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第１章 長岡京市の現状と課題 

１．長岡京市の概況 

長岡京市（以下「本市」）は、京都盆地の西南部に位置し、北は向日市・京都市、東

は京都市、南は大山崎町、西は西山連峰を境に大阪府と接しています。東西約 6.5キロ

メートル、南北約 4.3キロメートル、総面積 19.18平方キロメートルで東西に長い長方

形をなしています。 

総面積の約 65パーセントが可住地の平たん部であり、残りの西山山地は、市街地の

背景として本市の大きな景観要素となっています。中央部は住宅・商業・工業・農業に

広く利用されており、東部は広域交通網に恵まれた工場適地として、多くの工業が立地

しています。 

交通面では、JR東海道本線、阪急京都本線がそれぞれ南北方向に並行して通過してお

り、京都へは JR長岡京駅（以下「長岡京駅」）・阪急長岡天神駅（以下「長岡天神駅」）

からそれぞれ 10～15分、大阪へはそれぞれ 26～40分で連絡しています。阪急バスは、

両駅から大山崎町・向日市へと連絡しています。また、東側には名神高速道路が縦走し

ており、さらに名神高速道路に接続し、京都都市圏の環状道路として機能する京都第二

外環状道路（にそと）の整備が進められています。 

 

 

 

図-長岡京市概略図 

京都府 
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２．長岡京市の現状 

本市は、京都と大阪の中間に位置する立地特性を背景に昭和 30年代後半から急激な人

口流入が進み、昭和 40年に約 24,800であった人口が 10年間で約 2.5倍（約 63,500人）

の増加をみせました。昭和 50年以降は、緩やかな人口増加を経て、近年ではほぼ横ば

いの傾向が続いています。 

また、通勤者の半数以上は市外への流出となっていますが、市内で様々な産業に従事

する市民も少なくありません。鉄道などの交通至便の地という条件もあり、通勤や通学

だけでなく、市民の生活圏や行動圏はますます広がっており、京都市や大阪方面との結

びつきは強くなっています。 

中心市街地である長岡天神駅と長岡京駅を結ぶ地域は、多くの商業施設や様々な機能

が集約され、大勢の人、自転車、車などが集中するため、周辺の道路や歩道が狭いこと

も相まって、朝夕は相当な混雑や渋滞が見られ、事故の危険性にもつながる状況が懸念

されています。 

一方、市の南部地域では、地域の足として阪急京都本線が運行されていますが、長岡

天神駅～大山崎駅は 2番目に駅間が長く、交通利便性の悪いエリアとなっています。ま

た、周辺は一団の住宅市街地であるにも関わらず、生活利便施設が少ないため、日常的

な買い物等は主に長岡天神駅周辺に依存している状況であり、これらが要因となって長

岡天神駅周辺では慢性的な交通渋滞等が発生し、バス交通の定時性が十分に確保されな

いなど、市民生活に大きな支障をきたしています。 

このように、本市の公共交通サービスは十分とはいえない状況であり、今後、高齢化

社会が更に進展していく中において、抜本的に取り組むべき問題となっています。 

こうした中、南部地域では、阪急京都本線の長岡天神駅～大山崎駅間において「新駅(西

山天王山駅)」の設置が進められている他、京都縦貫自動車道の一部をなす「京都第二

外環状道路（にそと）」や「長岡京ＩＣ」の整備が進められており、広域交通結節機能

が飛躍的に高まることが予想され、これらのポテンシャルを活かした新たな都市拠点の

形成や、長岡天神駅周辺における交通環境の飛躍的な向上が期待されます。 

 

図－年齢構成別人口の推移 
（出典：長岡京市統計書 平成 23年度版） 

図－阪急各駅の利用者数の推移 
（出典：長岡京市統計書 平成 23年度版） 
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３．長岡京市の課題 

（１）人口の課題 

高度経済成長期に急増した人口は、近年、ほぼ横ばいの状態となっています。人口

急増期に転入した人が定着することで高齢化が進行し、現在では高齢化率が21％を超

える超高齢社会 に突入しています。 

今後も高齢化の傾向は続くものと予想されるため、全ての人にとってやさしい公共

交通の充実を図ることが必要です。 

 

（２）交通基盤の課題 

中心市街地である長岡天神駅周辺においては、中心部等への通過交通の流入や長岡

天神駅前広場の未整備、阪急京都本線の踏切周辺における交通渋滞など、多くの課題

が山積しています。このため、阪急京都本線の連続立体交差事業などによる抜本的な

市街地の再整備を推進し、安全で円滑な交通環境の実現と土地利用の高度化、都市機

能の強化等を図ることが必要です。 

また、南部地域では、「阪急新駅（西山天王山駅）」や駅前広場、アクセス道路等

などの整備により新たな交通結節点を創出し、周辺地域の交通利便性、生活利便性を

高めていくことが必要です。 

あわせて、交通分散による中心市街地の渋滞緩和も見据え、長岡天神駅との機能分

担を図り、快適な道路交通、公共交通を確保していくことが必要です。 

 

（３）公共交通の課題 

阪急新駅（西山天王山駅）や長岡京ＩＣの整備による交通結節拠点の整備を契機に、

長岡天神駅との機能分担による交通負荷の軽減や高齢者等の移動環境の改善を図り、

過度な自動車交通の抑制と公共交通の利用促進（高速バスの利便性向上、鉄道との交

通結節による路線バス、コミュニティバス等の路線再編、利便性向上など）を推進す

ることが必要です。 

また、名神高速道路や国道171 号が市の東部を南北に走り、広域的な東西軸となる

京都第二外環状道路が平成25年4月に完了する状況を踏まえ、道路交通や、鉄道やバス

といった公共交通などの総合的な交通体系づくりを進め、阪急新駅と京都市（京阪淀

駅）や八幡市、宇治市などを結ぶ広域バス路線等の設置も検討していくことが必要で

す。 

 

