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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称  水戸市自転車利用環境整備審議会 

 

２ 開催日時  令和４年８月30日（火） 午後２時から 

 

３ 開催場所  水戸市役所４階 政策会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

金利昭，平田輝満，三国成子，小林成基，山口美知子，市毛清一，田口美博， 

植田みどり，大金和夫，澤畠政志，今瀬一博，渡邉孝雄，石原均，海老原徹， 

吉川勝 

(2) 執行機関 

小田木健治，宮川孝光，村沢晶弘，小林俊之，坪井正幸，棯崎芳明， 

篠原純一郎，上田航，丹治雅人，松葉光隆，平澤俊之，谷萩広明，内記秀人， 

小川佐栄子，川上悟，江幡将行，宮内一樹，佐藤通，川津圭太 

(3) その他 

委員欠席 櫻場誠二，生田目好美，石井仁志，西村智訓 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  議題 

(1) 施策の実績報告（令和３年度実績，令和４年度中間報告）（公開） 

(2) 令和５年度の取組について（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）   １人 

 

８ 会議資料の名称 

 【配布資料】 

資料１ 令和４年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会資料 

資料２ 名簿 

資料３ 座席表 
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９ 発言の内容 

 

執行機関 

本日はお忙しい中，御出席をいただきありがとうございます。 

ただいまから，令和４年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会を開催いたします。 

私，本日の司会を務めます水戸市交通政策課長の川上と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

はじめに，当審議会の会長である  様から御挨拶をお願いいたします。 

 

会長 

 皆さん，こんにちは。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で，対面での審議会開催は１年半ぶりです。新型コロナ

ウイルス感染症の影響下で，自転車の利用が増えているようです。確かに，東京では自転車

で走る人をよく見かけるようになりました。一方，水戸ではそこまで自転車が目立っていな

いように思います。 

 国の動きとして，自転車活用推進計画が改訂されました。このような状況の中で，本日は，

水戸市の自転車施策のこれまでとこれからについて御審議いただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

執行機関 

ありがとうございました。 

それでは，本日の議事に入りたいと思います。議事の進行につきましては，規定により，  

会長が議長となり，執り行います。 

それでは  会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 

では，よろしくお願いいたします。はじめに，事務局から本日の会議の出席者数について

報告をお願いします。 

 

執行機関 

 まず，  委員がリモートによる参加となっておりますことを御報告いたします。 

本日は，委員定数19名のうち，出席委員15名で，委員の半数以上が出席されておりますの

で，規定により，本日の審議会は成立いたします。 

また，本日の審議会の傍聴人は１名でございますことを御報告いたします。 

 

会長 

 ありがとうございました。本審議会につきましては，市の規程により，会議録を作成し，

原則公開となりますので，御承知おきください。 
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次に，本日の審議会の議事録署名人を指名いたします。  委員，  委員のお二方にお

願いいたします。 

それでは，議事に入ります。 

本日の審議会の終了時刻は，15時30分を予定しておりますので，それまでの間，御審議を

よろしくお願いいたします。 

まずは，資料の15ページまでの施策の実績報告及び中間報告について説明していただき

たいと思います。 

それでは，事務局から説明をお願いします。 

 

執行機関 

 

〔資料説明〕 

 

会長 

 ありがとうございました。 

 これまでの実績を御説明いただきましたので，皆様から御意見をいただければと思いま

す。説明の中にありましたが，自転車に乗ってみたくなる意識づくり，道づくり，しくみづ

くりという方針で施策を実行しております。自転車に乗ってみたくなったか，自分の周りで

自転車に乗ってみようとする人が増えたか，自転車に乗ってみたくなる道になったか，しく

みができたか，御意見いただければと思います。 

 施策を行って，具体的にどのくらい効果があったのかという部分については，16ページ以

降に関連することとなります。資料の後半の説明を聞いた上で，全体を振り返って御意見し

ていただくということでもよいと思います。ひとまず，15ページまでの部分について，感想

やアドバイスでも構いませんので，よろしくお願いします。 

  

  委員 

茨城大学の学生と連携し，散走ルートを作成しているということですが，堺市にある株式

会社シマノという企業で，散走企画のコンテストを行っており，この取組との兼ね合いは何

かありますか。 

 

執行機関 

 お話しいただいたコンテストについては，こちらでも把握しております。学生と連携する

に当たり，コンテストにエントリーするかどうかについても検討いたしましたが，学生側の

作業スケジュールと，コンテストのスケジュールのタイミングが合わなかったため，エント

リーは見送っております。 

 

