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用語解説

行 用語 説明

あ

行

アウトカム指標 施策や事業の実施により発生する効果・成果

（アウトカム）を表す指標

安全で快適な自転車利用環境創出ガ

イドライン

「自転車は『車両』であり車道通行が大原則」と

いう観点に基づき，自転車通行空間として重要な

路線を対象とした面的な自転車ネットワーク計画の

作成方法や，交通状況に応じて，歩行者，自転車，

自動車が適切に分離された空間整備のための自転車

通行空間設計の考え方等について，平成 年 月

に国土交通省道路局と警察庁交通局が策定した。

平成 年７月には，現行ガイドラインのうち，

「Ⅰ．自転車通行空間の計画」，「Ⅱ．自転車通行

空間の設計」について改定を行った。

エクササイズ 英語で運動の意味。肉体能力の維持・強化や健康

保持などを目的とした肉体的な運動の総称。

また，厚生労働省が生活習慣病予防のために独自に

定めた運動量の単位をいう。

か

行

区画線 道路鋲，ペイント，石等により，道路の路面に

描かれた線，記号又は文字

クロス集計 アンケートの設問項目について，二つの項目に注目

して同時に集計する手法の一つ。

ある項目への回答が選択肢五つあった場合，そのま

ま五つの回答数を集計することを単純集計といい，

この五つに対して性別や年代別など別な要素への回

答結果も含めて集計することをクロス集計という。

交通安全指導員 保育所・幼稚園や学校などで，園児，児童生徒に

対して交通安全教育を行ったり，交通指導を行う

自治体等の職員

交通結節点 同じ交通手段や異なる交通手段を相互に連絡する

乗り換え・乗り継ぎ拠点

コミュニティサイクル 複数の自転車貸出拠点が設置され，利用者がどこで

も貸出・返却できる交通手段。「自転車シェアリン

グ」，「サイクルシェアリング」，「都市型レンタサイ

クル」等とも称される。

さ

行

サイクル・アンド・ライド 自転車から公共交通機関に乗り換えて目的地に向か

う方法

サイクルステーション 自転車利用者のため，休憩スペースやロッカーなど

を提供する施設
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行 用語 説明

さ

行

自転車ネットワーク計画 安全で快適な自転車通行空間を効果的，効率的に

整備することを目的に，自転車ネットワーク路線を

選定し，その路線の整備形態等を示した計画

自転車ネットワーク路線 自転車通行空間を効果的，効率的に整備することを

目的に選定した，面的な自転車ネットワークを構成

する路線

自転車歩行者道

（自歩道）

専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために，

縁石線又は柵，その他これに類する工作物により

区画して設けられる道路の部分（道路構造令第２条

第１項第３号）。

自転車利用に関する市民アンケート 平成 年２月から３月にかけて水戸市が市民の自転

車利用実態を把握するために行ったアンケート

調査。市民と高校生に調査票を配布し，市民

人，高校生 人から回答を得た。

徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で

進行すること

生活習慣病 食習慣，運動習慣，休養，喫煙，飲酒等の生活習慣

が，その発症・進行に関与する疾患群。糖尿病，

高血圧症，肥満，心臓病，脳卒中等が該当する。

た

行

タンデム自転車 複数のペダルやサドルを装備し，複数人が前後に

並んで同時に駆動することができる自転車

ＴＳマーク 自転車安全整備士が自転車を点検，整備して道路

交通法例に定められた基準に適合した安全な普通

自転車として確認をしたときに貼られるマーク。

このマークが貼られている自転車には，傷害及び

賠償責任保険が附帯される。

電動アシスト車 充電用バッテリーを補助動力として使用する自転車

道路管理者 道路を管理する主体（道路法第３章第１節）。一般的

に都道府県道及び市町村道は該当する地方公共団体

が道路管理者となる。国道については，国が直轄

管理する道路と都道府県・政令指定都市が管理者に

なる道路がある。

道路構造を定める法令 道路法第 条に規定する道路構造の技術的基準を

定める法令，及び都道府県道及び市町村道の道路

構造の技術的基準について，当該道路を管理する

地方公共団体で定めた条例の総称
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さ

行

サイクルトレイン 自転車を解体せずに鉄道車両内に持ち込むことが

できるサービス

サイクルポート コミュニティサイクルの自転車貸出拠点

車道混在 自転車と自動車が車道上で混在して通行する形態

自転車安全利用五則 自転車を利用するに当たり守るべきルール・マナー。

平成 年７月 日に内閣府中央交通安全対策会議

交通対策本部が決定した。

自転車活用推進法 身近な交通手段である自転車が公共の利益を増進

するという基本理念を掲げ，国が策定する自転車活

用推進計画のもと自治体にも計画の策定を促し，

自転車の活用の推進に関する施策を進めることを規