（４）土地利用の課題 

中心市街地では土地の有効活用が不十分で魅力に乏しく、また、既存商店街の活力

の停滞が問題となっています。そのため、交通環境の改善や東西市街地の連続性確保

に向けて、抜本的な市街地の再整備を行う必要があります。 

一方、南部地域では、京都第二外環状道路（にそと）や長岡京ＩＣによる、新たな

交通結節拠点の整備を契機に、周辺地域の自然と調和した良好な土地利用への転換・

誘導、地域生活の向上のための都市的サービスを充実させる必要があります。 

 

（４）地域観光の課題 

本市の観光資源は里山の風情や地域の歴史文化等、その良さを歩いて体感できるも

のが多くあるものの、地域資源の連続性や回遊性に乏しい状況にあります。そのため、

安全安心や環境保全を踏まえた良好な交通環境づくりを行う必要があります。 
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第２章 長岡京市が目指す将来像 

１．上位計画における位置づけ 

（１）長岡京市第３次総合計画 第 3 期基本計画 [平成 23 年度～平成 27 年度] 

（平成 23 年 3 月策定） 

 

土地利用構想において、中心市

街地、長岡天神駅と長岡京駅を結

ぶ地域は「都心ゾーン」と位置づ

け、空間の有効な活用と快適な都

心の形成を目標として施策を進め

るとしており、「京都第二外環状

道路（にそと）」と「阪急新駅（西

山天王山駅）」の整備により新た

な交通結節点となる地域を「新都

心ゾーン」と位置づけ、公共交通

の活性化と南の玄関口としてふさ

わしい広域的な拠点整備を目指す

としています。 

 

≪第 3期基本計画の方向性≫ 

重点テーマ【 新しい都市基盤の構築とその活用による「交流・活力・にぎわい」の創出 】 

京都第二外環状道路（にそと）と阪急新駅（西山天王山駅）の供用開始が平成 25年

度内に予定されています。「にそと」の長岡京ＩＣと阪急電車が交差する地点に新駅が

できることにより、市南部の新しい玄関口として広域的な人の交流が見込まれ、交流に

よる地域の活性化に向けて、周辺地域の基盤整備とその活用が期待されています。 

さらに、阪急新駅（西山天王山駅）と京都市（京阪淀駅）や八幡市、宇治市などを

結ぶ地域間連携バス路線設置の構想などにより、新しい公共交通網が整備され、交通

利便性のなお一層の向上が図られるところです。 

また、長岡天神駅周辺については、これまで「長岡天神駅周辺のまちづくりを考え

る会」や「長岡天神駅周辺整備構想検討委員会」を開催し、まちづくりの将来像を示

す「長岡天神駅周辺のまちづくり構想」を策定し、ホームページやシンポジウムで広

く市民にお知らせしてきましたが、今後、さらに市民の参画を得ながら、バリアフリ

ー化を含めた整備検討を進めます。 

 以上を通じて新しい都市基盤の構築や活用を推進し、交流・活力・にぎわいを創

出していきます。 

図－土地利用ゾーンと交通軸 
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（２）長岡京市都市計画マスタープラン 改訂版（平成 20 年 3 月策定） 

平成 20 年 3 月に策定された長岡京市都市計画マスタープラン（改訂版）の「都市

の将来の空間構成－土地利用ゾーン」において、長岡天神駅周辺～長岡京駅は「都心

ゾーン」、阪急新駅（西山天王山駅）周辺は「新都心ゾーン」と位置づけられており、

各ゾーンの土地利用の課題と目的を明らかにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都心ゾーンの課題と目的 

・長岡天神駅と長岡京駅を結ぶ地域は、本市の玄関口であり、商店街、大型スーパー

などの商業施設の集積、歴史的な雰囲気をもち市民の憩いの場ともなっている天神

の森など、たくさんの人が集まる都心と呼ぶべき地域となっています。今後は、こ

れらの都心機能を強化するため、駅周辺整備をはじめ、人にやさしい道路空間づく

り等種々の基盤整備が課題となっています。 

・ここでは、空間の有効な活用と快適な都心の形成を目指します。 

 

■新都心ゾーンの課題と目的 

・長岡京ＩＣ周辺については、阪急新駅（西山天王山駅）の整備により新たな交通結

節点が創出され、今後、公共交通の充実に伴い、都心を補完する役割が期待されて

います。また、高速道路と都市鉄道の結節による複数の交通機関の連携施策を推進

し、公共交通の連携施策を推進し、公共交通利用への転換を促すとともに、市域南

部の活性化と利便性の向上を図る取り組みが課題となっています。 

・ここでは、公共交通の活性化と南の玄関口としてふさわしい広域的な拠点整備を目

指します。 
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≪地域別まちづくりの方針≫ 

 

 

