ

スで似た経路を行くと 206 円）、4 人集まらないと発車しないしくみであった。利用者が少

ないため廃止され、その後この種の公共交通機関は導入されていない。 

とはいえ、バス路線の新設、あるいは既存路線の維持さえ厳しい状況のため、デマンド

交通等を改めて導入することは検討を行っている。区では、区内を 30 のブロックに分けて、

アンケートで「不便度」を計測し、実査で本当に不便かどうかを判断している。バス需要

量が小さいブロックでは、アンケート調査において「デマンド交通か自転車交通、どちら

を選ぶか？」という選択肢の立て方をしていることが特徴かもしれない。自転車交通につ

いても、自転車ナビマーク・ナビラインの設置など、走行環境の整備を進めている。 

 

(5) 日暮里・舎人ライナーの混雑問題 

 日暮里・舎人ライナーの利用は、需要予測では 1 日 5 万 9 千人であったところ、現在は

8 万 6 千人であり、混雑率が 187％に達している。2018 年度末に新型車両 2 編成を導入し、

20 編成 100 両となる。なお、駅には交通広場を作り、その近隣の住宅専用地域では容積率

を引き上げた。バス路線網の再編は特に行なわず、バスの全廃には至っていない。 

 

(6) エリアデザインの取り組み 

足立区のエリアデザインは、民間活力を誘導しつつ、区有地等を活用して地域のイメー

ジアップを図っていく計画である。その一環として、低未利用地を区が購入し、区のコン

セプトに合った建物を民間に建ててもらう計画がある。区内には生産緑地があり、JA が区

役所の近所で農産物直売所を経営している。これを踏まえてか、区内に道の駅を作ってほ

しいという声が、議員等から上がっている。 

北千住地区には、あと 4,000 戸はマンションができそうだが、川に挟まれた地区であり、

新たに公共交通を走らせることは難しい。京成関屋駅前には交通広場の計画がある。地下

鉄北綾瀬駅は都心方面への始発電車が増えることが決まっており、その工事が始まる前か

ら駅の利用者は増えている。地元にまちづくり協議会ができ、東京メトロとの窓口は交通

対策課が担当している。交通広場の要望があり、都市計画マスタープランには位置付けて

いる。 
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1.4  まとめ 

 自治体の規模によって、出てくる職員さんの人数が異なる。人口が大きい自治体では、

担当職員の数も多い、というのは当然であろう。バス路線網については、自治体の交通政

策として関与できる余地も、自治体の規模と関連するようにも思われる。多くは駅前広場

の配分の問題と関連してであるが、バス事業者はシビアに需要予測をしている感じ。今後、

人手不足となるとさらに厳しい。足立区はバス路線網の再編に比較的積極的に関わってき

た感がある。これは軌道系交通機関の開業のインパクトを考慮したためであろう。一方で

コミュニティバスについては、事業者に提案をさせ補助も出さず、インフラ（走行環境）

整備に役割を特化している。それで成り立つのは東京都内という人口の多さ・人口密度の

高さゆえと思われるが、このようなやり方をもっと活用してもよいのではないか。 

  単なる陳情になってはよくないが、各種の交通計画・戦略を「策定」するのみならず、

その「実行」がどのように進められているか、策定時のメンバーが定期的に集まって確認・

議論する場（足立区でいう「公共交通推進会議」）は、次の計画を策定するまでの 5 年程度

にざっくばらんな議論を喚起するためにも重要と考えられる。 
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2. 傾斜地を抱える都市の交通政策 

  

先に述べたように、東大阪市内の交通政策を考えるときに、市東部（生駒山麓、旧枚岡

市の市域が中心）の傾斜地は特徴的であり、平地が卓越する市内の他の地区との違いも大

きい。本研究では、傾斜地を抱える国内の他の都市の交通政策を調査し、東大阪市東部へ

の示唆を検討することとした。自治体の担当部局へのインタビューを中心とし、公共交通

の運行を担当している交通事業者ならびに、傾斜地における交通機関・インフラを整備・

設置する事業者を訪問した。また、実地踏査により、傾斜地における交通の諸問題の実態

を把握するよう努めた。 

具体的に調査対象としたのは、長崎市と北九州市である。いずれも地方都市であり、ま

た傾斜地に住宅（主に一戸建て）が密集している。特に長崎市は、傾斜が急であるため階

段道が整備されているところが多く、東大阪市東部と比較しても全般に傾斜が厳しく、非

常に極端な傾斜地であるといえる。いずれも工業都市、いわゆる企業城下町であることが

手伝い、市内に勤務先を持つ市民は傾斜地にも住宅を求め、傾斜地での宅地開発が主に高

度成長期に進んだ。人口の減少傾向を踏まえ、立地適正化、市内の土地利用の変更・誘導

が求められているが、平地が圧倒的に少ないゆえ、傾斜地に今後も市民が住み続けること

を前提とせざるを得ない。この辺りは、東大阪市との違いでもあり、立地誘導に関しては

このような差異を念頭に置きつつも東大阪市の立地適正化計画実行への示唆をも導出した

いところである。 

長崎市は、傾斜地の交通政策として、国内の他の都市には見られないほど多様な交通機

関を導入している。生活交通と観光交通のインフラを兼ね、それ自体も観光資源と認識さ

れうる「斜行エレベーター」と、高価であるものの非常に特徴的な「斜面移送システム」

は、その象徴である。一方で、全国に普及しつつある「乗合タクシー」は補助金への依存

度が低いところに特徴があり、道路インフラを改良する「車みち整備事業」も好調で事業

期間の延長が決まっている。 

北九州市は、臨海工業地帯を中心に発達した工業都市であるが、その近隣で傾斜地に宅

地開発が進んだことは全国的にはあまり知られていない。住民の高齢化に伴って公共交通

空白地問題が顕在化したことから、八幡東区枝光では 20 年近く前に「乗合タクシー」が導

入された。これをきっかけにその後、同様にして住民主体で交通手段を確保する「おでか

け交通事業」の枠組みを自治体が構築し、市内 7 か所で展開されている。 
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2.1 長崎市 

 長崎市は長崎県の県庁所在地であり、「平成の大合併」を経て、かつて炭鉱があった池島

などをも市域に含むようになり、現在は面積 405.86 ㎢、人口約 41 万 5 千である。前述の

ように人口減少が著しいが、これは三菱造船（三菱重工業から分社化）の長崎造船所の企

業城下町であるという都市の性格とも関連している。観光資源は豊富であり、まち歩きを

中心とした観光振興策「長崎さるく」が定着していることもあって、「定住人口から交流人

口へ」という教科書どおりの掛け声に沿って、観光振興政策に力が入れられている。 

 住民の生活という観点からは、長崎市は港町であるにもかかわらず、港とその周辺の中

心市街地を囲むようにして傾斜地が多く、そこに住宅が密集していることが大きな特徴で

ある。住宅地はもともと山麓にあり、傾斜地は山林や農地であったが、高度経済成長期の

人口増加に伴い、傾斜地まで宅地開発の対象となった。そして、農地へ向かういわばあぜ

道がそのまま、生活道路となっていったのである。「長崎は坂のまち」という印象は、もち

ろん観光客にも共有され、これも観光資源となっているが、観光地（例えばグラバー園周

辺）でない住宅地では、坂より勾配がきついため階段道が多い。石段には町内会の手で白

線が引かれ、安全の確保に苦慮している様子が窺える。 

こうした事情から、自転車はほぼ利用不能であり、中心市街地や駅前でも放置自転車問

題はほぼ見られない。問題となるのは原動機付自転車（スクーター）の放置である。 

 