定した法律で，平成 年 月 日に公布された。

自転車専用通行帯 道路交通法第 条第２項の道路標識等により，車両

通行帯の設けられた道路において，普通自転車が

通行しなければならない車両通行帯として指定され

た車両通行帯

自転車通行環境整備モデル地区 国交省と警察庁が合同で指定した，今後の自転車通

行環境整備の模範となるモデル地区。全国で 箇所

が指定された。

自転車通行空間 自転車が通行するための道路，又は道路の部分

自転車等駐車場 一定の区画を区切って設置される自転車等の駐輪の

ための施設（自転車法第２条第３項）。

本計画では，施設の名称，自転車法の条文を用いる

場合以外は「駐輪場」と表記する。

自転車等放置禁止区域 自転車や原付を放置した場合，撤去される区域。

「水戸市自転車等の放置防止に関する条例」により，

当区域内に放置されている自転車や原付は，警告の

後，市の保管所へ撤去・移動し，保管される。

自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために，縁石線

（車道と歩道を区分する石等で続いた線）又は柵，

その他これに類する工作物により区画して設けられ

る道路の部分（道路構造令第２条第１項第２号）
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行 用語 説明

は

行

不法占用物件 道路の占用は道路に一定の工作物，物件又は施設を

設け，継続して使用することをいう。道路を占用

するためには，道路を管理している道路管理者の

許可を受ける必要がある。

このような許可を受けずに道路上に置かれた立て

看板や旗・のぼり等，歩道と車道の段差解消のため

自動車の出入口などに置かれたブロックや鉄板の

ことをいう。

ま

行

水戸市公共交通基本計画 （平成 ）年度から （平成 ）年度までの

８年間の水戸市の公共交通の基本方針を示した計画

水戸市自転車利用環境整備審議会 本市における安全で快適な自転車利用環境の整備の

推進を目的として設置した附属機関

水戸市第６次総合計画 （平成 ）年度から （平成 ）年度までの

年間の水戸市のまちづくりの基本方針を示した，

各種計画の最上位計画

水戸市立地適正化計画 都市計画法を中心とした従来の都市計画制度に

加えて，都市機能の誘導，公共交通の充実により，

コンパクトシティ化を推進する計画

モータリゼーション 自動車が生活必需品として普及する現象

ら

行

レンタサイクル 自転車を貸し出すサービス。自転車は借りた場所に

返却しなければならない。

路肩 道路の主要構造部を保護し，又は車道の効用を保つ

ために，車道，歩道，自転車道又は自転車歩行者道

に接続して設けられる帯状の道路の部分（道路構造

令第２条第１項第 号）

路側帯 歩行者の通行の用に供し，又は車道の効用を保つた

め，歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の

設けられていない側の路端よりに設けられた帯状の

道路の部分で，道路標示によって区画されたもの

（道路交通法第２条第１項第３号の４）

路面表示 道路標識，区画線及び道路標示に関する命令に規定

されていない，法定外の路面に描かれた標示で，

ペイント，石等で路面に描かれた線，記号又は文字
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た

行

道路交通法 道路における危険を防止し，交通の安全と円滑を

図ることを目的とする法律。歩行者の通行方法，

車両・路面電車の交通方法，運転者及び雇用者の

義務，道路の使用，自動車・原動機付自転車の運転

免許，罰則などについて規定

道路交通センサス 全国の道路及び道路交通の実態を捉え，将来の道路

整備の基礎的資料とするため，国土交通省が５年

ごとに定期的に実施している道路交通量の計測を

はじめとした調査。最新データは平成 年。自転車

の交通量は 年に一度のため最新データは平成

年になる。

道路標識 道路交通法第２条第１項第 号に規定される，道路

の交通に関し，規制又は指示を表示する標示板を

いい，種類，様式等については，道路標識，区画線

及び道路標示に関する命令第１条から第４条に規定

される。

道路標示 道路の交通に関し，規制又は指示を表示する標示。

路面に描かれた道路鋲，ペイント，石等による線，

記号又は文字が該当

特例市 （平成 ）年から施行された大都市制度の一つ

で，人口が 万人以上の都市に中核市に準じた事務

の範囲が移譲されている。地方自治法の改正により，

平成 年 月 日に制度は廃止された。

は

行

ＢＭＩ 体格指数の一つ。成人の体格指数として国際的標準

指標になっており，主に肥満の判定に用いられる。

計算式は，「体重 ÷身長 ÷身長 」。

ピクトグラム 表現対象を文字以外のシンプルな図記号によって

表したもの

普通自転車歩道通行可 道路交通法第 条の４に規定される，普通自転車が，

歩道を通行することができること又は当該歩道に

おける通行すべき道路の部分を指定する交通規制
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