■良好な住環境の保全と育成の方向 

□良好な住環境の維持・保全 

・長岡京ＩＣや阪急新駅（西山天王山駅）により交通利便性が高まる周辺地域につ

いては、良好な住環境の維持・保全に配慮しつつ、公共交通の活性化による快適

な移動環境の確保に努めます。 

■周辺環境と調和した多様な業務サービス地区の形成の方向 

□高速道路軸を活かしたまちづくり 

・京都第二外環状線（にそと）の整備を促進するとともに、水と緑の自然環境や生

産緑地、沿道既存宅地など、周辺環境との調和に十分配慮しつつ沿道環境整備を

進めます。 

・長岡京ＩＣと阪急新駅（西山天王山駅）周辺等における広域交通条件の優れた立

地性を活かし、周辺地区との環境・景観調和に配慮しつつ、都市や地域の活性化

に資する新たな都市機能の導入を検討します。 

■人と車の良好な共存を目指した体系的なみちづくりの方向 

□広域高速道路網の整備 

・広域的な幹線道路である京都縦貫自動車道の一部を構成する京都第二外環状線

（にそと）及び長岡京ＩＣへのアクセス道路や側道の整備を促進します 

 

  

西部地域のまちづくりの方向 
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■多様な生活支援の複合拠点・顔づくりの方向 

□東の玄関口にふさわしい魅力ある都心拠点の整備 

・交通結節点としての役割強化や、バンビオ・総合交流センター等の文化施設での

交流機能の強化、周辺住環境の整備を推進します。 

□中心市街地における計画的な市街地環境の向上 

・長岡天神駅から長岡京駅を結ぶ中心市街地については、駅周辺の適切な交通処理

も含め、人にやさしいにぎわいのみちづくり、阪急京都本線との立体交差化など、

長岡天神駅周辺地区の交通基盤の整備強化を推進します。 

・特に、長岡天神駅周辺地区については、ＪＲ長岡京駅西口地区や既存商店街との

機能分担や連携に配慮しつつ、西の玄関口にふさわしい魅力ある商業サービス・

交流等、機能の導入促進と、駅周辺の交通基盤の整備強化を目指します。 

 

■周辺環境と調和した多様な業務サービス地区の形成の方向 

□高速道路軸を活かしたまちづくり 

・長岡京ＩＣと阪急新駅（西山天王山駅）周辺等における広域交通条件の優れた立

地性を活かし、都市や地域の活性化に資する新たな都市機能の導入を検討します。 

 

□交通結節点を中心とする交通基盤の整備 

・交通分散による中心市街地の渋滞緩和も見据えつつ、長岡天神駅との機能分担に

配慮しながら、阪急新駅（西山天王山駅）及び駅前広場やアクセス道路等の周辺

整備を進め、市域南部における交通基盤の強化による利便性の向上を図り、快適

な移動環境の確保に努めます。 

・駅周辺に駐車場を整備するなど、公共交通機関への円滑な乗り換えによる公共交

通の利用促進を図り、環境への負荷の低減にも配慮するとともに、長岡京ＩＣも

活かした広域交通結節拠点としての整備を進めます。 

□適切な駐車場対策の推進 

・駅周辺における自転車等駐車対策を目指し、阪急新駅に必要に応じた適切な自転

車等駐車場の整備を推進します。 

・新たな開発における適切な駐車場の整備を誘導するとともに、長岡京ＩＣ及び阪

急新駅（西山天王山駅）周辺においては、観光の活性化にも資する駐車場等の整

備についても検討します。 

 

中部地域のまちづくりの方向 
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■産業振興と連動した拠点づくり 

□東の玄関口にふさわしい魅力ある都心拠点の整備 

・ＪＲ長岡京駅東口地区については、大規模空閑地を活かした産業振興の拠点づく

りを目指し、市の産業振興に資するとともに周辺環境とも調和する都市型産業と

して、研究・業務機能等の導入を促進します。 

・整備に際しては、周辺地区との環境調和や道路基盤の整備状況等を勘案しつつ、

まとまった区域における開発ニーズを活かした段階的な整備を目指し、地区計画

制度等を活用した土地利用の転換と高度利用を促進します。 

■多様なみどり資源に親しむ交流環境づくり 

□産業振興拠点等における魅力ある環境づくり 

・ＪＲ長岡京駅東口周辺においては、魅力ある景観・環境を有した拠点の形成とと

もに、個性的な景観整備や緑化・水辺の導入など、特色ある環境づくりへの誘導

を進めます。 

 

東部地域のまちづくりの方向 
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２．地域の交通計画における位置づけ 

（１）長岡京市南部地域等における公共交通活性化協議会報告書（平成 18年 3月） 

① 基本的な方針 

新たな交通結節点のあり方として、以下の 3点を基本的な方針とします。 

 阪急京都線大山崎駅～長岡天神駅間、京都第二外環状道路（にそと）との交差部に、

都市鉄道と高速道路の結節による新たな交通結節点を創出し、「マルチモーダル施

策（複数の交通機関の連携施策）」の実現を目指していきます。 

 現在、市の中心核となっている長岡天神駅周辺に対して、新たな交通結節点は市の

副核、広域的な拠点と位置づけていきます。 

 鉄道やバスなど公共交通の活性化、利用促進を図っていきます。 

 

＜新たな交通結節点の創出＞ 

現在、阪急京都線を跨ぐ形で、第

二外環状道路（にそと）の整備が予

定されており、長岡京ＩＣが、阪急

京都本線との交差部に近い場所に予

定されています。この長岡京ＩＣは、

名神高速や京滋バイバスからも近く、

今後、自動車交通の面から利便性が

高まり、地域のポテンシャル向上を

図ることができます。 

また、阪急京都本線の大山崎駅と長

岡天神駅間は約 4.0ｋｍあり、阪急電

鉄の路線の間でも、上牧－高槻間につ

いで 2番目に長い距離となっていま

す。この間に新駅を設置することで、

交通利便性を高め、地域のポテンシャ

ル向上を図ることができます。 

このように、阪急京都本線と「に

そと」との交差部は、新たな交通結

節点の創出、地域のポテンシャル向

上が見込める場所であり、それをふ

まえて、都市鉄道と高速道路という

2つの視点からマルチモーダル施策

（複数の交通機関の連携施策）を実

現させることで、これまでにない新

しい地域づくりを推進していくこ

とが望まれます。 

 