(1) 斜面地の公共交通 

市内の公共交通としては、路面電車（長崎電気軌道）、乗合バス（長崎県営バス、長崎自

動車）、タクシーがある。家計支出調査において長崎市は、バス運賃が全国 1 位、タクシー

運賃が全国 2 位であるが、これは上述のように傾斜地が多いゆえの交通行動がデータに現

れているのである。バスの輸送密度が高いため、運賃も低い水準に抑えられている。 

バス交通に関しては、事業者が「片道定期」を販売しているという特徴がある。山を登

り中腹の道路を走るバス路線を通勤で利用するにあたり、沿線の住民が「中心市街地に出

るときは徒歩で傾斜地を降りていくが、帰りはバスに乗る」という交通行動を採る場合が

多く、これに対応して、山を登る方向のみ乗車できる定期券が設定されているのである。 

市の『公共交通総合計画』では、公共交通のカバー率を、可住地域の 80％（居住誘導地

域の 90％）で維持することを目標としている。バスの停留所から 300m、鉄道駅から 1,000m
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を超える場所が公共交通空白地と判断されるが、斜面地ではこの基準を 150m に短縮して

カバー率を計算している。それでも、全国の都市を平均した際のカバー率が 55％であるこ

とと比較すると、長崎市の公共交通は高いサービス水準を保っていると評価できる。 

 以下では、長崎市の傾斜地に特徴的な交通機関・交通政策について説明する。【 】は、

実地踏査の際に撮影した写真（巻末にまとめて掲載）の番号を意味しているので、合わせ

て参照されたい。 

 

(2) 斜行エレベーター【A, B】 

市内で斜行エレベーターが設置されているのは 1 ヶ所、2002 年に設置された「グラバー

スカイロード」である。これは愛称であり、正式には都市計画道路（公道）の一種となっ

ている。路面電車の終点（石橋電停）とグラバー園をつなぐ位置にあり、併設された垂直

エレベーター（一般的なエレベーター）と相まって、生活交通と観光交通の両方の手段と

して利用されている。生活交通としては、近隣の小学校の通学路にも指定されている。観

光交通としては、愛称からも想像されるように、グラバー園へのバリアフリーなアクセス

手段であり、斜行エレベーターそれ自体が観光資源としての性格も持ち合わせている。運

行時間が、路面電車の始発・終着の時刻に合わせて設定されていることからわかるように、

傾斜地における他の交通手段（後述）とくらべて、公共交通としての性格は比較的強い。

一方で運賃は設定されておらず無料である。これは上述のようにあくまでも都市計画道路

として設置され、一般的な公道の扱いであるため（例えば大阪市内の通船と同様である）、

公共交通機関というより道路インフラそのものである。 

斜行エレベーターの最大の問題は、建設費・維持費の額の大きさであろう。建設費は約

13 億 9,000 万円（垂直エレベーターと合わせると約 17 億 1,000 万円）に達し（谷村賢治

ほか『もうひとつの長崎さるく』晃洋書房、2012 年、154-161 ページ）、維持費が部品交

換等で年間約 1,000 万円、大規模修繕でさらに年間約 2,000 万円を要するという。また、

斜行エレベーターの生産は、国内では既に中止されていると、後述の斜面移送システムを

製作した嘉穂製作所の方から伺った。法規制の改正に伴い、エレベーターのメーカーが設

定する仕様と合致しなくなったとのことである。斜行エレベーター自体、もともと非常に

珍しい存在であり、関西では西宮市名塩地区（JR 福知山線西宮名塩駅前）がある意味有名

である。人口減少が顕著になっていく今後、傾斜地において斜行エレベーターが求められ

るほど大規模の宅地開発が行われる可能性は、全国どこでももはや低いと考えられる。 
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(3) 斜面移送システム【C,D,E,F】 

 斜面移送システムもまた、長崎市に独特の斜面地交通であり、2002～05 年度に市内の 3

ヶ所で設置された。いずれも、沿道に公民館があったり、近隣に小学校があったりと、沿

道住民のみならず、近隣の住民（同一の町内会等）にも広く利用される可能性を考慮した

上で、設置箇所が選定されたとみられる。なお、設置された 3 ヶ所と同様の条件を持つ階

段道は、市街地に限ってもきわめて多い（公民館や学校といった公共施設にこだわらなけ

れば、数十ヶ所から数百ヶ所に及んでも不思議はない）。この 3 ヶ所は本来はパイロットケ

ース的な意味合いを持ち、当時の市長はより多くの設置を考えていたようである。不測の

事態に伴って市長が交代してからは、新設は手控えられている。最近も、市内のある地区

から要望が寄せられたが、モノ（例えば灯油）の輸送に主眼を置いていたことなど本来の

目的と合致しなかったこともあり、協議の途中で地区から辞退の申し入れがあった。後述

の費用負担の問題をも考慮するに、例えば他の交通機関への補助（タクシーチケットの住

民への配布など）がより費用対効果が高い可能性も想定しうる。 

 写真にもあるように、道路が階段道であることも手伝い、懸垂式であり、電話ボックス

のような移送機器に乗り込んで（定員 2 名、1 名は着座でもう 1 名は立席）、利用カードを

操作盤に挿入することで操作が可能となる。利用カードの管理は町内会に委ねられており、

利用を希望する住民（65 歳以上、階段歩行が困難、通院が必須、妊娠中、育児中、といっ

た事情を抱えていると想定される）は町内会に申請する（カードの交付自体は無料）。その

点、誰もが利用できるわけではないので、公共交通の範疇からはやや外れる。また、分速

15m と速度が遅いことから、宅配やごみ収集といったモノの運搬にも使われていない。ご

み収集は、トラックが入れない階段道ではそりにごみを載せ滑らせて階段を降りるという、

収集担当者にとって非常に負担がかかる方式が取られているが、斜面移送システムはその

改善に貢献していない。 

 費用負担の問題は、斜行エレベーターと同様、避けて通れない。その額は斜行エレベー

ターよりはるかに安価とはいえ、建設に 1 ヶ所につき 1,200～3,400 万円（谷村賢治ほか『も

うひとつの長崎さるく』晃洋書房、2012 年、163 ページ）、維持に毎年、3 ヶ所合計で約

400 万円がかかっている。さらに、設置から 15 年ほどが経ち、レール等設備が露天である

ことから損傷が目立つため、2017 年度には 1 ヶ所で設備を更新し、その費用は約 4,000

万円であった（他の 2 ヶ所も 2019 年度と 2021 年度に更新の予定である）。 
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 最後に、「移送」という名称について触れておきたい。「移送」という用語は、英訳すれ