  委員 

はい，わかりました。 
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会長 

こういった利活用の取組については，今まであまりやっていなかった部分だと思います。

これまでは，通学の自転車に着目し，安全のことや，自転車通行空間の整備について取り組

んでおり，自転車の利用促進などについては，まだ早いと考え，あまり取り組んでおりませ

んでした。今回，通学という視点ではなく，散走ルートを考えるということで，これまでか

ら一歩踏み出した取組だと思います。 

また，シェアサイクルを導入するということですが，国道50号を走らせるのか，裏通りを

走らせるのか，どこを走らせるのか考える必要があります。 

そして，まちなかに駐輪する場所がないことが大きな問題です。 

 

執行機関 

現在，茨城大学の学生が考えているコースの中に，水戸のまちなかを散走するようなもの

も含まれているので，シェアサイクルのコースとして活用することも考えております。まち

なかの駐輪場につきましては，具体的な取組はまだ検討中です。 

 

会長 

資料の 10 ページにサインの検討とありますが，どういうサインを整備するかは，自転車

をどのように利用してもらうかのイメージがないと決められません。 

 

  委員 

梅が丘小学校の近くに，歩車分離式の信号機のある交差点があります。２年前に，ロード

バイクが信号で止まらずに通行していったことがありました。昨年，自転車と梅が丘小学校

の児童が衝突し，自転車が逃げてしまった事故があり，今でも事故の目撃情報を求める看板

が立っています。２年前の審議会でも指摘していますが，歩車分離式の信号は止めた方がよ

いです。通常の交差点であれば，自転車は止まったはずです。信号により歩車分離されてい

る中で，自転車が歩行者と同じように交差点を横断することで危険な状況になってしまう

のです。実際に事故が起こっているので，警察にも直接お話ししました。その後，何か対応

しているかは分かりませんが，水戸の自転車マナーの現状では，歩車分離式の信号は止めた

方がよいです。朝の通学でも，小学生の中を自転車の中学生が通行している状況です。中学

生は，自分が歩行者という意識なのだと思います。教育も必要ですが，今の状況では歩車分

離式の信号は止めた方がよいと，以前警察にお話ししました。何かしら，検討を進めていた

だきたく思います。 

 

会長 

 自転車利用者が，自転車を車両と意識していればよいところ，歩行者の意識でいるところ

に問題があると思います。あと，歩車分離によって事故が起きているというお話しでしたが，

歩車分離によって防げている事故というものもかなりあります。やはり，効果があるので全
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国的に歩車分離式の交差点があるのだと思います。やはり，自転車利用者が，自転車を車両

と意識していない部分をどうにかしなければならないのだと思います。 

 本日，警察関係の委員の方は御欠席なのですが，オブザーバーとして警察の方が御出席さ

れておりますので，事故のことや，警察内部での検討状況など，参考にお伺いできればと思

います。 

 

オブザーバー 

 すみませんが，２年前の議論については，私は把握しておりません。当該交差点は，自転

車横断帯のある交差点です。歩行者用信号機が青になった際に，自転車が自転車横断帯に沿

って通行してしまったとしたら，やむを得ない部分もあったかと思います。現在，自転車横

断帯の廃止を進めており，当該交差点につきましても，調査の上，対応したいと思います。 

 

会長 

自転車が，子どもをひいて，そのまま逃げてしまったという事故が起きたということです

が，このような自転車利用者を強力に罰していく必要もあるかと思います。状況をよく見て

いただいた上で，街頭指導をしていただくなど，このような個別の事案に対しても，深堀り

して対処するという姿勢を見せていただきたい。市と警察と，よく連携していただきたく思

います。 

 

  委員 

あと，通行指導の説明がありましたが，実施している場所について資料に明記してありま

すか。事故があった区間では実施していないのでしょうか。 

 

執行機関 

今回の資料では，通行指導を実施している路線はお示ししておりますが，具体的にその路

線のどこで実施しているかといった詳細は記載しておりません。現在，通行指導については，

幹線市道 39 号線，市道千波２号線，幹線市道 24 号線，幹線市道 13 号線を重点的に実施し

ており，昨年度から，幹線市道 12 号線について少しずつ実施しております。御指摘の交差

点が含まれる幹線市道 21 号線については，現在，通行指導を実施する路線には含めており

ません。今後，通行指導の実施計画の中に組み込みたいと思います。 

 