 

「にそと」及び 

長岡京IC 

 

新 駅 

新たな交通結節点を創出 

マルチモーダル施策（複数の交通機関の連携施策）を実施する 

図 1 新たな交通結節点の創出 
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＜新たな交通結節点の位置づけ＞ 

現在、市の中心核は長岡天神駅周辺、副核は長岡京駅周辺となっていますが、新駅

を設置し、新たな交通結節点を創出すれば、第 3の核が誕生します。 

新たな交通結節点は市の副核と位置づけ、中心核である長岡天神駅との役割分担を

図っていきます。 

 

図 2 新駅整備による都市構造の変化 

 

表 1 ２駅の機能分担のあり方 

 長岡天神駅周辺 新 駅 周 辺 

位
置
づ
け 

・ 市の中心核、拠点 

・ 商業の中心地 

・ 市内の観光の拠点 

・ 市の副核 

・ 地域の住宅地の中の交通拠点 

・ 広域的な観光の拠点 

交
通
の
あ
り
方 

＜現況＞ 

①交通渋滞：駅周辺で交通渋滞が頻発 

②バス路線集中：駅前広場がなく、バス路線が集中 

③道路のバリアフリー化必要：歩道狭く段差等あり 

↓↓↓ 

＜将来＞ 

①交通渋滞解消：駅に集中していたバス、一般車が新駅へ 

②バス路線分散：新駅によるバス路線の再編により現在集

中している路線が分散 

③道路のバリアフリー化実施：安全な歩行者空間の確保 

＜現況＞ 

①駅アクセス不便：新駅周辺住宅地では駅へのアクセスが不便 

②バス路線不便：バス路線は少ない 

③交通拠点新設：にそと事業により IC新設予定 

↓↓↓ 

＜将来＞ 

①駅アクセス便利：住宅地から駅へのアクセスが大きく向上 

②バス路線便利：新駅を起点としたバス路線を再編し、利

用者利便性が向上 

③新たな交通拠点実現：広域的な交通結節点機能が向上 

 

＜公共交通の利用促進＞ 

鉄道やバスなど公共交通は、地域住民の生活にとって必要不可欠な基盤であり、新

たな交通結節点創出をきっかけに、更なる活性化、利用促進を図っていきます。 

中心核 

副核 

長岡 
天神駅 
周辺 
 

JR 
長岡京駅 
周辺 
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② 長岡京市南部地域等における公共交通活性化総合プログラム＜まとめ＞ 
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（２）長岡天神駅周辺のまちづくり構想（平成 21年 3月） 

① 構想の位置づけ 

本構想は、長岡天神駅周辺の総合的な整備を進める上での指針となるものであり、

おおむね 30年後を目標として、市全体の方針・計画や都市構造のあり方とともに長岡

天神駅周辺の将来像を検討するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② まちづくりの方向性 

長岡天神駅周辺のまちづくりは、全国で課題に直面している中心市街地の活性化と

本質を同じくします。このため、長岡天神駅周辺のまちづくりの方向性は、政府・中

心市街地活性化本部が設定している５つの切り口を基本に、下図のように設定します。 
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④ まちづくりの方向性のまとめ 

 長岡天神駅周辺のまちづくりの柱 

持続的な発展に向けて、 

京都都市圏の拠点都市の 1 つと 

なることをめざす 

居住、商業、都市サービスなど 

拠点都市にふさわしい 

都市機能の充実を図る 

長岡京市固有の魅力を 

増幅させつつ、 

まちづくりに活用していく 

長
岡
天
神
駅
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性 

市
街
地
の
再
整
備 

◇社会実験を通じたアゼリア通の

バリアフリー化施策の検討 

◇アゼリア通などにおける阪急京

都本線踏切の歩行者安全対策 

◇自動車からひと中心のまちづく

りへの転換 

◇西京高槻線の街路事業による着

実な整備推進 

◇阪急京都本線の連続立体交差

事業 

◇都市基盤の強化に向けた市街

地整備事業 

◇長岡天神駅近傍での市街地再

開発事業等の実施 

◇長岡天神駅交通広場等の整備 

◇シンボルロードとなる天神通

の街路事業による着実な整備

推進 

◇長岡天神駅周辺での貴重な水

空間である犬川の親水空間化 

商
業
の
活
性
化 

 

◇既存の商業機能と相乗効果を

発揮することが期待できる新

たな商業機能の誘致 

◇シンボルロード（天神通）沿道

でのまちの顔となる商業等の

計画的導入 

◇既存商店街の活性化に向けた

ハード･ソフト施策の展開 

◇生活道路沿道への特徴ある小

規模店舗の導入 

ま
ち
な
か
居
住 

◇高齢者向け住宅の整備 

◇民間住宅事業者に対するインセ

ンティブの付与 

◇まちなか定住に向けたハード･

ソフトの居住環境整備 

◇市街地再開発事業等による計

画的な住宅供給 
 

都
市
サ
ー
ビ
ス 

施
設
の
充
実 

◇高齢者向け医療・福祉施設等の

整備 

◇住民の交流・コミュニケーショ

ン、生涯学習の場となるハード･

ソフト施策の展開 

◇空き店舗などを活用した育児サ

ービス施設などの導入 

◇市街地再開発事業等による計

画的な都市サービス施設導入 
 

公
共
交
通
と 

観
光
の
強
化 

 
◇公共交通の利用環境とサービ

ス向上 

◇観光客に対する情報提供など

のサービス向上施策の展開 

◇長岡天満宮、光明寺来訪者が立

ち寄る魅力のある観光関連施

設の整備 

◇国内外に対する観光情報発信、

PR 活動の展開 
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第３章 長岡京市南部地区の総合交通戦略 