ば「交通」「運輸」「輸送」等と同じく”transport(ation)”になろうが、わが国では介護・福

祉系（いわば、国土交通省よりも厚生労働省）の文脈で使われることが多い。斜面移送シ

ステムももともと、福祉系の「高齢者生活支援研究会」の活動の中から着想され、地元企

業を中心とした 12 のグループがアイディア提案に応募して実現されたものであった。その

内容から、自治体内部での所轄部局（斜面移送システムについては土木部土木建設課）が

決まったという経緯であろう。なお、市内では介護保険の対象として「移送」という項目

があり、これは階段道を背負ってもらって移動するサービスである。 

 

(4) 乗合タクシー 

 乗合タクシーは市内 5 路線で、2001 年頃から運行されている。いずれも、人口減少等に

伴って利用者は減少傾向にあるものの、この種の公共交通としては珍しく、収支率が高い

路線も多かった。例えば丸善団地線は、近年赤字に転落したものの、それまで長年黒字を

計上していた。 

 とはいえ、こうした黒字経営は、従来型のタクシーから乗合タクシーへの転換があった

ことで実現したものと見られる。つまり、乗合タクシーの沿線ではタクシー事業の総体的

な運賃収入は大きく減ったと見られ、住民は安い運賃（1 回 200 円）で乗合タクシーを利

用できるようになったが、近年の赤字転落後は市の欠損補助が必要になった。現在では、

減便を中心としたテコ入れを行なって、収支率は改善している。今後また収支率が低下し

た際には、乗合タクシーから従来型タクシーに戻すことは難しいとしても、補助に関する

財政制約をも考慮すると、運行日数を削減するといった対応を検討せざるを得ない状況で

ある。 

 なお、乗合タクシーの運行は、タクシー協会を通じて、沿線地区をテリトリーとするタ

クシー事業者に委託されている。 

 

(5) 車みち整備事業 

 この事業は交通機関を整備するものではなく、文字どおり道路整備の一種である。階段

道に自動車が乗り入れられないことはいうまでもないが、それは自家用車の利用が不便で

ある（例えば住民にとって、自宅から遠い駐車場を利用せざるを得ない）だけでなく、緊

急車両の到着に時間を要する恐れがある。救急車や救急隊員の到着が遅れると、人命にか
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かわる事態になりかねない。そこで市が、2013～18 年度の事業として開始したのが「車み

ち整備事業」である。 

 この事業では、斜面住宅地において、階段道（傾斜度 17 度程度までの緩やかなもの）の

スロープ化や、道路の拡幅（擁壁の施工や水路への張り出し）を行なうものであり、5 年

間で 25 路線が対象となった。もともと住宅地ということもあり、事業後に自動車通行量が

大きく増加することはないが、介護や宅配の車両が入れるようになり、利便性が大きく高

まるので、定住人口の維持に貢献する可能性がある。また、沿道の土地の評価額が上昇す

るといった効果もあった模様である。この事業は好評を得て、市議会での議決により 2019

年度からさらに 5 年間延長されることとなった。 

 もっとも、先に述べた緊急車両の乗り入れが実現したのは、25 の対象路線のうち 1～2

路線のみである。それは、坂を登った先に車両が駐車できる作業スペースがないと、例え

ば救急車の車内での応急措置等が難しいのであり、道路（幅）を確保するのみではそうし

た空間の確保に至らない事例が多いのである。とはいえ、階段道では取り扱いの難しいス

トレッチャーが、スロープ化されたことで乗り入れがしやすくなったといった利点は存在

する。 

 

(6) 立地適正化計画との関連 

 長崎市の場合、都市計画や立地適正化計画の策定および実行にあたっても、人口の維持

をも考えると傾斜地における人口密度の維持を前提とせざるを得ない。いいかえれば、傾

斜地を単純に居住誘導の対象から外すことは難しいのである。 

その中で土地利用政策を考え、立地誘導を行うにあたって最優先されるのは、防災の観

点である。周知のように、1982 年に長崎大水害が起こり、市街地を含めて甚大な被害が出

た。その記憶は、市民にとっても行政にとっても今なお鮮烈であり、その教訓を活かすこ

とがまちづくりの大前提である。長崎大水害の際、傾斜度 15 度（勾配約 30％）以上の傾

斜地で崖崩れが発生していたが、そのような傾斜地に今でも 8 万人以上の市民が住んでい

る。立地適正化計画は 2018 年 8 月に公表され、居住誘導区域を街区単位で指定したため、

策定は非常に煩雑であった。とはいえ、国土交通省による立地適正化計画のモデル都市に

認定されたのは、こうした取り組みが結実したものと考えられる。 
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2.2 北九州市 

 北九州市は、1963 年に福岡県北東部の 5 市が合併して発足し（面積 491.95 ㎢）、三大都

市圏以外で初の政令指定都市となった。製鉄業をはじめとする臨海工業地帯を擁し、市発

足前後（高度成長期）の発展は著しかったが、現在の人口は約 94 万 6 千であり、ここ 10

年ほどは「100 万都市」を割り込んでいる。企業城下町ゆえ産業構造が転換した影響は大

きく、人口減少の傾向は 40 年ほど前からすでに見られた。筑豊炭田と門司港・若松港に挟

まれた臨海工業地帯であるから、「炭鉄港」、つまり石炭・炭鉱、鉄鋼・鉄道、港湾・港運

が主な産業であったが、これらは現在では産業観光のテーマとなっているのみならず、産

業遺産（つまり過去のもの）とさえ位置づけられている部分がある。 

 上記のように臨海工業地帯のイメージが強いゆえ、海沿いの平地が多いと見られやすい

が、市内には傾斜地が多く、また高度成長期の人口増加に合わせてこうした傾斜地での宅

地開発が多く見られた。産業構造の転換と高齢化に伴い、こうした住宅地が交通不便地域

になっていったのである。 

 北九州市では、こうした動きへの対応は早く、八幡東区の枝光地区では 2000 年から乗

合タクシー「枝光やまさか乗合ジャンボタクシー」の運行が開始された。また、これをき

っかけに、市は住民主体の「おでかけ交通事業」を制度化し、現在では合計 7 地区で乗合

タクシーが運行されている（ほかに 2018 年度から、後述のように「プチおでかけ交通事

業」が 1 ヶ所で始まっている）。以下ではこれらについて説明し、人口減少に直面する都市

の傾斜地における公共交通政策について検討する。 

 

