
尼崎市地域交通計画は、本市の交通を取り巻く現状と課題に対応する方向性に基づき、
少子化・高齢化の進展、また、環境や健康に関する意識の高まりなどの社会経済状況の変
化に対応するため、過度に自動車に依存することなく、様々な交通モードが有機的に連携
し、誰もが移動しやすい交通環境の実現を目指しています。

この度、令和２年度の実施状況と評価について、基本方針毎にとりまとめましたので公
表します。

なお、本計画の計画期間は平成２９年度から令和８年度の１０年間となっていますが、
交通を取り巻く環境に大きな変化があった場合などには、尼崎市地域交通計画懇話会によ
り妥当性の検証などを行い、本計画の見直しを行うこととしています。

- 基本理念  

- 基本目標  

- 基本方針 -

- 計画期間  

令和３年度
尼崎市地域交通計画実施状況について

（令和２年度実施）

人と環境にやさしいまちの活力を支える交通環境の実現

【基本目標Ⅰ】

自動車に頼らず
誰もが移動しやすい
交通環境の実現

【基本目標Ⅱ】

すべての人に
やさしい交通環境

の実現

【基本目標Ⅲ】

まちの楽しみと
地域産業を支える
交通環境の実現

基本方針１ 公共交通の利便性向上
基本方針２ 環境や健康にも配慮した交通手段の転換促進
基本方針３ 子育て世帯を支える交通環境の充実
基本方針４ すべての人にやさしく快適な移動環境の整備
基本方針５ 良好な自転車利用環境の確保
基本方針６ 交通拠点や地域の拠点へのアクセス性の向上
基本方針７ 道路空間の効率的な整備・活用

平成２９年度（２０１７年度）～令和８年度（２０２６年度） １０年間

各基本方針の評価（各シート右上の矢印）について

各基本方針の進捗状況については、尼崎市地域交通計画における評価指標や施策評価結果などを総合的に勘案し、
「改善」「現状推移」「低下」の３段階で評価しています。
令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、外出や人流の抑制が図られたなか、

路線バスなどの公共交通機関や観光目的の移動者数に大きな影響を及ぼしていることから『参考評価』とします。



計画上の評価指標 策定時 目標
（R8）

実績
（H30） （R1） （R2）

旧市営バス年間輸送人員 12,873千人
（H27）

12,873千人 13,654千人 13,503千人 10,970千人

一日あたり鉄道駅の乗客数 223千人
（H26）

223千人 229千人
（H29）

232千人
（H30）

236千人
（R1）

基本方針１ 公共交通の利便性向上

施策の方向性

1-① 利用実態を踏まえたバスネットワークの充実

1-② 公共交通の利用環境改善

1-③ 地域と交通事業者・行政の協働体制づくり

施策評価結果（令和２年度）による進捗状況の確認

施策名 展開
方向 目標指標 目標

（R4）
実績
（H30） （R1） （R2） 進捗状況

16 住環境・都市機能 03 日常における公共交通機関の利用意識 87.6% 79.7% 77.9％ 74.0％

取組の成果と進捗 取組の課題 今後の取組

16：市域を運行するバス事業者3社（阪神バス株式会社、阪急バス株式
会社、尼崎交通事業振興株式会社）に対し、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のための車両内の衛生確保等に要した経費の一部を補助し
た。

（参考）
・バス交通事業者と行政が積極的な情報共有や意見交換を行うととも
に、密接に連携し一体となって取り組むため、尼崎市地域公共交通会
議内にバス部会を設置した。

16：新型コロナウイルス感染症による社会構造の変化を注視しつつ、
生活活動を支える持続可能なバスネットワークを維持するため、バス
事業者等と連携を深める必要がある。