１．長岡京市における交通政策実現の基本的な考え方 

本市では中心市街地である長岡天神駅周辺において、通過交通の流入や踏切による

慢性的な渋滞、それに伴うバスの定時性が確保されないなどの課題があり、これらの

抜本的な解決策として阪急京都本線の連続立体交差事業や駅前広場整備、さらには市

街地整備や再開発事業など、概ね 30年後を見据えた環境整備が計画されています。 

一方、南部地区では、阪急新駅（西山天王山駅）の整備により新たな交通結節点が

創出され、今後、公共交通の充実に伴い、中心部の交通環境を補完する役割が期待さ

れています。また、高速道路と都市鉄道の結節による複数の交通機関の連携施策を推

進し、公共交通利用への転換を促すとともに、市域南部の活性化と利便性の向上を図

る取り組みが喫緊の対応として求められています。 

中心市街地である長岡天神駅周辺の交通環境整備は、本市の活力向上に向けた重要

な政策ではありますが、上記内容及び、都市・地域総合交通戦略は、概ね5～10年の短・

中期的な政策目標を明示し、これらを実現するための施策パッケージと、その管理・

運営の仕組みと体制を定めるものであることを踏まえると、まずは、阪急新駅（西山

天王山駅）や駅前広場、アクセス道路等の整備により南部地区における交通利便性の

向上を図ることが必要です。その上で、長岡天神駅との機能分担、交通分散を図り、

中心市街地の交通環境を改善していくことが現実的と考えられます。 

また、駅前広場整備など長岡天神駅周辺の具体的な整備計画を検討していく上でも、

南部地区の整備に伴う機能分担、交通分散等の波及効果を的確に踏まえていくことが

重要です。 

このようなことから、本市の交通政策については、大きくステップ１で長岡京市南

部地区の環境整備、ステップ２で中心市街地（長岡天神駅周辺）の環境整備を推進し

ていくことを基本とします。 
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図- 長岡京市における交通政策実現の基本的な考え方 

 

 

【交通政策実現の基本的な考え方】 

【長岡京市の交通に係る現状】 

・中心市街地への通過交通の流入 

・長岡天神駅周辺の慢性的な交通渋滞 

・渋滞によるバス交通の定時性の未確保 

・長岡天神駅前広場の未整備 

・市南部地域で不足している交通利便性 

・阪急新駅の設置(H25開業) 

・京都第二外環状道路の整備(Ｈ25開通) 

・長岡京ＩＣの整備(Ｈ25供用開始) 

【長岡京市の交通に係る課題】 

・中心市街地の魅力低下 

・既存中心商店街の活力停滞 

・東西中心市街地の連続性確保 

・長岡天神駅の交通負荷の軽減 

・高齢者の移動環境の改善 

・過度の自動車交通抑制 

・高速バスの利便性向上 

・鉄道と路線バスの結節強化 

・コミュニティバスの路線再編 

・地域観光資源の連続性・回遊性向上 

ステップ１ 

長岡京市南部地区の整備 

ステップ２ 

長岡天神駅周辺の整備 （事業の波及効果） 

【地域の交通計画】 
・都市鉄道と高速道路の結節による新

たな交通結節点の創出（阪急新駅） 

・阪急新駅（西山天王山駅）の整備に

よる市中心部の渋滞解消とバス路

線の分散 

・阪急京都本線の連続立体交差事業

（長岡天神駅）     など 

【上位計画】 
・阪急新駅（西山天王山駅）の整備に

よる新たな交通結節拠点（南の玄関

口）の整備 

・長岡天神駅との機能分担と交通分散

による市中心部の渋滞緩和 

など 
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２．総合交通戦略の目標 

本市の現状や課題、長岡京市第 3次総合計画や長岡京市都市計画マスタープランなど

の上位計画による位置づけを踏まえ、目指すべき将来ビジョンを次のように設定します。 

 

≪将来ビジョン≫ 

 

 

 

 

 

南部地域における新たな交通結節拠点の整備は、本市における交通施策上の大きな課

題となっています。現在進められている阪急新駅（西山天王山駅）の整備を契機として、

これらの実現を図り、それぞれの役割に応じた機能的な都市核を形成していきます。 

 

３．基本戦略 

将来ビジョンの実現に向けて、次の 3つの戦略に基づき交通施策を展開します。 

基本戦略① 交通結節拠点の整備 

京都第二外環状道路（にそと）長岡京ＩＣや阪急新駅（西山天王山駅）の整備を契

機として新たな交通結節拠点の形成を図り、長岡京市の南の玄関口を創出します。 

また、阪急新駅（西山天王山駅）の整備効果を踏まえ、長岡天神駅周辺では、地域

内交通と通過交通の分離による交通の円滑化、交通結節機能の強化等を図り、長岡京

市中心部の玄関口にふさわしい環境を創出します。 

 

基本戦略② 公共交通サービスの再編・充実 

高齢化社会の進展や地球規模での環境問題の高まりなどを背景に、長岡天神駅周辺

の交通問題や阪急新駅の開業などの地区の実態を踏まえ、鉄道やバスなどの公共交通

サービスの再編・充実により利便性の高い交通環境を創出します。 

 