(1) 八幡東区枝光地区の概要 

枝光地区は、新日鐵住金（2019 年 4 月から日本製鉄）の八幡製鉄所に隣接している。八

幡製鉄所はいうまでもなく、わが国初の近代的な製鉄所であった。鉄鋼業の業容縮小に合

わせ、製鉄所の敷地の一部は遊園地「スペースワールド」に転用され、枝光本町商店街（以

下「商店街」）のすぐそばに迫っていたが、スペースワールドは 2018 年に閉園し、再開発

の計画を待っているところである。 

公共交通としては、JR 鹿児島本線の枝光駅とスペースワールド駅が最寄りである。また

市内の主要市街地（合併前の各市の中心市街地）と結ぶ西鉄バスも頻繁に運行され、商店

街の近くに「枝光本町」の停留所がある（かつては西鉄の路面電車「北九州線」が走って

いた）。 
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一方で、製鉄所と商店街を取り巻く傾斜地（皿倉山の中腹）の住宅地には、道路が狭隘

であることもあってバスが乗り入れることはなく、長年に渡っていわば「公共交通空白地」

であった。にもかかわらず交通手段の確保が問題にならなかったのは、住民に製鉄所の関

係者が多く、ほとんどが製鉄所まで徒歩で通勤するといういわば職住近接が実現していた

からである。端的にいえば、家から製鉄所の門までより、門をくぐってから職場までの距

離のほうが長い、という通勤形態の従業員も多かったのではないか。製鉄所の三交代制と

相まって、通勤をバス等で行うというニーズ自体が発生しなかった。 

 

(2) 枝光やまさか乗合ジャンボタクシーの概要【G,H,I】 

枝光地区での高齢化が進むにつれ、住民から交通手段整備に関する要望が増えていった

が、市職員の提案制度をきっかけとして、地区内に本社を構える㈱光タクシーが運行事業

者となる形で始まったのが「枝光やまさか乗合ジャンボタクシー」（以下「ジャンボタクシ

ー」）であった。運行開始は 2000 年のことであったから、既に 20 年近い実績を重ねてお

り、乗合タクシーとしては長い歴史を持つ。5 つのルートを 12 人乗りの車両 2 台で運行し

ている。 

利用者数は、2002 年度の約 12 万 6 千人がピークであったが、その後減少傾向に陥り、

2017 年度では約 5 万 4 千人と半減している。とはいえ、市内の他の地区で運行されている

「おでかけ交通」（後述）に比較すると、まだ利用者は多い。地区内の 300 名程度の住民が、

恒常的にジャンボタクシーを利用していると推測できる。 

運賃は、当初は 100 円であったが、利用者の減少傾向を受けて 2017 年から 200 円に値

上げされ、同時に回数券の制度（18 枚 3,000 円）が設けられた。これによって利用者は減

少したが、収支率 70％程度で維持されている。2017 年度の市による補助額は 162 万 5 千

円である。 

なお、値上げと同時に、1 ヶ月乗り放題となる「えだみつノリノリパス」の販売も開始

された。価格は 5,000 円であるが、北九州市交通安全対策事業推進基金により 3 割引とし、

3,500 円で販売されている。この基金は、市内（小倉北区）に本社を持ち全国でタクシー

事業を展開している第一交通産業㈱の黒土始会長からの寄付を受けて市が設置したもので

あり、小学生に通学用の黄色い帽子を配布するなど、基金の名称のとおり交通安全の推進

を目的に活用している。ノリノリパスは IC カードであり（ソニーのフェリカの技術を用
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いている）、乗車地・降車地等の正確なデータが取得できるため、今後、利用者の交通行動

の分析が進むと期待できる。 

 

(3) ジャンボタクシーの運行事業者へのインパクト 

 ジャンボタクシーが枝光地区に与えたインパクトを、いくつかの観点から整理しておく。 

 第一に、運行事業者である光タクシーの、社内へのインパクトである。ジャンボタクシ

ーが運賃 100 円で運行を開始した頃、従来型のタクシーは初乗り運賃が 590 円であった。

そのため、タクシー乗務員からは、運賃収入およびそれに連動する歩合給が減少するとい

う懸念から、ジャンボタクシーの運行に対して反発の声が上がった。しかし実際は、自宅

から商店街までの往路は乗合タクシーを利用するものの、復路は（ジャンボタクシーのダ

イヤを待ちきれず？）従来型タクシーで帰宅する住民も多いことがわかった。商店街周辺

からの従来型タクシーの売上は、かえって増加した。つまり、ジャンボタクシーと従来型

タクシーで、利用目的が異なるため、両者は相互補完している可能性がある。また、西鉄

バスにとってのフィーダー交通としての役割も果たしていることも考えられる。 

道路公共交通（タクシー、トラック、バス）においては近年、乗務員不足が深刻化し、

社会問題としてマスコミ等で報道されることが増えてきた。その中でジャンボタクシーは、

従来型のタクシーとは異なる運転スキルが求められるにもかかわらず、求人で困窮するこ

とがないという。ジャンボタクシーの乗務を志望して応募してきたが、従来型タクシーを

兼務したり、あるいは結局のところ従来型タクシー専従となったりする乗務員は多い。ジ

ャンボタクシーの運行が、乗務員の勤務シフトの調整等にも良い効果をもたらしている。 

光タクシーは創業 100 年を迎えた、地元では老舗のタクシー事業者であるが、その経営

基盤は製鉄所への乗り入れ（いわゆる「構内権」を持ち、広大な製鉄所敷地の奥の方まで

送迎が可能であること）にあった。本社がある枝光本町周辺はむしろ、他の事業者のテリ

トリーという様相が強かった。ジャンボタクシーの運行を開始してから、光タクシーの地

域密着・地域貢献の姿勢が明確になり、「枝光といえば光タクシーのテリトリー」というイ

メージが定着したとみられる。 

 

(4) ジャンボタクシーの地域へのインパクト 

 ジャンボタクシーの拠点（5 ルートのハブ）となっている商店街は、地域のアクターの

中でも最もインパクトを受けていると考えられる。商店街は空き店舗が目立ち、高度成長
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期の頃に比べると寂れていることは間違いない。とはいえ、核店舗たりうる食品スーパー

「スピナ」（もともと、製鉄所の購買施設として開業し、現在は西鉄グループに属している）

が商店街に隣接し、商店街の近辺に医院・病院といった一次医療の施設が点在することと

相まって、ジャンボタクシーが商店街を延命させている可能性は否定できない。明確な因

果関係を立証することは難しいが、ジャンボタクシーの運行開始後、商店街で新規開業す

る店舗や、後継者問題が解決した店舗もいくつか見られるという。ジャンボタクシーのル

ート上にも、停留所の名称からして商店や小売市場が点在していたようだが、商店街より

さらに厳しい状況に陥っていると考えられる。地区内で分散していた商業機能が、結果と

して商店街に集中するようになったと捉えれば、国土交通省が『国土のグランドデザイン

2050』で唱える「コンパクト＋ネットワーク」の一例と考えることができ、「ネットワー

ク」の機能をジャンボタクシーが担っていると考えることができる。 

 なお、商店街から徒歩 5 分のところに、大手小売業によるショッピングセンターが 2006

年に出店している。ジャンボタクシーがこのショッピングセンターに乗り入れることを望

む声は常にあるというが、その予定はない。ジャンボタクシーは、通勤・通学にも対応し

ておらず、主に高齢者による、商店街とその周辺における商業および医療の機能へのアク

セスに特化している。すでに商店街は、近隣の医院・病院の休診日に合わせて定休日を設

定しており、ジャンボタクシーの運行日程も同様である。 

 

