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１．はじめに
１．はじめに
我が国の自転車保有台数は高度経済成長期以降、増加傾
向にあり、平成 20 年の調査１)では約 6,900 万台となってい
る。その結果、自転車保有の増加にハード面の整備がおい
つかず、道路上に放置される自転車も増加し、1990 年頃よ
り放置自転車による様々な問題が顕在化してきた。これに
対して、行政側でも放置自転車に対する様々な対策を施し
ており、全国的にみると放置自転車の台数は昭和 56 年の約
98.8 万台をピークに減少傾向にあり、平成 21 年現在、17.7
万台となっている２)。
大阪市でも放置自転車の対策が進められ、放置自転車の
台数は、平成 19 年の 5.0 万台をピークに減少し続けている
が、平成 23 年度の段階でも 2.3 万台の放置自転車が存在し、
東京 23 区を除くと全国で最も放置自転車の多い自治体とな
っている 2)。大阪市の放置自転車対策は、鉄道駅周辺、中心
市街地、商店街に重点が置かれており、これらの地区では、
駐輪場等が整備されたり、撤去が実施されたりしている。
一方で、鉄道駅が大正駅しか存在しない大正区では、バス
が主要な公共交通手段となっていて、特に大正通りにおい
ては、バス停留所周辺に多くの放置自転車が存在するが、
市内の他の区に比べて放置自転車の対策が遅れている。そ
して、これらの放置自転車は、街路景観の悪化や歩行者の
通行の妨げの原因となっていると考えられる。
放置自転車に関する既往研究には、JR 尾道駅周辺の放置
自転車の現状を調査した喜田・井上３)の研究をはじめとする
鉄道駅周辺の放置自転車に関する研究や、放置自転車に対
する住民の意識を調査した原田４)の研究などが存在するが、
バス停留所周辺に焦点を当てた放置自転車に関する研究は
存在しない。そのため、本研究では、バス停留所周辺の放
置自転車の実態や利用者の意識を明らかにする。
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停留所において、2012 年 11 月 8 日に、周辺に駐輪している
自転車の台数を 8 時～20 時 30 分まで計測し、一日のうちで
の時間変動を調査した。なお、平日の昼間の調査は 2 回行
ったため、2 回の平均値を比較対象とし、また大運橋通停留
所は 2 カ所存在するため、北の方にある停留所を大運橋通 1、
南の方にある停留所を大運橋通 2 とした。
表－1 放置自転車台数の計測日時
分類
調査日
調査時間
平日の昼間
2012 年 11 月 2 日
12 時～14 時
2012 年 12 月 12 日
12 時～14 時
平日の夜間
2012 年 12 月 12 日
0 時～ 2 時
休日の昼間
2012 年 12 月 9 日
12 時～14 時
（２）アンケート調査
（２）アンケート調査
南泉尾、大正区役所前、中央中学校前の 3 停留所におい
て、バスを利用する人及びバス停留所周辺の施設を利用す
る人に対して、2012 年 11 月下旬～12 月上旬にかけて、ア
ンケート調査を実施し、バス停留所周辺の放置自転車問題
の問題意識や改善策への要望を把握した。

４．現地調査結果
（１）平日
（１）平日の昼間と夜間
平日の昼間と夜間における違い
の昼間と夜間における違い
平日の昼間と夜間における放置自転車の台数を図－1 に示
す。どの停留所でも昼間の方が夜間に比べて放置自転車の
台数が多くなっていた。
また、南泉尾停留所は他の停留所に比べて夜間の放置自
転車の台数も多いことが分かった。

２．研究の目的
２．研究の目的
本研究では、バスを主要な公共交通手段となっている大
阪市大正区の大正通りのバス停留所周辺を対象として、放
置自転車の実態を、現地調査とアンケート調査により把握
し、大正通りのバス停留所周辺における放置自転車の現状
と課題を明らかにすることを目的としている。

３．研究の方法
３．研究の方法
（１）現地調査
（１）
現地調査
大正通りの 16 カ所のバス停留所周辺を対象として、平日
の昼間、平日の夜間、休日の昼間のそれぞれの放置自転車
台数を計測し（調査日時を表－1 に示す）、その後、放置自
転車の台数が多い南泉尾、大正区役所前、中央中学校前の 3

図－1 平日の昼間と夜間における放置自転車の台数

（２）平日と休日の昼間における違い
平日と休日の昼間における放置自転車の台数を図－2 に示
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す。どの停留所でも平日の方が休日に比べて放置自転車の
台数が多いが、一方で、休日においても平日の半数以上の
放置自転車が存在することが分かった。