基本戦略③ 多様な交通手段の利便性と安全性の向上 

鉄道やバス、自動車（Ｐ＆Ｒ）、自転車、徒歩などの様々な交通手段を有効に組み

合わせて、円滑でかつ利便性の高い移動を可能とする交通ネットワークの形成を図り

ます。 

広域交通結節拠点を活用した南部地区の 

新たな都市核（地域核・地域拠点）の形成 
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４．長岡京市南部地区の区域 

長岡京市南部地区は、阪急新駅（西山天神駅）や京都第二外環状道路（にそと）、長

岡京ＩＣの整備により、交通結節拠点の形成、市南部の新しい玄関口の創出、新駅開業

による交通利便性の向上が図られ、中心市街地の交通環境を改善していく上においても

重要な地区となっています。 

このことから、本戦略では長岡京市南部地区の区域 384haにおいて、今後、短・中期

的に取組む施策について、事業プログラムに位置づけることとします。 

 

図－長岡京市南部地区の区域 
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５．交通戦略に基づく具体的な施策 

（１）基本戦略①：交通結節点の整備 

・新たな交通結節拠点、広域的な観光拠点として、新駅（西山天王山駅）の駅舎やバス

停(路線バス・コミュニティバス・高速バス)関連施設を含めた駅前広場の整備、新駅

へのアクセス道路の整備等を推進します。 

・まちの玄関口となる駅前広場を、賑わいや憩い、潤いがある空間とします。 

・誰もが気軽に利用でき、人に優しい公共交通サービスのために、バリアフリー・ユニ

バーサルデザインに配慮した施設整備を図ります。 

・来訪者が観光やまちの情報を容易に得られるような施設整備を図り、誰もが利用しや

すい交通空間と機能を実現します。 

 

＜具体的施策と実施主体＞ 

具体的施策 実施主体 

京都第二外環状道路整備事業 国土交通省 

阪急新駅駅舎建設事業 阪 急 電 鉄 

府道大山崎大枝線道路新設改良事業 
京 都 府 

都市計画道路石見下海印寺線整備事業 

駅前広場整備事業 長 岡 京 市 

 

図－阪急新駅周辺施設配置の計画 

図－西山天王山駅計画 下り駅舎外観パース 
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（２）基本戦略②：公共交通サービスの再編・充実 

・交通事業者との連携によるバス路線網の再編や阪急電車のダイヤ改正等を行い、阪急

新駅（西山天王山駅）と一体となった利便性の高い公共交通ネットワークの形成を推

進します。 

 

＜具体的施策と実施主体＞ 

具体的施策 実施主体 

バス路線の再編（路線バス） 長 岡 京 市 

バス路線の再編（コミュニティバス） 阪 急 バ ス 

高速バス路線の新設 高速バス事業者 

阪急京都線のダイヤ再編 阪 急 電 鉄 

 

写真－路線バス（阪急バス） 

写真－コミュニティバス はっぴぃ（阪急バス） 

写真－高速バス路線の新設イメージ 
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（３）基本戦略③：多様な交通手段の利便性と安全性の向上 

・Ｐ＆Ｒ駐車場や駐輪場の整備を推進し、自動車利用の抑制と自転車、徒歩などの多様

な交通手段による乗り継ぎの利便性を高める他、阪急新駅（西山天王山駅）周辺にお

ける歩行者空間の整備により、安全性を高めます。 

・レンタサイクルの整備を推進し、ビジネス・観光・通院・買い物等の多様なニーズに

対応することで、駅からの端末交通としての利便性を高めるとともに、放置自転車の軽

減対策を図ります。 

 

＜具体的施策と実施主体＞ 

具体的施策 実施主体 

Ｐ＆Ｒ駐車場整備事業 

長 岡 京 市 駐輪場整備事業 

東西自由通路整備事業 

レンタサイクル事業 
長岡京市・阪急電鉄 

複数交通機関の乗り継ぎ事業 

カーシェアリング事業 
長岡京市・ 

ｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ事業者 

府道大山崎大枝線道路新設改良事業（再掲） 
京 都 府 

都市計画道路石見下海印寺線整備事業（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

写真－駐輪所整備のイメージ 

写真－レンタサイクル整備のイメージ 写真－東西自由通路 

写真－Ｐ＆Ｒ駐車場整備のイメージ 
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第４章 関係者の役割分担を踏まえた事業プログラム 

 

事業名 実施主体 
事業プログラム 

(平成 24 年～平成 28年) 

H24 H25 H26 H27 H28 

基
本
戦
略
① 

京都第二外環状道路整備事業 国土交通省      

阪急新駅駅舎建設事業 阪 急 電 鉄      

府道大山崎大枝線道路新設改良事業 

京 都 府 

     

都市計画道路石見下海印寺線整備事業      

駅前広場整備事業 長 岡 京 市      

基
本
戦
略
② 

バス路線の再編（路線バス） 長 岡 京 市

阪 急 バ ス 

     

バス路線の再編（コミュニティバス）      

高速バス路線の新設 高速バス事業者      

阪急京都線のダイヤ再編 阪 急 電 鉄      

基
本
戦
略
③ 

Ｐ＆Ｒ駐車場整備事業 

長 岡 京 市 

     

駐輪場整備事業      

東西自由通路整備事業      

レンタサイクル事業 長岡京市 

阪急電鉄 

     

複数交通機関の乗り継ぎ事業      

カーシェアリング事業 
長岡京市・ｶｰｼ

ｪｱﾘﾝｸﾞ事業者      

府道大山崎大枝線道路新設改良事業（再掲） 

京 都 府 

     