(5) 「北九州市おでかけ交通事業」のしくみ 

 前述のように、ジャンボタクシーの取り組みは、市の「おでかけ交通事業」に取り込ま

れ、枝光を含め市内 7 地区に広がっている。「廃止路線対策」（5 地区）と「高台地区対策」

（2 地区）に分けられるが、枝光は後者に含まれ、もともとの公共交通空白地に乗合タクシ

ーが導入されたという位置づけは明確である。 

 各地区での乗合タクシーの運営は、住民を中心とする「運営委員会」を主体とし、市と

交通事業者の合計三者が連携（協議・調整）する形を取っている。枝光の運営委員会は、3

つの町内会と商店街（商店組合連合会）が中心となっており、ジャンボタクシーの回数券

の販売促進も実施している。商店街は協賛金として年間約 40 万円を負担し、ジャンボタク

シーの欠損補助の一助としている（ジャンボタクシーが商店街への送迎を担っているとい

う実態を認識している証左である）。他の地区では、運営委員会にまちづくり協議会、社会

福祉協議会、老人会、小学校関係者（フレンドリースクール）が参加する事例もある。 
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 おでかけ交通事業の制度的枠組みとして特筆すべきは、収支率（協賛金を除く運賃収入

が、運行経費に占める割合）が高いほど、市からの補助率が高くなるしくみを採用してい

ることである。収支率＝採算が向上することで補助は不要になるが、その分補助を減額す

ることは、地域にとって利用促進の動機を欠くこととなる。それを防ぐためのしくみであ

り、例えば京都府宇治市の「乗り合い交通事業」はこれを参考に制度設計がなされている。 

 おでかけ交通事業においては、地域からの要望を受け、事前のアンケート調査とそれに

基づく試験運行を実施して、本格運行への移行の可否を判断している。試験運行の実績が

上がらず本格運行を断念した事例もあるが、やや異なる様相を示す場合もある。門司区の

田野浦地区では試験運行をきっかけに、地区内の採石業者が自社従業員の送迎用の車両を

用いて、無料で地域貢献として住民の輸送を行うことを決意し、おでかけ交通事業とは異

なる形で交通手段が確保されたのである。 

 また、乗合タクシーに見合うほどの需要は見いだせないものの、交通手段の確保が必要

とされる事例に対応して、2018 年から「プチおでかけ交通事業」も実施し、1 地区でセダ

ン型タクシーの相乗り（事前予約制とし、その便の利用人数と運行に必要なタクシーの台

数に応じて一人当たりの運賃がその都度決まる）が行われている。 

 

2.3 まとめ 

 長崎市では、階段道が多いことを前提に、独自の交通手段（斜行エレベーター、斜面移

送システム）や事業（車みち整備事業）が導入された。その点では斜面地交通とその政策

として非常に極端な事例であるといえよう。東大阪市に対し端的な示唆を導出することは

難しいが、防災が都市計画（立地適正化計画を含む）と交通政策に与える影響については、

今後の土地利用計画や居住誘導の課題となることから、今後一層の検討が必要である。 

 北九州市枝光地区では、商店街とその周辺（徒歩圏）において商業機能と医療機能が立

地的に結節しており、それを取り持つ（2 つの機能に共通のアクセスを提供する）のが公

共交通（ここではジャンボタクシー）の役割となっている。枝光を含め市内各地で展開さ

れている「おでかけ交通事業」では、いずれも住民の運営委員会が主体となり、市および

交通事業者との連携の核となっている。ここで交通事業者の、交通の専門家としてのイニ

シアティブが大きいことは、特に枝光の事例からみて取れる。 

 長崎市と北九州市における傾斜地の交通政策の共通点として、人口が減少傾向にある工

業都市（企業城下町）であることと、乗合タクシーが導入されていることが挙げられる。
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とはいえ、乗合タクシーに関しては、特にその従来型タクシーとの関係を見るに、長崎市

と北九州市では様相が大きく異なっている。長崎市では、両者が競合する関係にあり、従

来型タクシーの利用者が乗合タクシーに転換することで、乗合タクシーが高い収支率を維

持していた。一方で運行を担当するタクシー事業者は、タクシー協会の差配によって決定

されており、専門家として交通政策においてイニシアティブを発揮している部分は少ない。

これに対して北九州市では、少なくとも枝光地区の事例では、ジャンボタクシーと従来型

タクシーが相互補完している部分も見られ、また当該地区ではジャンボタクシーの運行事

業者（光タクシー）が（タクシー協会の差配の結果ではなく）結果的に地域独占の状態と

なり、公共交通に関する専門的知識をもって交通政策に関与し、地域貢献としてジャンボ

タクシーの維持・運営に積極的に関わっている。収支率は長崎市の事例と比較すると低い

が、自治体交通政策としての制度設計において、収支率が改善されると補助額がかえって

増え、地域が公共交通利用促進を実行するインセンティブとなっている。こうした政策枠

組みのもとで、商業機能と医療機能の連携、いわゆる「医商連携」を媒介しているのが乗

合タクシーおよびその運行事業者であるといえる。 

次章では同じく九州から、タクシー事業者のイニシアティブによる医商連携の事例を考

察し、タクシーを活用した地域交通政策の可能性について議論したい。 
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3. 医商連携という切り口 

  

前章では、枝光やまさか乗合ジャンボタクシーの事例を引き合いに、医療機能と商業機

能を取り持ち、特に高齢者による両者へのアクセスを確保するのが公共交通の役割である

ことを述べたが、これは新しい主張ではなく、また「医商連携」というキーワードが提唱

された後に主張されるようになったわけでもない。高齢者による公共交通の主な利用目的

が、通院と買い物であることは、モータリゼーションに伴って公共交通の存廃が過疎地か

ら議論されるようになった数十年前から、すでに明らかであった。 

「医商連携」は、経済産業省九州経済産業局が 2008 年に提唱したものであり、九州がい

わば「本場」である。そのため、枝光以外にも医商連携の事例は多数見られ、それこそ九

州経済産業局の報告書などで数多く報告されている。その中でも本章では、熊本市東区健

軍地区の事例をもとに、医商連携を公共交通（特にタクシーとその事業者）が媒介する可

能性についてさらに検討を進め、東大阪市の公共交通政策への示唆の導出を試みる。 

 