16：持続可能なバスネットワークを維持するため、地域公共交通会議
の意見を踏まえつつ、各バス事業者と協議を進める。

評価

関連する事業

交通政策推進事業（路線バス運行支援補助金）

尼崎市地域交通計画 基本方針ごとの実施状況（令和２年度実施）

改善

現状
推移

低下



計画上の評価指標 策定時 目標
（R8）

実績
（H30） （R1） （R2）

旧市営バス年間輸送人員
（再掲）

12,873千人
（H27）

12,873千人 13,654千人 13,503千人 10,970千人

一日あたり鉄道駅の乗客数
（再掲）

223千人
（H26）

223千人 229千人
（H29）

232千人
（H30）

236千人
（R1）

運輸部門のCO2排出量 ※ 413千t-CO2
（H25）

369千t-CO2
（参考値）

399千t-CO2
（H30）

398千t-CO2
（R1速報値）

ー

基本方針２ 環境や健康にも配慮した交通手段の転換促進

施策の方向性

2-① 公共交通利用への意識の啓発

2-② 環境や健康に配慮した交通政策の推進

施策評価結果（令和２年度）による進捗状況の確認

施策名 展開
方法 目標指標 目標

（R4）
実績
（H30） （R1） （R2） 進捗状況

15 環境保全・創造 02 市内における二酸化炭素の年間排出量 2,508千t/年
（R12）

2,571千t/年
（H30）

2,471千t/年
（R1速報値）

ー

16 住環境・都市機能 03 日常における公共交通機関の利用意識
（再掲） 87.6% 79.7% 77.9％ 74.0％

取組の成果と進捗 取組の課題 今後の取組

15：「地域通貨を活用したクールチョイスの推進事業」では、市内全線の
バス車内での広告掲示や家電販売店でのPR等、ターゲットを絞り集中的に
周知したことによりCO2の削減につながった。
16：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、自動車から公共交通な
どへの自発的な転換を促すエコ通勤トライアルウィーク等の取組は中止し
た。
（参考）
・いきいき100万歩運動の参加者数 7,568人
・地域通貨を活用したクールチョイス推進事業における

バス通勤定期券新規購入者数 49人
・グリーンビークル導入補助実績 24台

15：政府が2050年までにCO2排出量実質ゼロとすることを宣言する
など社会情勢の変化を踏まえ、本市においても2050年までの脱炭素
社会の実現を目指して、取組をさらに加速させる必要がある。
16：ウィズコロナ・ポストコロナの新たな生活様式を見据えたモビ
リティ・マネジメントの推進に取り組む。

15：「地域通貨を活用したクールチョイスの推進事業」については、
電子地域通貨「あま咲きコイン」と統合することで、さらなる行動変
容を促す。
15：2050年までに脱炭素社会の実現を目指して「尼崎市気候非常事態
行動宣言」を表明し、あわせて「尼崎市地球温暖化対策推進計画」に
ついて、バックキャスティングの考え方に基づき2030年度のCO2削減
目標を見直す。
16：モビリティ・マネジメントの推進については、日常生活の移動に
かかる自発的な行動変容を促すため、SDGs「あま咲きコイン」推進事
業と連携するなど施策横断的に取り組む。

評価

関連する事業

交通政策推進事業（モビリティ・マネジメント推進事業）、温暖化対策推進事業（クールチョイス推進事業、グリーンビークル導入補助事業）、いきいき100万歩運動事業

尼崎市地域交通計画 基本方針ごとの実施状況（令和２年度実施）

改善

現状
推移

低下

※尼崎市地球温暖化対策推進計画の策定
に伴い目標値と実績値を修正



計画上の評価指標 策定時 目標
（R8）

実績
（H30） （R1） （R2)