会長 

街頭指導はとても効果があります。自転車通行空間を整備しても，現場での指導を行わな

いと，整備効果を十分に発揮させられません。ぜひお願いします。また，実施体制について

も考える必要があります。整備路線が増えていく中で，市の担当の方や警察の方だけで指導

を続けていくのは大変だと思います。金沢市などでは，市民による応援団がいて，皆で一緒

に実施しています。指導体制は考える必要があります。そうでなければ続けていけません。

よろしくお願いします。 
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資料の３ページに自転車指導啓発重点路線という記載がありますが，  委員は，この路

線でどのような取組が行われているか御存知ですか。 

 

  委員 

東京では，重点路線に警察の方が立っています。立っていますが，特に何かしている感じ

ではないです。 

 

会長 

警察の方が立っているだけでも効果があると思います。 

 

  委員 

しかし，立っていないときはマナーが悪いということもあります。事故を無くしたいとい

う思いで実施しているということは確かだと思います。地域の方がしっかりやっている地

域もあります。金沢は相当進んでいるようです。 

 

会長 

水戸の重点路線で，具体的にどのような対応をするか決まっていますか。 

 

オブザーバー 

現在，重点路線では警察官による立哨を行っております。ながら運転や並走等をする自転

車利用者に対し，自転車を止め，なぜ止められたのか，何が危険なのか，個別に指導してい

ます。 

 

会長 

他の路線への波及効果も狙えるように実施していただければと思います。 

あと，資料４ページの自動車運転者への啓発の部分で路上駐車という記載がありますが，

駅南中央交差点にあるプレジデントホテルの送迎バスが，歩行者や自転車が多い朝の８時

から８時 30 分の 30 分くらい，２，３台エンジンをかけたまま路肩に止まっていることに

ついて，以前から審議会の中でも指摘しています。とても悪質だと感じています。何とかし

なければならない問題だと思っています。 

 

執行機関 

自転車通行空間整備の目的を果たせなくなるという事態は避けなければならないと考え

ております。交通規制や取り締まりという部分では，警察との連携が不可欠なので，警察と

連携しながら，対応策について考えてまいります。 

 

会長 

放っておく理由がありません。警察として，何か対策はとれないのでしょうか。あそこは
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駐停車禁止です。ホテルに掛け合うなどして，取り除いていただきたい。現状に対し，特に

苦情も無いのならば，水戸市民自体の意識もよくない。ぜひ何とかしていただきたい。よろ

しくお願いします。 

あと，ノーマイカーウィークについても，もう少しやり方を考えていただきたい。 

 

  委員 

ぜひ，水戸八景を通るルートを取り上げていただきたい。併せて，水戸八景への道を整備

していただきたい。霞ヶ浦も有名になりましたが，茨城には水戸八景もあります。水戸市と

しても，水戸八景ルートというものを立ち上げて，表に出していただきたい。 

 

執行機関 

水戸八景については，水戸商工会議所が水戸八景グルメライドというイベントを実施す

るなど活用されています。水戸市としては，現在，奥久慈里山ヒルクライムルート利活用推

進協議会と大洗・ひたち海浜シーサイドルート利活用推進協議会に加入しており，協議会の

取組の中で水戸八景のＰＲができるかどうか，茨城県と協議してまいります。 

 

会長 

自転車のルートづくり等の取組は，これからやっていくということでよろしいと思いま

す。通学の自転車すらちゃんと走れる道が無い，ルールやマナーが浸透していないという状

況で，自転車の利活用を進めていくのはおかしいと考えていました。現在，自転車通行空間

整備もかなり目立ってきました。意識づくりも様々な面で出来てきたと思います。なので，

利活用の部分は，これから強力に進めていただきたいと思います。 

時間もないので，資料の続きを説明していただければと思います。16 ページから最後ま

で，一括して説明をお願いします。 

 

執行機関 

 

〔資料説明〕 

 

会長 

私としては，車道左側通行の割合が７割以上であれば整備効果が出ていると考えていま

す。７割に達していない幹線市道24号線はちゃんと走らせる必要があると思います。また，

市道千波２号線は歩道の高速走行等も見られるようですが，これは自歩道になっているた

めだと思います。市道千波２号線の自歩道については無くせないのでしょうか。 

 

 

執行機関 

警察との協議は行っており，平成 30 年度に，市道千波２号線の補修を行った上で，自歩
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道解除の申請を受けるという整理をし，令和３年度に，市道千波２号線の補修を実際に行い

ました。警察側においても，担当者や考え方が当時と変わっている部分がございますので，

市が行った対応やこれまでの経緯を踏まえ，改めて協議を続けてまいります。 

 

会長 

当時，市道千波２号線を整備した際に，自歩道を無くそうと提案したが，すぐには出来な

いという返答でした。自転車が歩道を走ることを認めてしまっていることになっているが，

この道には必要ないと考えています。警察の考えでは，自歩道は無くせないのですか。 

 