3.1 熊本市健軍商店街【J,K,L】 

 熊本市は熊本県の県庁所在地であり、面積 390.32 ㎢、人口約 74 万人を擁し、2012 年

に政令指定都市となった。2016 年 4 月の熊本地震では、最大震度 7 の地震が 2 回も発生

し、市内でも市域東部の東区を中心に甚大な被害を受けた。 

 その東区に位置するのが、調査対象とした健軍地区である。健軍には路面電車の健軍町

停留所（熊本市交通局 A 系統の終点）があり、いわば熊本市の内郊外の拠点として、都心

と外郊外（市域東の益城町方面）を結節する役割を持っている。歴史的には、太平洋戦争

中に三菱重工業の航空機工場が立地し、それが路面電車の延伸と人口集積のきっかけとな

った。なお、健軍の地形はほぼ平坦であり、長崎市や北九州市の事例で見たような極端な

傾斜地はないことを付言しておく。 

路面電車の終点のすぐそば、アーケードがかかった商店街が健軍商店街（以下「商店街」、

アーケードの愛称は「ピアクレス」）であり、その運営組織が健軍商店街振興組合（以下「組

合」）である。アーケードの下は、平日は自動車の通行が認められており（ただし一方通行）、

週末や祝日の昼間は歩行者天国として各種イベントの会場になっている。商店街の中ほど

に食品スーパー「マルショク」があり、これが核店舗としての性格を持っている（枝光本

町商店街における「スピナ」と同様の性格である）。以前は 3 階建ての総合スーパー「サン
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リブ」であったが、その建物が熊本地震の際に倒壊し、商店街のアーケードに寄り掛かる

形で全壊を免れた様子は、全国に報道された。建て替えにあたり平屋建ての食品スーパー

に転換され（「マルショク」と「サンリブ」は同じ企業グループが業態によってブランドを

分けて運営しているものである）、衣料と雑貨の売場はほぼなくなったので、商店街全体の

利便性・品揃えが低下しているとの声もある。 

なお、アーケードの外にもいくつかの商店街（組合）があり、これらも健軍の商業機能

を担っていることは忘れてはならない。アーケードの外を含めると飲食店が比較的多いこ

とも特徴であり、飲食店街の存在が、後述の肥後タクシーを中心としたタクシー交通のあ

り方にも影響を及ぼしている。 

以下では、タクシーを活用した来店宅配「らくらく宅配事業」の経緯と現状について述

べ、これと関連した「おでかけ支援サービス」についても説明する。 

 

(1) 商店街組合によるアクセス交通・宅配への着目 

 組合による、アクセス交通に着目した活性化事業で最初期のものが、1999 年の「お買い

物送迎バス」であった。これは純粋貸切バスにより運賃無料で運行されたが、利用者は少

なかった。健軍に用事がないと利用しないし、運賃が無料であることで、潜在的な利用者

にはかえって抵抗があったようである（「あの人はタダでバスに乗っている」と認識される

こと自体が利用抵抗となっていたと推測された）。その後、京都の西新道（錦会）商店街が

ファクスで注文を受け付けて宅配をしているという情報が入り、熊本大学の研究者からも

導入を勧められたが、断念した。西新道でも費用負担が問題となっていたし、重い商品・

かさばる商品の持ち帰り（来店宅配）に焦点を当てたほうが高齢者が商店街で買い物をし

やすくなると考えた。実際の高齢者が、「米 5kg を袋で買って持ち帰って家で炊くよりも、

昼食・夕食のたびにお弁当を買いに行って持ち帰るほうが、金銭面はさておき肉体的に楽」

と考えていることも参考にした。「財布だけ持って来れば、商店街で心配なく買い物できる」

ことを目標としたのである。 

 そこで組合は、近隣のトラック事業者に相談をしてみたところ、配送のタイミング・便

数や貨物の量・荷姿などに関して様々な質問が寄せられ、協議を行った。その結果、配送

料は 1 個につき 500 円と試算され、しかも、配送の都度ある程度の個数がまとまることが

条件とされた。組合は、この配送料が高額と判断し、協議はそこから先に進まなかった。 
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 そこで、組合が着目したのがタクシーである。商店街には、路面電車の終点であること、

飲食店街があること、といった理由で、客待ちのタクシーが停まっていることが多い。客

待ちの合間に商品を運んでもらえばよいのでは、という発想であった。 

 こうして、組合が肥後タクシーに相談を持ち掛けたのが 2000 年頃である。肥後タクシ

ーは健軍周辺が創業の地であり、商店街の近くに営業所を持っていた（肥後タクシーは市

内・県内の複数のタクシー事業者を買収して現在は「肥後交通グループ」の一角をなして

おり、熊本地震を受けて、市の中心部に近い子会社の営業所にグループ本社を移している）。 

 

(2) タクシーの活用による「らくらく宅配事業」 

 肥後タクシーは組合の相談に応じ、空いている車両を活用して商店街で購入された商品

の宅配（商店街から半径 2km 以内）を引き受けた。運賃は 1 回 300 円としたが、前例が

ないことから直感的に決まったものである。肥後タクシーとしては、「無料というわけには

いかないが、空いている車両を動かして少しでも収入が入るのであれば、その収入は少額

でも差し支えない」という考えであった。さらに 300 円のうち、組合が 100 円、県が補助

事業として 100円を負担することが決まり、利用者の自己負担は 100 円で済むようにした。 

こうして「らくらく宅配事業」は 2001 年度中（2002 年 1～3 月）に 2 ヶ月半ほど実験

的に行われ、宅配は 12 時発と 16 時発の 2 便が設定された。買い物した商品を、組合が 2000

年に設置した「ピアクレス・スタジオ」（空き店舗を活用したコミュニティ FM 放送局）に

持ち込めば宅配を申し込めるようにした。「本当に家まで配達してくれるのだろうか？」「荷

物を取られたりしないだろうか？」といった利用者の不安を拭い去るための工夫である。 

しかし、前例がない試みであったこともあり、運行開始の翌日には、運輸支局から行政

指導が入り、肥後タクシーが軽貨物運送の許可を取得した上で、タクシー事業における「救

援事業」として買い物した商品の宅配が認められることとなった。この救援事業および、

その一環としてのタクシーによる貨物輸送については、説明が必要であろう。そこには、

九州に特有の事情も絡んでいる。 

 それは、1980 年代に、とりわけ南九州や奄美大島において、軽貨物運送事業者（いわゆ

る軽トラ事業者）とタクシー事業者の間で競合と騒動が見られたことである。軽トラ事業

者が旅客を運送する、いわゆる白タク行為をするようになった。軽トラ事業者は例えば、

「あくまでも手荷物を運んでいるのであり、道案内のために荷主を同乗させている」「タク

シーだって書類とか荷物を、旅客と一緒に運んでいるではないか」と立論したという。 
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 こうした騒動に決着を付ける意味もあり、1989 年に運輸省（当時）九州運輸局が、タク

シー事業者に対し、急を要する場合に「タクシー車両による救援事業」を認める通達を出

した。具体的には、書類を取りに行ってもらったり、バッテリーが上がった自動車からの

要請でブースターケーブルを持ってきてもらったり、といった手荷物・軽量貨物の（旅客

が同乗しない）運送が、タクシーでも可能になったのである。タクシー車両のフロントガ

ラスのところに「空車」「賃走」などを示す表示灯があるが、ここに「救援」という表示も

用意されている。救援事業を認める通達は、その後全国で出されるようになった。 

 