ることが考えられる。
中央中学校前停留所では、10 時以降は台数の変化が少な
く、また、17 時以降は駐輪台数が減少していることから、
通勤・通学目的の人が自転車をとめていると考えられる。
また、心療内科の診察時間（9 時～12 時 30 分、16 時 30 分
～19 時 30 分）外にも、心療内科の前に放置している自転車
が見られたが、通勤・通学目的の人も心療内科前に自転車
をとめていると考えられる。

図－2 平日と休日の昼間における放置自転車の台数

（３）放置自転車の時間変動調査
南泉尾、大正区役所前、中央中学校前の 3 停留所におけ
る放置自転車の時間変動調査の結果を図－3 に、それぞれの
放置自転車が存在した場所を、図－5、6、7 に示す。
南泉尾停留所では 19 時以降に急激に放置自転車が増加し
ていた。この理由として 2 つ考えられる。1 つは、南泉尾停
留所前に賃貸マンションが立地し、敷地内の駐輪スペース
が非常に小さいことから、バス利用者だけでなく、南泉尾
停留所前に立地するマンションの住民が、夜間、バス停留
所周辺に駐輪していると考えられる。2 つ目として、南泉尾
停留所前の雑居ビルに複数の居酒屋が入居しているが、そ
の居酒屋には駐輪スペ
ースが存在しないため
に、居酒屋の客が増え
る 19 時以降、放置自
転車の台数が増加する
と考えられる（写真－
1 参照）。

図－3 3 停留所における放置自転車の時間変動台数

図－4 大正区役所敷地内における中心台数の時間変動

賃貸マンション
居酒屋

大正区役所前停留所で
写真－1 南泉尾停留所
は、停留所前のスーパ
ーマーケットの開店す
る 10 時以降に放置自
転車の台数が増加して
いるため、通勤・通学
目的の人だけでなくス
ーパーマーケットの
利用者も自転車を放置
写真－2 大正区役所前停留所
していると考えられる
（写真－2 参照）。また、放置自転車ではないが、大正区役
所の開庁時間（9 時～17 時）外や大正区役所内の図書館の
開館時間（10 時～19 時）外にも、大正区役所の敷地内に駐
輪している自転車が見られ（図－4
参照）、バス利用者が大正区役所の敷地内にも駐輪してい

図－5 南泉尾の放置自転車の状況

図－6 大正区役所の放置自転車と駐輪の状況
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表－3 バス停留所周辺に駐輪場ができた場合の希望する終
日料金の限度額（円）
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図－7 中央中学校前の放置自転車と駐輪の状況
（２）バス停留所周辺の
（２）バス停留所周辺の放置自転車に対する問題意識
バス停留所周辺の放置自転車に対する問題意識

５．アンケート調査結果
）駐輪場ができた場合の利用の有無
（１）駐輪場ができた場合の
利用の有無

現状の放置自転車の何が問題と考えるか尋ねた結果を示
す。なお、停留所ごとの集計結果を、図－8 は自転車利用者
について、図－9 に自転車利用者以外の人について示す。

アンケート調査の結果からバス停留所周辺に駐輪場がで
きた場合の利用の有無についての回答結果を、停留所まで
の交通手段として自転車を利用する「自転車利用者」と自
転車以外の手段を利用する「自転車以外の人」で分けたも
のを表－1 に、停留所ごとに分けたものを表－2 に示す。
これらの結果から、自転車利用者は駐輪場ができた場合
は利用する傾向に、自転車以外の人は利用しない傾向に、
また、駐輪場の利用の有無に関する停留所間の違いはない
ことが分かった。

南泉尾停留所においては、「特に何も感じていない」と
回答した自転車利用者の割合が高い傾向が見られた。また、
「景観上問題がある」、「歩行者の通行の妨げになる」と
回答した人の割合が自転車利用者、自転車以外の人ともに
低い。南泉尾停留所では、今回調査した他の停留所に比べ
て空間的にゆとりがあるためこのような結果になったと考
えられる。
大正区役所前停留所では、「自転車の通行の妨げにな
る」、「歩行者の通行の妨げになる」と回答した人の割合
が高い。大正区役所前停留所ではスーパーマーケットの前
と停留所横の駐輪によって歩道空間が狭くなっているため、
歩行者や自転車の通行の妨げになると回答した人の割合が
高い傾向がみられたと考えられる。
中央中学校前停留所では、「景観上問題がある」と回答
した人の割合が高い。停留所の近くに大正中央中学校が存

