市バスの 歴史

商 都大阪の市営バス
大 阪 市交 通局

通勤や通 学︑買い 物やレジ ャーなど ︑誰もが利用する 公共
万人︑合計 ２５６

交通機 関︒大阪市 交通局の 一日の平 均乗客数は︑地 下鉄２
２８万 人︑ニュ ートラム７ 万人︑バ ス
万人と ︑ほぼ大 阪市の人 口と同数 です︒市営交通 は︑まさ
に︑私たちの足となって︑商都大阪を支えてくれています︒
今回 は市営バ スについて ︑大阪市 交通局にお話 を伺いまし
た︒

大阪市 営バス の運行 が始ま った のは昭 和２年
︵ １ ９ ２ ７ ︶︒ 阿 倍 野 橋 か ら 平 野 ま で の 間 ４ ・
８㎞を７台のバスで結んでいました ︒創業当時︑
大阪 市では 民営の 大阪乗 合自動 車が先 行し て営
業し ていま した︒ 銀色の 車体 の市営 バスは 銀バ
年︵１ ９４ ０︶に 統合さ れるま で︑激 しい

ス︑ 青い車 体の民 営バ スは青 バスと 呼ばれ ︑昭
和

し た︒
昭和

などの 生活エ リアを結 んでい ます︒
利用 者が最も 多かっ たのは︑ 昭和

さ れていま す︒

年︵１９ ６４︶ です︒ 一日の平 均乗車 数が１１ ９万

６９ 台︒幹 線道路を 走る一 般バス １２７路 線と︑ 主に生活 道路を 走る赤バ ス

人に 達し ました ︒そ の後 ︑利用 者は急減 し︑昭 和
48年︵１９７３︶の平均乗車数は 万
人︑ ピーク 時の２分 の１と なりまし た︒現 在の総営 業距離 は約６ ３７・３ ㎞︑車 両数は７
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路 線が運 行

27
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型のコ ミュニ ティバス です︒ 小型のノ ンステ ップバス が︑区 役所や 病院︑住 宅地︑ 商店街

００２ ︶から 運行 を始め た赤バ スは︑ 地域密 着
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ンカー の運行 を開始 して います ︒平成

年︵ ２

年︵１ ９５１ ︶には ︑日本 初の ワンマ

極 的に取 り組 みなが ら︑市 営バス が担っ てきま

の 路線は ︑サー ビスの 改善 や効率 的な運 営に積

の バス会 社の参 入はあ ったも のの ︑市内 中心部

サー ビス 合戦を 繰り広 げまし た︒戦 後も ︑民間

15

サ ービスの 充実
年に 施行さ れた﹁交 通バリ アフリー 法﹂を 受けたも の

大阪市交通局では ︑﹁市営交通バリアフリー計画﹂に基づいて︑利用しやすい設備の拡
充 を進め ています ︒これ は︑平成

年 ︵１９ ８１︶に 住吉車 庫前︱上 本町６ 丁目間 で最初に 導入さ れまし
年 ︵２００ ５︶に は︑パソ コンや

年︵ ２０００ ︶に︑ 市役所や 市民病 院でも

バス の接近情 報が表 示される ように なりまし た︒平 成

た︒そ の後︑ 他の路線 への導 入も進 み︑平成

ステム です︒ 昭和

バスロ ケーショ ンシス テムは︑ 次のバ スが近 くの停留 所まで 来ている ことを 表示する シ

できる 環境整備 を進め てきまし た︒

停留所へ のバス シェルタ ーや日 除けテ ント︑ベ ンチの 設置など ︑誰も が快適に バスを 利用

で︑来年には９年計画の最終年度を迎えます︒リフト付きバスやノンステップバスの導入︑

12

スルッと
加 盟の 電 車や バ スも 利 用で き るレ イ ンボ ー カー ド︒ 一 日乗 り 放題 の 共
KANSAI
通 一日乗 車券︒ 毎月 日 のノー マイカー デーと 毎週金曜 日に使 えるノ ーマイカ ーフリ ーチ

この他仕事やレジャーに便利なカードもあります︒地下鉄︑ニュートラム︑市バスの他︑

通勤定期でバスを利用している人には︑土・日・祝日は家族の乗車料金が割引になります︒

間分の料金２００円で乗り継ぐことが可能 ︒地下鉄との乗り継ぎであれば︑１００円割引︒

料金 面でも ︑種々の 割引を 設定して います ︒規定 の時間内 であれ ば︑バス とバス は一区

携帯 電話から バスの 運行状 況を確認 できる システム の整備 がなされ ました ︒
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ケット︒ 地下鉄 ︑ニュー トラム ︑市営 バスが乗 り放題 の共通全 線定期 券︒定期 観光バ スに
代わる 新たな市 内観光 のツール として 期待され る大阪 周遊パ スなどが ありま す︒
経営の 改革
市民の 足として 日々の生活 に欠かせない市 営バスです
が経営 状況は厳 しく︑慢 性的に赤字が 続いています︒こ
の現 状に際し︑ 大阪市交 通局は引き続 き良質な公共交通
年︵２００ ８︶に︑神戸国際

サービスを提供するため︑経営改革に取り組んでいます︒
その 一環とし て︑平成

受 け︑平成

年︵２ ００９︶ ７月に︑市営バス事 業の改

関 する検討 会﹂を設置 しました ︒検討会から中間提 言を

大 学の土井勉 教授を委 員長とする ﹁市営バスのあり 方に

20

路線をタ イプ別︵左 記︶に分 け︑責任分担を明 確にして
運営して ゆくなど ︑中長期 的に収支バランス を改善して
ゆくプラ ンがまと められて います︒市民の 方々の声を聞

バ ス路線 が主要な 交通機 関とな っている ︒

いた上 で︑実 行してゆ く計画 です︒
①幹 線系

地 下鉄乗 継利用の 比率が 高い︒
生活圏 内での 利用が主 体︒

生活圏を またが る利用 が主体︒

②フ ィーダ ー系
③地 域系

④ コミュニ ティ系
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革 プ ラ ン ﹁ ア ク シ ョ ン プ ラ ン ﹂︵ 案 ︶ を 策 定 し ま し た ︒
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普 段︑通勤 や通学 で地下鉄 を利用 している 区間も ︑バス で移動し てみる と新しい 気付き
が 生まれま す︒点 から点 への移動 だけで はなく︑ 町と街 をつなぐ 線を体 感する ことで︑ 地
域をより身近に感じることができ︑愛着が湧いてゆきます ︒﹁市バスは２００円均一料金
で 市内を 網羅し ています ︒路線 の乗り継 ぎも便 利になり ︑車窓 風景を 眺め︑今 まで気 づか
なかった 街並み を発見し ながら 目的に 向かう楽 しさも あります ︒市民 の財産で ある市 バス
年を越え ︑市民 の生活を 支えて きた市 営バスは ︑変化 し続ける 市民の ニーズに 対

が便利で楽しい交通手段であることをもっとアピールしていきたい ﹂と話してくれました︒
創業
応しな がら︑ 今日も安 全に走 ります︒
運行 経路・時 刻表の 問い合わ せ先
市営 交通案内 センタ ー
電話 ０６・ ６５８２ ・１４ ００

http://www.kotsu.city.osaka.jp/
掲 載 の 記事 ・ 写 真・ イ ラ スト 等 の 全て の コ ンテ ン ツ 無断 複 写 ︑転 載 を 禁じ ま す ︒
︵ 株 ︶ ファ ッ シ ョン ビ ジ ネス ・ 御 堂筋 新 聞
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