(3) 「らくらく宅配事業」の継続とタクシー事業へのインパクト 

 らくらく宅配事業はあくまでも 2001 年度の事業であり、2002 年度前半は休止されたが、

近隣住民からの要望が多く、2002 年 9 月には再開された。県の補助制度の期限切れや組合

の財政などを考慮して補助は減少し、らくらく宅配事業については 2004 年度以降、1 個の

宅配につき組合が 100 円を補助し、利用者の自己負担は 200 円となっている。宅配の実績

はこれまで、1 ヶ月平均で 43 個であり、少数の固定客の利用に留まっていると考えられる。 

 一方で、商店街から買い物帰りにタクシーに乗車する利用者は、らくらく宅配事業を開

始する前に比べて多く、1 ヶ月平均 1,000 人以上で安定しており、宅配に比べて効果は大

きい。それは、商店街にらくらく宅配事業の拠点が設けられ、タクシーを取り次ぐパート

職員が常駐していることとも大いに関連する（拠点は、らくらく宅配事業の開始後に数度

の変遷があったが、これについては後述する）。 

その拠点を訪れて宅配を依頼する利用者に、あるパート職員が「せっかくタクシーが来

るんだから、タクシーに宅配を頼むだけじゃなく、荷物と一緒にタクシーに乗っちゃって

帰れば？」と声をかけた。これが、タクシーそのものの利用促進のきっかけであった。あ

る意味、近年流行している「貨客混載」を先取りした形である。 

商店街では、肥後タクシー以外の事業者の車両も客待ちをしており、中には態度が良く

ない事業者や乗務員も見られたようである。しかし、らくらく宅配事業を契機に組合と肥

後タクシーが上記のように連携するようになってからは、健軍が肥後タクシーのテリトリ

ーであるというイメージが定着し、肥後タクシー以外のタクシー事業者・車両が減ってい

ったという。前章でみた、枝光本町商店街と光タクシーと似た関係が、健軍商店街と肥後

タクシーの間にも見られるようになったのである。 
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(4) 商店街における医商連携の拠点の役割 

このように、らくらく宅配事業の拠点はタクシー交通そのものの拠点となったのである

が、これが商店街を含めた近隣コミュニティの拠点となり、前章でみた医商連携の拠点を

も兼ねているところが興味深い。これら「拠点」とその役割の変遷をたどることとしたい。 

前述のとおり、らくらく宅配事業の当初の拠点は「ピアクレス・スタジオ」であり、宅

配だけでなくタクシーそのものの取次も行うようにした。2004 年度からは肥後タクシーが

介護事業所との連携のもと商店街の空き店舗を借り「らくらくステーション」を開設した。 

2011 年には組合が別の空き店舗を借りて「まちなか図書室 よって館ね」を開設してい

たが（市・県・国の補助と組合の費用負担で運営）、2013 年からはこの「よって館ね」に

「らくらくステーション」の機能を併設するようにした。具体的には、「よって館ね」に肥

後タクシーの従業員が常駐し、宅配の取次、タクシーの呼び出し・待合ができるようにし

たのである。これに伴い、人件費は肥後タクシーが負担し（肥後タクシーの従業員なので

当然といえば当然）、市の補助を受けつつ、光熱費や家賃は組合が主に負担している。 

組合では「よって館ね」を活用して、高齢者が健康寿命を延ばし介護予防とするための

イベントを多数開催している。健康等の相談コーナーや、ボランティア講師による習い事

教室のほか、鹿屋体育大学が開発した介護予防のための体操「貯筋体操」の教室が週 1 回

開かれ、体操を習慣づけて「貯筋通帳」の「筋額」が貯まれば商店街で利用できるクーポ

ン券と交換できるというものである。商店街の中に、高齢者の医療・健康に関する拠点が

あるというのは、前章でみた医商連携の形態の一つであるといえる。それがタクシーの拠

点となっているという点では、これも前章でみた「医商連携を交通が媒介する」一つの事

例といえよう。商店街とその周辺（徒歩圏）には医院（一次医療）が複数あり、組合では

商店街のマップを作成する際に、組合に加入していなくても医院はマップに掲載し、来街

者（特に高齢者）の利便を図っている。細かい工夫であるが、これもまた医商連携の形と

捉えることができる。 

 

(5) 「おでかけ支援サービス」の展開 

 最後に、2015 年に開始された「おでかけ支援サービス」もまた、組合と肥後タクシーの

連携による交通サービスであるので、紹介しておきたい。 

 2014 年に、市の商工観光労働部が、地元銀行の子会社である調査会社を通じて「熊本市

商店街買い物弱者対策事業モデルプラン」を策定した。そこでは健軍商店街の近隣に住む
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高齢者を対象としたアンケートやワークショップなど、詳細な調査が行われ、報告書がま

とめられている。 

 その結果、健軍商店街から 2.5km ほど離れ、スーパーが撤退した砂取地区（砂取校区第

1 町内）における買い物弱者対策が、市の政策課題として浮かび上がった。買い物弱者対

策としては、移動販売など複数の手法が考えられるが、元気な高齢者の健康増進・介護予

防を考え、また町内会からの要望を考えたときに、定時定路線の交通手段を健軍商店街ま

で確保することとした。 

この「おでかけ支援サービス」では、起点・終点とも 1 ヶ所（砂取地区の介護施設前－

健軍商店街の「よって館ね」前）とし、シンプルな運行形態を考えた。砂取地区の住民（特

に高齢者）のうち、少なくとも地区内は歩いて移動できる人を対象としている。毎週金曜

日に 1 便のみ（往復とも午前中）、運賃は片道 350 円（往復は 700 円で割引なし）で運行

し、組合が肥後タクシーに運行を委託する形を取っている。運賃は「よって館ね」で組合

から乗車クーポンを購入する形を取ることで、乗合としての運行を回避している（これは

運輸支局に事前に相談した結果である）。車両は従来型タクシーを使っており、肥後タクシ

ーは、実車で走った場合にかかるであろう運賃の 1 割引にあたる片道 900 円を、月末締め

で組合に請求する形を取っている。平均乗車人数が 3 名となれば採算は取れ、補助が不要

となるので、これを一つの目標としている。同様の距離（タクシーで 1,000 円程度）の場

合は、同様のしくみを導入できる地域もあると考えられる。 

 

3.2 タクシー活用と医商連携の可能性 

(1) 公共交通政策におけるタクシーの位置付け 

長崎市と北九州市の事例は、公共交通、特にタクシーを触媒とした「医商連携」を実現

したものと捉えることができる。タクシーは従来、公共交通機関と捉えられる機会が、少

なくとも交通政策の文脈では少なかったといわざるをえない。しかし、バス事業が人手不

足等で全国的にも疲弊し、地域貢献や交通政策への関与といった余裕を持てなくなってい

る今日では、タクシーおよびその事業者の役割に注目が集まるのは自然である。需要の規

模や道路の整備状況といった要因により、公共交通としてバスよりも乗合タクシーやデマ

ンド交通が適していると認識される地域では、なおさらである（ここで本来は、ライドシ

ェアを含めた議論も喚起されようが、ここでは措いておく）。もちろん、タクシー事業者は、

一般的なバス事業者に比べると規模が小さく、良くも悪くもファミリービジネス（家業）
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の範疇を脱していない場合が多い。しかしそれゆえに、経営者に才覚があればそれをその