オブザーバー 

自転車は原則車道通行ですが，自転車利用者が危険だと感じた場合に避難する場所とし

て歩道を走れるようにする必要があると考えております。当該路線については，引き続き調

査をしたいと思います。 

 

会長 

 早く自歩道を無くしていただきたい。引き続きよろしくお願いします。 

 

  委員 

資料の５ページに，水戸市内外の高校にパンフレットを配布したと記載がありますが，配

布対象は学校なのか，生徒なのか，どちらでしょうか。 

あと，自転車保険加入状況の調査を行うということですが，今までは調査をしたことがな

いのでしょうか。 

それから，資料 16 ページに沿線の学校等への啓発等の取組を強化すると記載があります

が，具体的にどのようなことを考えているのでしょうか。併せて，資料 20 ページに引き続

き交通安全教育等の充実を図ると記載がありますが，具体的にどのようなことを考えてい

るのでしょうか。 

 

執行機関 

高校への啓発については，パンフレットの配布により啓発を行うことがメインとなりま

す。配布に当たっては，学校を通して生徒に配布しており，また，学校に配布する際に，生

徒指導の先生等に対し，パンフレットを活用し，校内でも指導，啓発を行うようお願いして

おります。 

 

会長 

生徒一人ひとりに配布されているということですか。 

 

執行機関 

はい。全校生徒分配布しております。 
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自転車保険加入状況の調査につきましては，これまで市では実施しておりませんでした。

茨城県の生活文化課で加入状況の取りまとめを行っているようなので，茨城県生活文化課

に御協力いただき状況を把握することで，保険加入推進に向けた取組の検討に活用したい

と考えております。 

交通安全教育等の充実については，既に実施している交通安全教室を引き続き推進して

いくとともに，学校側と実施する通行指導の機会を増やすことや，各学校で独自のマナーア

ップの取組を自発的に実施できるように啓発していくこと等を考えております。 

 

  委員 

水戸駅南側の整備は進んできましたが，水戸駅北側は問題があります。水戸第二高校の前

を通る道は，そのまま真っすぐ進むと大成女子高に突き当たり，その北側の道を進むと，水

戸女子高の辺りまで続きます。ぜひこの道を整備していただきたい。まちなかを暴走させる

のではなく，裏道を通す整備をしていただきたい。 

 

  委員 

 先ほどお話しがあったプレジデントホテルの件は，ずっとその状況が続いているのです

か。 

 

会長 

そうです。変わりません。 

 

  委員 

近くにホテルの駐車場があったと思いますが，なぜそこを使わないのでしょうか。警察が

指導すればすぐに直すような気がします。 

 

会長 

 いろいろとやり方はあるはずです。普通の視点だと，あの状況は異常です。それを放置し

ている水戸市民も異常だと思われてしまいます。 

 

  委員 

あと，先ほどの  委員のお話しですが，歩車分離式の信号にすること自体はよいと思う

のですが，その場合，自転車横断帯や自転車歩行者用信号は無くすべきです。全国的には無

くす方向で進んでいます。なぜなら，自転車と歩行者が交錯してしまうからです。 

 

会長 

市内でも，少しずつ無くなっています。 

  委員 

自歩道の件も，危険回避のために残すということですが，自転車が歩道を走ることによる



10 

 

事故が増えています。法律で，自歩道でなくとも，危険回避のために自転車は歩道に入れま

す。 

あと，今朝赤塚駅周辺を見てきましたが，あそこは歩道を走って当然です。なぜなら，駅

の駐輪場が歩道からしか入れないからです。これは教育の問題というよりも，作った大人の

責任です。駐輪場へのアクセスを示してあげる必要があります。 

それから，水戸芸術館の辺りも見てきましたが，水戸は歩道を無駄に広く作っている感じ

がします。歩道があんなに広ければ，自転車も歩道を走ります。歩道を暴走している自転車

とたくさんすれ違いました。工事中の道路もありましたが，やはり歩道を広く作っています。

新たに道路を作るときは自転車道も作るということが当たり前になっているのに，未だに

考えられていないというのは理解できません。 

また，茨城県では，自転車利用者の保険加入が努力義務となっています。全国には義務化

しているところもあるので，少し弱いです。全国的なデータを見ると，保険加入率が７割を

超えるかどうかは，義務か努力義務かで変わってきます。保険加入状況を調査するとのこと

ですが，調査対象にＴＳマークは入っていますか。 

 

執行機関 

茨城県生活文化課で実施している調査については，何を対象に調査をしているか把握で

きておりません。 

 