都市計画道路石見下海印寺線整備事業（再掲）      

 



22 

第５章 推進体制 

１．推進体制の考え方 

事業の推進にあたっては、住民、交通事業者、行政が役割分担を明確にし、相互に連

携を図りながら進めるものとします。 

 

●住民（利用者、沿線住民、沿線企業、各種団体） 

公共交通サービスを受ける立場から、現在の車利用や公共交通利用の形態を見つめ

直し、公共交通への利用転換や、環境にやさしく安全で快適に移動できる交通環境づ

くりに積極的に参加するように働きかけます。 

●交通事業者 

住民や行政及び事業者間で連携し、安全で快適な交通サービスの提供や、公共交通

の利便性向上に向けて取り組みます。 

●行政 

国・府・市が連携に努め、住民、交通事業者と一体となり事業の実施に取り組みます。 

 

２．長岡京市の推進体制 

国・府・交通事業者等と連携し、公共交通の利用促進・利便性向上に向けて総合的か

つ計画的な施策の策定・実施に向けて取組みます。 

また建設交通部が窓口となり、庁内関係所管相互の連絡・連携を図ります。 

 

 
長岡京市南部地域等における公共交通を活かしたまちづくり推進会議 

（フォローアップ会議） 

＜委員＞ 

学識者、国土交通省 近畿運輸局、国土交通省 近畿運輸局 京都運輸支局、 

国土交通省 近畿地方整備局、国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所、 

京都府建設交通部、京都府乙訓土木事務所、京都市、大山崎町、八幡市、 

阪急電鉄株式会社、阪急バス株式会社、京阪電気鉄道株式会社、京阪バス株式会社、

西日本高速道路株式会社、長岡京市 

（事務局） 

建設交通部 まちづくり推進室 
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３．PDCA サイクルによる施策の推進 

総合交通戦略で示した事業プログラムの着実な進行とその効果把握にあたっては、Ｐ

ＤＣＡサイクル（戦略策定（Plan）、施策実施・管理運営（Do）、評価（Check）、施

策体系など、総合交通戦略の柔軟な見直し（Action））に基づき、定期的に計画の進行

状況を確認するとともに、補足的なデータ収集や調査により目標達成状況を確認し、必

要に応じた戦略の点検・見直しを行っていくことが重要です。 

図－取組みの進め方（PDCA サイクル） 
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第６章 市民意識調査 

○長岡京市南部地区のまちづくりに関するアンケート集計結果 

京都第二外環状道路（にそと）及び長岡京ＩＣの整備にあわせて、まちづくり交付金制

度を活用した阪急新駅（西山天王山駅）、駅前広場、周辺道路整備等を平成 20年度から

5ヶ年で事業の完了を目指しています。そこで、本制度に必要となる「長岡京市南部地区

都市再生整備計画」(案)を策定し、本整備計画（案）に基づき進められる事業の効果や、

事業に対する市民の期待度等を把握することを目的にアンケートを実施しました。 

このうち、主要事業に対する利用者の意見として、問 2及び問 3についてアンケート

結果を整理します。 

 

 

≪アンケート実施概要≫ 

■ 調査地域：長岡京市全域、大山崎町円明寺と下植野の名神高速道路以北の地域 

■ 調査対象：市町内の世帯の中で 18歳以上の方 

■ 調査方法：ポスティングによる無作為配布、郵送による回収 

長岡京市内は小学校区別（10小学校区）に各 250通配布 

大山崎町は区分なしに 500通配布 

■ 調査時期：長岡京市－平成 19年 12月 21日から平成 20年１月 11日まで 

大山崎町－平成 20年１月 22日から平成 20年２月８日まで 

■ 調査構成：計 6問 

問 1－回答者の属性、通勤通学現況について 

問 2－事業効果の予想評価 

問 3－事業効果の期待度 

問 4－事業効果の計測 

問 5－京都市内までの移動手段および移動時間 

問 6－自由意見・感想 

■ 回 収 率：長岡京市－883票／2,500票（35.3％） 

大山崎町－236票／500票（47.2％） 
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（１）事業効果の予想評価 

設問：本事業実施により、次のような効果があると推定していますが、あなたはどのよ

うにお考えですか。それぞれの効果の内容について3段階評価の中であなたの考

えに最も近い物を１つ選んで下さい。 

 

 

 

長岡京市における事業効果の予想評価を「そう思う－そう思わない」のポイント差で

見てみると、「⑦歩道の整備や街路灯等の設置などで、交通安全や防犯に対する安全性

を高める効果」が最も多く54.7ポイント、次いで「⑥公共施設の耐震化が図られること

で、災害に対する安全性を高める効果」が40.8ポイントとなりました。 

一方「③工場や倉庫、企業等が立地することでまちの活力を高める効果」は最も少な

く-3.3ポイント、次いで「④多くの人が訪れることで、まちの経済を活性化させる効果」

が4.8ポイントとなりました。 

また「③工場や倉庫、企業等が立地することでまちの活力を高める効果」「④多くの

人が訪れることで、まちの経済を活性化させる効果」「⑤様々な活動を行う場所を提供

することで、市民の活動を活発化させる効果」については、「どちらともいえない」が

最も多い回答となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－事業効果の予想評価(長岡京市) 