5歳未満の子どもがいる世帯の
転出超過世帯数

382世帯
（H26）

191世帯
（参考値）

257世帯 292世帯 299世帯

基本方針３ 子育て世帯を支える交通環境の充実

施策の方向性

3 子育て世帯を支える交通環境の充実

施策評価結果（令和２年度）による進捗状況の確認

施策名

展
開
方
向

目標指標 目標
（R4）

実績
（H30） （R1） （R2） 進捗状況

12 生活安全 01
02

尼崎市の交通安全、治安等の面で
安心感を持っている市民の割合 80.0% 60.8% 59.7% 60.8%

16 住環境・都市機能 03 都市基盤が整い利便性と安全性が
確保されていると感じている市民の割合 90.0% 81.7% 84.0% 84.9%

取組の成果と進捗 取組の課題 今後の取組

12：自転車関連事故マップの情報を基に「園田小学校区」を自転車関
連事故対策の重点地区に選定し、特に事故の多い交差点で市職員によ
る指導や啓発パトロールを実施した。これらの取組を警察等と連携し
て進めた結果、同小学校区での自転車関連事故件数は前年の３２件か
ら１８件（約４４％減）となった。
12：未就学児の移動経路や通学路における交通安全対策について、市
内の保育所等と危険個所の緊急点検を実施し、安全対策の要望があっ
た９４件のうち９３件について対策が完了した。
12：自転車関連事故対策として、重点地区である園田小学校区におい
て、自転車適正利用指導などを継続的に行うとともに、地域と連携し
て啓発を行うなどの取組を進めた結果、市内全域の自転車関連事故認
知件数は、対前年比で約35%減少した。

（参考）
・通学路安全対策プログラムに基づく安全対策実施箇所：17箇所

※市実施分のみ（R3.10.15時点）
・ゾーン30整備区域 ： 18区域（変更無し）

12：園田小学校区では、地域の方々が可能な範囲で、事故多発時間帯
や事故多発場所において取組を実施していただいているところであり、
その後の自転車関連事故認知件数について検証していく必要がある。
12：安全対策が必要な残りの1件（桂木交差点の改良）についても、
ハード面から対策を行う必要がある。子どもの移動経路における交通
安全対策を今後も継続して実施する必要がある。
12：自転車関連事故対策として、地域の方々と連携し取組を進めたが、
その効果について、引き続き検証していく必要がある。

12：生活道路における自転車関連事故が多発している下坂部小学校区
を3箇所目の重点地区として選定し、対策を講じていくとともに、地域
の方々にもビブス型の看板（ビブサイン）による啓発等に取り組んで
もらえるよう働きかける。
12：桂木交差点の改良工事を確実に完了させる。また、今後も子ども
の移動経路にある危険箇所に必要な対策がとれるよう、点検・対策・
効果検証のサイクルを庁内で連携しつつ確立する。
12：生活道路における自転車関連事故が多発している下坂部小学校区
を3箇所目の重点地区として選定し、対策を講じていくとともに、これ
までの地域の方々の取組効果を検証し、より効果的な手法への見直し
を行う。

評価

関連する事業

交通安全推進事業、道路橋りょう維持管理事業、交通安全施設等整備事業

尼崎市地域交通計画 基本方針ごとの実施状況（令和２年度実施）

改善

現状
推移

低下



計画上の評価指標 策定時 目標
（R8）

実績
（H30） （R1） （R2）

バリアフリー未対応鉄道駅数 1駅
（H28）

0駅 1駅 0駅 0駅

アンケートにおいて外出時に困難を感じる
ことがないと回答する身体障害者の割合

40.9%
（H26）

50.0% 29.9%
（H29）

33.0%
（R1）

33.0%
（R1）

基本方針４ すべての人にやさしく快適な移動環境の整備

施策の方向性

4-① 誰にもやさしい公共交通利用環境の充実

4-② 安全で快適な歩行空間整備

施策評価結果（令和２年度）による進捗状況の確認

施策名 展開
方向 目標指標 目標

（R4）
実績
（H30） （R1） （R2） 進捗状況

12 生活安全 01 尼崎市の交通安全、治安等の面で安心感を持っている
市民の割合（再掲） 80.0% 60.8% 59.7% 60.8%

14 魅力創造・発信 02 市内の観光客入込客数 280.0万人 242.5万人 259.7万人 136.3万人

取組の成果と進捗 取組の課題 今後の取組

12：防犯カメラ設置補助事業にて、地域団体21団体23箇所の設置に対
し補助した（累計178台）
（参考）
・高齢者バス運賃助成事業
高齢者に対し、事業者が運行する乗合バスの運賃の一部を助成するこ
とにより、高齢者の社会参加を支援する。
交付枚数 乗車払方式 37,702枚、定期方式 8,153枚

・乗合自動車特別乗車証交付事業
身体障害者、知的障害者、精神障害者、原子爆弾被爆者に特別乗車証
を交付することで、日常生活の移動を支援する。
交付枚数 16,183枚