表－1 停留所付近に駐輪場ができた場合の
自転車利用者と自転車以外の人の利用の有無の違い（人）
利用する 利用しない
自転車利用者（N=80）
60
20
自転車以外の人（N=125）
48
77
表－2 停留所付近に駐輪場ができた場合の
停留所ごとの利用の有無の違い（人）
利用する
利用しない
南泉尾（N=51）
27
24
大正区役所前（N=118）
62
56
中央中学校前（N=38）
19
19

在するために景観面を意識していると考えられる。

（２）駐輪場ができた場合の希望する終日料金
バス停留所周辺に駐輪場ができた場合に駐輪場を利用す
ると回答した人を対象に、希望する終日料金の限度額につ
いて尋ねた結果を停留所別にまとめたものを表－3 に示す。
どの停留所でも市内の大阪市営の駐輪場で設定されてい
る終日 150 円の料金を、希望する終日料金が下回っており、
南泉尾停留所では、100 円と回答した人が多かった。
また、大正区役所前停留所での希望する料金の平均値が
一番低くなっていた。これは、大正区役所の敷地内に無料
で自転車をとめている人が多いため、駐輪場が設置されて
も無料でないと利用しない人が多いためと考えられる。
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図－8 バス停留所周辺における放置自転車に対する問題意識
（自転車利用者、複数回答）

図－11 バス停留所周辺における放置自転車の希望する改善策
（自転車以外の人、複数回答）

図－9 バス停留所周辺における放置自転車に対する問題意識
（自転車以外の人、複数回答）

（３）バス停留所周辺の放置自転車に対する
（３）バス停留所周辺の放置自転車に対する改善策
する改善策の希望
改善策の希望
現状の放置自転車の改善案に対する意向を示す。なお、
停留所ごとに、自転車利用者の結果を図－10 に、自転車利
用者以外の結果を図－11 に示す。

南泉尾停留所においては、「無料駐輪場をつくる」と回
答した自転車利用者の割合が高く、「マナー・啓発運動を
行う」と回答した自転車利用者の割合が低い傾向が見られ
た。
大正区役所前停留所においては、「無料駐輪場をつくる」
と回答した自転車利用者と「撤去・罰則を強化する」と回
答した自転車以外の人の割合が高く、大正区役所前停留所
では、放置自転車によって歩道が狭くなっているため、事
故の危険性を意識していることからこのような傾向が見ら
れたと考えられる。
中央中学校前停留所では、「放置自転車の整理整頓を行
う」と回答した自転車以外の人の割合が高い。乱雑に放置
されている自転車を整理してほしいと考えている傾向が見
られる。

６．まとめ
６．まとめ
大正通りのバス停留所周辺の全体の傾向として、バス停
留所周辺にはバス利用以外の人も自転車を放置しているこ
とが分かった。また、平日おける放置自転車台数が最も多
いことも分かった。そのため、バス利用者だけでなく、停
留所周辺施設を利用する人に対する放置自転車対策が必要
である。また、大阪市の条例による駐輪場の設置義務のな
い 2010 年以前に建てられた建物にも駐輪場を設置するよう
に促す必要性も考えられる。
南泉尾停留所では、夜間の放置自転車台数が多くなって
おり、また、アンケート調査の結果では、自転車利用者の
放置自転車に対する問題意識が低いことも分かった。その
ため、夜間に自転車を放置している人に対して、放置自転
車が問題であることを周知していくことが必要である。
大正区役所前停留所では、アンケート調査の結果では通
行の妨げや、事故の危険性に対する回答の割合が高かった。
また、大正区役所の敷地内に、区役所や図書館利用以外の
人も自転車をとめていることが分かった。そのため、事故
の危険性を減らすために、区役所敷地内に新たに駐輪場を
増設する等により、放置自転車により狭くなっている問題
を解消する必要性がある。
中央中学校前停留所では、アンケート調査の結果、景観
上問題があると回答した人の割合が大きかった。これは、
停留所の近くに学校が存在するため、市民が景観面を意識
しているからと考えられる。そのため、まずは、放置自転
車が整理整頓されていないことや、放置自転車が存在して
いることによる景観上の問題を明らかにしたうえで、放置
自転車の対策をしていく必要がある。
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図－10 バス停留所周辺における放置自転車の希望する改善策
（自転車利用者、複数回答）
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