そう思う－そう思わない 

7.1

10.0

-3.3

4.8

18.3

40.8

54.7

31.7

-50 0 50 100

39.7%

38.0%

27.4%

31.8%

39.1%

54.1%

65.9%

47.9%

27.7%

33.9%

41.8%

41.3%

40.0%

32.6%

22.9%

35.9%

32.6%

28.1%

30.7%

26.9%

20.8%

13.3%

11.2%

16.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①通勤や通学、買い物などの移動
　が便利になる効果(N=874)   　

②様々な商業施設ができることで
　利便性を高める効果(N=873)   

③工場や倉庫、企業等が立地する
　ことでまちの活力を高める効果
　(N=875)   　　　　　　　　　

④多くの人が訪れることで、まち
　の経済を活性化させる効果　　
　(N=872)   　　　　　　　　　

⑤様々な活動を行う場所を提供す
　ることで、市民の活動を活発化
　させる効果(N=869)   　　　　

⑥公共施設の耐震化が図られるこ
　とで、災害に対する安全性を高
　める効果(N=873) 　　　　　　

⑦歩道の整備や街路灯等の設置な
　どで、交通安全や防犯に対する
　安全性を高める効果(N=875)   

⑧利便性や安全性、快適性等が向
　上することで、まちのイメージ
　を高める効果(N=871)   　　　

そう思う どちらとも言えない そうは思わない

結果概要：「⑦交通安全や防犯に対する安全性を高める効果」や 

「⑥災害に対する安全性を高める効果」の期待度が高い。 



26 

（２）事業効果への期待度 

設問：あなたは本事業の実施を期待していますか。5 段階評価の中で貴方の考えに最も

近いものを１つ選んでください。 

 

① ２市町総体の結果 

 

 

長岡京市では、「おおいに期待している」と「期待している」の合計が44.2%、「どち

らともいえない」が20.3%、「期待していない」と「実施しないほうが良い」の合計が35.5%

となりました。 

大山崎町では、「おおいに期待している」と「期待している」の合計が78.0%、「どち

らともいえない」が13.1%、「期待していない」と「実施しないほうが良い」の合計が8.9%

となりました。 

今回のアンケートはまちづくり交付金事業主体である長岡京市の管轄域外での調査

であり、駅勢圏に限定して実施しました。このような背景はあるものの、同地区住民の

事業実施への強い期待が裏付けられる結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4%

45.8%

18.7%

32.8%

32.2%

32.7%

20.3%

13.1%

18.8%

19.3%

4.7%

16.2%

16.2%

13.7%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

長岡京市(N=877)

大山崎町(N=236)

総計(n=1113)

おおいに期待している 期待している どちらともいえない

期待していない 実施しないほうがよい

図－事業効果への期待度 

結果概要：２市町とも、「おおいに期待している」と「期待している」の合計が、 

「期待していない」と「実施しないほうが良い」の合計を上回った。 
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②小学校区別事業効果への期待度 

 

 

 

長岡京市では、「大いに期待している」「期待している」の合計が半数を超えている

地区は第4、第8であり、長法寺、第9と続きます。その他の地区については、受益に近

い地区ほど事業への期待度は高く、遠い地区では「どちらともいえない」「期待してな

い」の比率が高くなる傾向がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－小学校区別事業効果への期待度(長岡京市) 

結果概要：「大いに期待している」「期待している」の合計が「期待していな

い」「実施しないほうが良い」の合計を 20 ポイント以上上回った

のは「第４」「第８」「第９」地区である。 
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図－通学区域 
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③年代別事業効果への期待度 

 

 

長岡京市では、「大いに期待している」「期待している」の合計が半数を超えている

年代は70代以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果概要：概ね年代が上がるにつれて、期待度は高くなる傾向にある。 
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おおいに期待している 期待している どちらともいえない
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図－年代別事業効果への期待度(長岡京市) 
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参考）長岡京市南部地域等における公共交通を活かしたまちづくり推進会議 

＜委員名簿＞ 

 

 委  員 所          属 

座  長 飯田 恭敬 京都大学 名誉教授 

委  員 

村尾 俊道 京都府 建設交通部 交通政策課長 

辻  淳一 長岡京市 理事 

丹羽 正次 長岡京市 企画部長 

佐々谷 明光 長岡京市 建設交通部長 

山田 勝吉 長岡京市 環境経済部長 

小国 俊之 大山崎町 総務部長 

山田 繁雄 大山崎町 環境事業部長 

上村 正美 阪急電鉄株式会社 都市交通事業本部 都市交通計画部長 

野津 俊明 阪急バス株式会社 自動車事業部副部長 兼 営業計画課長 

前田  勝 京阪電気鉄道株式会社 鉄道企画部 課長 

北西 進太郎 京阪バス株式会社 企画部長 

吉澤 勇一郎 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 都市整備課長 

中安 隆年 国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 調査課長 

安達 雅人 西日本高速道路株式会社 関西支店 京都工事事務所長 

加納 陽之助 国土交通省 近畿運輸局 企画観光部 交通企画課長 

木村 淳三 国土交通省 近畿運輸局 京都運輸支局 首席運輸企画専門官 

村澤 能也 京都府 建設交通部 都市計画課長 

斉藤 修 京都府 建設交通部 乙訓土木事務所長 

別府 正広 京都市 都市計画局 歩くまち京都推進室 室長 

藤田 孝志 八幡市 まちづくり推進部長 

事 務 局 

岩崎 俊明 長岡京市 建設交通部 まちづくり推進室長 

山口 隆弘 長岡京市 建設交通部 次長 兼 都市計画課長 

末永 靖弘 長岡京市 建設交通部 まちづくり推進室 主幹 

土田 和史 国土交通省近畿運輸局 企画観光部 交通企画課 専門官 

 

（平成 24 年度） 
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