・全鉄道駅のバリアフリー化が実施されたが、引き続き、鉄道駅を中
心とした課題整理をする中で、国や県による補助制度について調査研
究を行った。

12：兵庫県の補助事業を活用して設置した防犯カメラは、税法上の耐
用年数を超過し、経年劣化による破損等で更新が必要となっているこ
とから、更新費用の補助について検討する必要がある。
（参考）
・全鉄道駅のバリアフリー化が実施されたが、将来的な課題として、
バリアフリー施設等への迂回距離の⾧い鉄道駅においては、2経路目の
選択による移動距離の短縮などの検討を行っていく必要がある。

12：防犯カメラ新規設置に加え、更新費用についても補助することに
より、地域防犯力の低下を防ぐことで、体感治安の向上及び犯罪抑止
につなげる。
（参考）
・鉄道駅のバリアフリー化を更に促進するため、2経路目の設定可否に
ついて、国や県による補助制度を注視しつつ鉄道事業者との協議に取
り組む。

評価

関連する事業

鉄道駅舎エレベーター等設置事業、高齢者バス運賃助成事業、高齢者移送サービス事業、重度身体障害者（児）リフト付自動車派遣事業、重度心身障害者（児）福祉タクシー利用料助成事
業、乗合自動車特別乗車証交付事業、交通安全推進事業、観光地域づくり推進事業、城内まちづくり整備事業、道路橋りょう維持管理事業、交通安全施設等整備事業

尼崎市地域交通計画 基本方針ごとの実施状況（令和２年度実施）

改善

現状
推移

低下



計画上の評価指標 策定時 目標
（R8）

実績
（H30） （R1） （R2）

放置自転車台数 1,169台
（H27）

900台 257台 158台 131台

人口1万人あたり自転車関連事故件数 23件
（H26）

20件 21件 18件 11件

基本方針５ 良好な自転車利用環境の確保

施策の方向性

5-① 自転車通行空間整備

5-② 放置自転車対策

5-③ 自転車のより一層の活用と利用ルールの周知

施策評価結果（令和２年度）による進捗状況の確認

施策名 展開方向 目標指標 目標
（R4）

実績
（H30） （R1） （R2） 進捗状況

12 生活安全 02 尼崎市で安全・安心・快適に自転車を利用できている
と感じている市民の割合 60.7% 41.2% 38.1% 44.0%

12 生活安全 02 市内全駅の駅前の放置自転車台数 117台 257台 158台 131台

12 生活安全 01
02 市内の自転車関連事故認知件数 （新）525件 924件 785件 512件

12 生活安全 02 自転車走行環境の整備割合 32.6% 16.6% 21.8% 23.6%

取組の成果と進捗 取組の課題 今後の取組
12：「尼崎市自転車のまちづくり推進計画」について、都市課題（自転車関連の事故等）の解
決が進んでいることから、都市魅力（観光振興や環境負荷の低減等への活用）に向けた内容へ
と改定し、それに併せて自転車関連事故認知件数の目標値を変更した。
12：令和元年度から実施した、土曜日の放置自転車撤去の実施回数を増やし（4回→7回）、平
日以外の放置自転車の縮減を進めた。また、夜間における一部の店舗前路上の迷惑駐輪に関し
て、店舗事業者に協力を要請するなどの取組を行った。
12：「コミュニティサイクル実証実験（令和元年度）」については、鉄道駅相互間における南
北方向の移動の利便性の向上に資すること、尼っ子リンリンロードなど新たな魅力の発見の手
段となりうることという2つの効果が実証され、自転車を活用した魅力面への展開を図る取組と
して、令和3年度以降も民間事業者と共同で実施することとした。
12：コミュニティサイクルポートは、維持及び拡大に努め累計28箇所となった。
12：山陽新幹線側道における矢羽根型路面表示や山手幹線の自転車歩行者道における歩行者と
自転車の分離通行を促すシールの設置など0.9kmの整備を行った。（整備済み延⾧約20.1km
（23.6％））