まま活かして、地域の実情に合った試みを柔軟に実施できる、つまり「小回りが利く」と

も考えられる（光タクシーや肥後タクシーの取り組みには、こうした背景があると思われ

る）。タクシーを公共交通により積極的に位置付け、タクシー事業者が政策的提案や他のア

クターとの連携を打ち出せる環境を整えることは、公共交通政策の課題として今後一層、

重要性を増すであろう。多くのタクシー事業者では、先にみたようにファミリービジネス

ないし中小企業としての性格が強いことから、後継者や事業承継の問題が今後一層深刻化

し、その対応として合併・買収がより盛んになることが予想される。合併・買収を経て規

模の拡大と安定を志向できる事業者には、その対応のノウハウを蓄積することで、地域貢

献や交通政策にもより積極的に関与できる経営基盤が整っていくと期待される。 

なお、タクシー事業者を交通政策の有力なアクターと捉えられるか否かは、地域内での

タクシー事業者間の競争の状況にも依拠すると考えられる。前述の光タクシーと肥後タク

シーは、新しいサービス（ジャンボタクシーおよびらくらく宅配事業）を積極的に打ち出

すことによって、医商連携の触媒として機能し、地域での信頼を高めた。その結果、他の

タクシー事業者との競合が徐々に緩まり、当該地域を自社のテリトリーとして確立するに

至っている。バス事業もタクシー事業も、規制緩和が実施されて久しく、その点で事業者

間の競争および切磋琢磨の重要性は述べるまでもない。複数のタクシー事業者が激しく競

争する地域では、特定の事業者のみをそのタクシー市場の代表、ないしは交通政策のアク

ターとみなすことは難しい（タクシー事業者が、入札などを通じて、運行受託者の立場に

留まることがせいぜいであろう）。これは、自治体が地域公共交通政策の枠組みを設定する

際に留意すべきであり、このこと自体が公共交通政策の課題と認識される場合もあろう。 

 

(2) 東大阪市の公共交通政策への示唆 

最後に、東大阪市の公共交通政策におけるタクシーの活用について述べておきたい。特

に市東部の傾斜地では、タクシーの意義が今後ますます高まると考えられる。2019 年 3

月に公表された立地適正化計画との整合性から、市東部の傾斜地への居住誘導は控えるべ

きであるが、一方で傾斜地ですでに生活している住民に対しては、一定の交通利便性を保

障し続ける必要がある。その際に、長崎市の事例でみた斜行エレベーターや斜面移送シス

テムのような、巨額の投資を伴うハード（インフラ）整備は、財政制約上困難である。も

し、大規模なインフラ整備等によって交通利便性が飛躍的に向上したならば、傾斜地に住
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む（住み続ける）ことへの需要がかえって促進される事態も考えられ、これまた立地適正

化計画と矛盾しかねない。 

そこで、長崎市の車みち整備事業のような形で、緊急車両やタクシー（場合によっては

ジャンボタクシー）の走行環境を確保しつつ、従来からあるタクシー（事業者）を活用し

たソフト施策による公共交通政策が求められる。各種の居住誘導政策が功を奏し、傾斜地

の居住人口が目論見どおりに減少した際には、公共交通政策の見直し（いわば縮小）も、

タクシーであれば柔軟に行えると考えられる。 

その「タクシーを活用した公共交通政策」として、北九州市や熊本市のような医商連携

の事例からは、大いに学ぶべき点があると考えらえる。東大阪市東部には、瓢箪山駅の南

北に大規模な商店街がある。例えばここを拠点として医商連携を推進し、その触媒として

タクシーを活用できれば、傾斜地における公共交通（医療および買い物へのアクセス手段）

の確保、住民の健康増進・介護予防、商店街の活性化のそれぞれが、ゆっくりとではあろ

うが着実に改善できると考えられる。そのためには、医療・商業・交通それぞれのアクタ

ーが積極的に提案と連携をすること、それを支える政策的枠組みとして自治体内部で部局

間の連携を深め、さらには住民（およびその共同体たる町内会・自治体などの地縁組織）

の参画を促すことが、最大の条件となろう。 
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おわりに 

  

 以上、本研究では、東大阪市の公共交通への示唆を求めて、首都圏と九州においてイン

タビュー調査と実地踏査を行った。その一つの結論として、傾斜地の公共交通政策におけ

るタクシーの活用と医商連携の推進を中心に、若干の提言を試みた。 

 それぞれの調査の際には多数の資料を頂戴し、各種の文献調査も並行して行ってきたが、

この報告書ではデータならびに先行研究等の引用・分析はごく一部とし、インタビュー調

査で得た知見の整理に専念した。今後、学会報告や研究論文の執筆など、本研究の成果を

より学術的な形で取りまとめる際には、文献調査やデータ分析の成果も十分に折り込む計

画である。 

この報告書では、特に後半において、東大阪市東部の傾斜地を念頭に置いた検討が多く

なり、西部・中部の平坦地における公共交通政策への示唆の導出が手薄になってしまった

ことが、反省点として残る。平坦地においては、特に公共交通政策においても自転車交通

とそのインパクトを考慮に入れる必要がある。自転車交通政策については、北陸地方の自

治体等では、専門の部や課を設置して取り組んでいる事例も多い。もし今後、同様の調査

の機会を与えられるとしたら、平坦部・自転車交通政策に焦点を当てた研究を心がけたい。 

本研究の立案と実行に際し、訪問先ならびに同行者の方々には、貴重なお時間を割いて

いただき、有益な資料をご提供いただくなど、大変にお世話になった。また、2019 年 3

月 17 日の成果報告会の席上では、有益なコメントを多数頂戴した。この報告書では、コメ

ントをすべて反映できているわけではなく、」その責任もまた研究活動者の責任に帰する。

東大阪市総合交通戦略の策定・実行をはじめ、今後も東大阪市の各種政策に関わる機会を

いただけるとすれば、本研究の成果を少しでも役立ててまいりたい。本研究を進めるにあ

たっては調査出張の回数・日数が多くなり、家を不在にすることで家族に迷惑をかけた

日々であったことは、正直に申し述べたい。上記の皆様には、心からの感謝の意を表する

次第である。 

 



A：グラバースカイロード入口（麓） B：スカイロードの上からの眺望

C：斜面移送システム D：斜面移送システムのレール

E：移送機器の内部（定員2名） F：移送機器の操作盤（カードを差し込む）



G：枝光本町商店街とジャンボタクシー H：枝光本町商店街の状況

I：商店街がジャンボタクシーのハブ J：健軍商店街「ピアクレス」

K：商店街の休憩所兼タクシー待合所 L：「よって館ね」での「貯筋運動」