12：夜間の店舗利用者の一時的な放置への対策については依然課題の解決に至っ
ていないことから、継続的な取組とあわせて新たな対策が必要である。
12：自転車関連事故において相手方の多くを占める自動車に対する対策として、
自動車運転者への指導・啓発を行っていく必要がある。
12：主要駅前の民間駐輪場に市が無償で設置しているポートについては、令和4
年度以降は有償となる可能性があり、事業規模の維持のためには、今後の財政措
置について検討する必要がある。また、歴史博物館などへの新たなポート設置に
ついて速やかに進める必要がある。
12：自転車ネットワーク整備方針における未整備路線の着実な実施を図るため、
地元や警察等と協議を進める。また、整備計画策定後5年が経過することから、
県道等の整備進捗も踏まえ、整備路線の優先順位等の見直しが必要である。

12：駅周辺の夜間における店舗前路上の迷惑駐輪対策として、市内6駅
の啓発業務を18時から19時まで延⾧し、近隣駐輪場への誘導など夜間の
放置対策の強化に努める。
12：自動車運転者に対する対策として、企業等を通じた啓発を行うとと
もに、自転車レーン上の違法駐車などについて条例に基づく指導・啓発
を行っていく。
12：コミュニティサイクルについては、より利便性を高めるため、ポー
トの維持及び拡大に努める。
12：引き続き、自転車ネットワーク路線や補完路線の整備を行う。また、
自転車ネットワーク整備方針については、事業進捗を踏まえた中間総括
を行う中で、整備路線の優先順位や整備手法を見直すとともに、自転車
利用の啓発を含めた効果的な整備計画へ見直しを図る。

評価

関連する事業

道路橋りょう維持管理事業（自転車通行環境整備事業）、自転車のまちづくり推進事業、駅周辺放置自転車対策事業、駐輪施設等維持管理事業、交通安全推進事業

尼崎市地域交通計画 基本方針ごとの実施状況（令和２年度実施）

改善

現状
推移

低下



計画上の評価指標 策定時 目標
（R8）

実績
（H30） （R1） （R2）

旧市営バス年間輸送人員（再掲） 12,873千人
（H27） 12,873千人 13,654千人 13,503千人 10,970千人

一日あたり鉄道駅の乗客数（再掲） 223千人
（H26） 223千人 229千人

（H29）
232千人
（H30）

236千人
（R1）

観光入込客数（日帰り客のみ）※ 1,900千人
（H27） 2,050千人 1,978千人 2,160千人 1,093千人

基本方針６ 交通拠点や地域の拠点へのアクセス性の向上

施策の方向性

6 交通拠点や地域の拠点へのアクセス性の向上

施策評価結果（令和２年度）による進捗状況の確認

施策名 目標指標 目標
（R4）

実績
（H30） （R1） （R2） 進捗状況

14 魅力創造・発信 02 市内の観光客入込客数（再掲） 280.0万人 242.5万人 259.7万人 136.3万人

16 住環境・都市機能 03 日常における公共交通機関の利用意識（再掲） 87.6% 79.7% 77.9% 74.0％

取組の成果と進捗 取組の課題 今後の取組
12：「尼崎市自転車のまちづくり推進計画」について、都市課題（自転車関連の事
故等）の解決が進んでいることから、都市魅力（観光振興や環境負荷の低減等への
活用）に向けた内容へと改定した。
12：尼崎市自転車総合ポータルサイト「尼っ子リンリン」に、尼崎城を中心とした
城下町と寺町、近松門左衛門ゆかりの地など文学の足跡を自転車で巡る散走マップ
及びキッズ向け交通ルールテストといった新たなコンテンツを追加した。
16：阪急塚口駅南駅前広場については、これまでから東西道路の車両通行を禁止す
る等の対応を行い、駅利用者の通行安全の確保に取り組んできた。

（参考）
・引き続き、公共交通事業者、国、県や関連自治体で構成する「阪神都市圏公共交
通利用促進会議」に参画し、鉄道駅からのバス乗り継ぎ情報をリアルタイムに提供
する「えきバスびじょん。」や「えきバスねっと。」の利用向上を図った。
・阪神地域における路線バス利用向上に寄与する「阪神地域えきバスまっぷ」を常
設配布した。

12：本市の自転車のまちづくりのうち、都市魅力への転換について、具体的な取組
を進める必要がある。
12：ポータルサイトの市民等による意見投稿機能の利用が少なく、市民等からの意
見や情報収集が不十分であるため、更なる周知が必要である。
16：阪急塚口駅南駅前広場については、さんさんタウン3番館の建替えを機に、歩
行者を中心とした道路空間の更なる活用について検討していく必要がある。

（参考）
・「阪神地域えきバスまっぷ」紙版の配布範囲は限定的であることから、来訪者を
含めたより広く知ってもらうためのしかけづくりを検討する必要がある。
・市クリーンセンター第2工場に設置した「サイクル・アンド・バスライド」の駐
輪ポートについては、船出地区への事業者の進出が進んでおらず、当初見込んでい
た利用実績が確認できていないことから、今後の動向を注視する必要がある。

12：都市魅力への転換を図る取組については、令和2年度に作成した散走マップの
充実など現行事業の更なる推進に加え、今後の新たな事業に関しても積極的な取組
を進める。
12：ポータルサイトについては、定期的な情報発信を引き続き実施するとともに、
市民等が意見や感想を投稿しやすいよう、新たなコンテンツの追加や意見投稿ペー
ジへの効果的な誘引を検討する。
12：阪急塚口駅南駅前広場において、官民連携による公共空間の利活用に関する社
会実験を実施し、実験結果を反映した上で居心地が良く歩きたくなる駅前空間の整
備に着手する。

（参考）
・「阪神地域えきバスまっぷ」についてはSNS等の各種媒体を活用した展開を図る。

評価

関連する事業

交通政策推進事業（路線バス運行支援補助金、モビリティ・マネジメント推進事業等）、観光地域づくり推進事業、自転車のまちづくり推進事業（自転車利用促進事業）

尼崎市地域交通計画 基本方針ごとの実施状況（令和２年度実施）

改善

現状
推移

低下

※ 参考値



計画上の評価指標 策定時 目標
（R8）

実績
（H30） （R1） （R2）

市内の交通事故総件数 10,134件
（H27） 9,000件 10,809件 10,742件 9,701件

基本方針７ 道路空間の効率的な整備・活用

施策の方向性

7 道路空間の効率的な整備・活用

施策評価結果（令和２年度）による進捗状況の確認

施策名 展開
方向 目標指標 目標

（R4）
実績
（H30） （R1） （R2） 進捗状況

12 生活安全 02 尼崎市で安全・安心・快適に自転車を利用できている
と感じている市民の割合（再掲） 60.7% 41.2% 38.1% 44.0%

12 生活安全 02 市内の自転車関連事故認知件数（再掲） 608件 924件 785件 512件

12 生活安全 02 自転車走行環境の整備割合（再掲） 32.6% 16.6% 21.8% 23.6%

16 住環境・都市機能 03 災害に強い道路網の整備（都市計画道路の整備率） 90.1% 89.1% 89.3% 89.5%

取組の成果と進捗 取組の課題 今後の取組

16：尼崎駅前3号線や園田西武庫線などの整備を進めた結果、都市計画道路
の整備率は89.5%となった。また、災害に強い道路網を構築するため、喫緊
の課題のある猪名寺椎堂線（上園橋）、五合橋線と尼崎伊丹線との接続につ
いてルート検討を行った。

16：猪名寺椎堂線（上園橋）の整備手法については構造面や経済面も考
慮しながら、引き続き早急に検討を進める必要がある。

16：猪名寺椎堂線（上園橋）の整備手法について引き続き
検討する。

評価

関連する事業

市内一円都市計画道路整備事業、尼崎宝塚線ほか２路線県施行街路事業地元負担金、⾧洲久々知線等道路整備事業、道路橋りょう維持管理事業、交通安全施設等整備事業、
自転車のまちづくり推進事業

尼崎市地域交通計画 基本方針ごとの実施状況（令和２年度実施）

改善

現状
推移

低下