  委員 

ＴＳマークの保険は，対物が付いていません。そして，ＴＳマークの最大の問題は，重度

後遺障害等級の１から７級までしかカバーしていないことです。ほぼ死亡しないと出ない

保険だと考えてよいくらいです。ちょっと入院させてしまったという場合に，ＴＳマークは

まったく役に立ちません。これを保険とカウントすると，加入率は上がりますが，御注意い

ただきたい部分もございます。 

 

  委員 

 資料 19 ページの③と④の事故について，自転車は歩道走行していたと思われますが，こ

れが整備した自転車通行空間を通っていて起きた事故ならば問題です。事故については，自

転車利用者の年齢と事故が起きた時間帯も確かめてください。やはり，車道を走ったほうが

事故に遭いにくいということもありますので，事故のデータをまとめて，歩道を走ることが

必ずしも安全ではないということを啓発するとよいと思います。自歩道の話がありました

が，歩道を走っていれば安全というわけではありません。あと，このような事故が多発する

のであれば，ドライバー側に自転車を意識させることも必要になると思います。事故につい

て，もう少し詳しく調べて，それを活用していっていただけたらと思います。 

 

会長 

事故の詳細は，調べることができたら，後で教えてください。 
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せっかく国と県の方にいらっしゃっていただいておりますので，御意見やアドバイス等

いただければと思います。感想でも構いません。 

 

  委員 

自転車利用者への指導はかなり実施しているようなので，ドライバーへの啓発をもっと

行ってもよいのではないでしょうか。矢羽根は自転車が走るところだということをもう少

しドライバーに理解していただいた方が良いと思います。当然，我々もしなければなりませ

ん。 

 

  委員 

 事故を分析すると，やはりマナーが重要になってくるのではないかと思います。やはり，

守る人は守るが，守らない人は守らないということがあります。守らない人にどうやって守

らせるかということは，私共も，頭を悩ませるところです。 

 

会長 

本日，皆様には自転車利用環境向上会議のチラシをお配りいたしました。実行委員会は，

会長が  委員で，  委員も幹部として参加しています。全国会議ですが，今回で９回目

の開催となっておりまして，参加者も，今では 400 人を超えています。９回目は埼玉で行わ

れます。当日は，交通安全教育なども取り上げられます。ＷＥＢ参加も可能なので，ぜひお

時間あればご参加いただき，水戸の自転車利用環境の向上に役立てていただきたい。 

 

  委員 

細かなところで，まだ十分でない部分はありますが，ここ５年で，だいぶ水戸市の自転車

利用環境はよくなったと思います。幹線市道 12 号線は，並走しながら逆走するような高校

生が多くいましたが，指導等いただいて，そういう人がだいぶ減ったと思います。これから

も，問題を一つひとつ潰していっていただければと思います。地道な作業になると思います。 

併せて，強くお願いしたいのが，ドライバーへの教育です。自転車利用者のマナーはよく

なってきましたが，ドライバーは相変わらずで，まるで自転車がいないかのように走ってい

ます。左折するときも，速度を緩めずに曲がってきます。例えば，免許を取るとき等に，自

転車も道路を走っているということを理解させていただきたい。また，これから自転車の利

活用を考える際に，事務局の方だけでは限界があると思います。市民の方で自転車の利活用

を推進している方もいらっしゃいますので，そういった方に事業を委託する等，市民と協力

して進めていけるとよいと思います。 

 

  委員 

交通安全教室をかなり実施しておりますが，従来型の教室だけでなく，具体的な路線をピ

ックアップして，その路線の走り方や，どこが危険かということを教えても良いかと思いま

す。また，桜ノ牧高校の独自の取組についての話がありましたが，そういう取組を他校にも
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広めていき，他の学校でも自発的に事業を実施するようになれば，事務局の負担も減ると思

います。 

あと，自転車通行空間のネットワークがかなり広がってきており，計画に位置付けたＡ路

線の整備がそろそろ終わろうとしています。しかし，北側がまだまだという中で，委員の話

がありましたが，新市民会館周辺の整備に続けて，優先して整備してもよいのではないかと

思います。 

それから，自転車通勤を増やそうという取組を水戸商工会議所でも実施しているようで

すが，そことの連携というだけでなく，経済的，制度的に，自転車に乗ると得をする，少な

くとも損をしないというレベルに踏み込んでいかなければならないのではないかと思いま

す。 

 

会長 

全体的には，粛々と，やるべきことをやってきたと思っています。受け皿が出来てきたの

で，今後は，利活用の推進に力を入れていってよいと思います。その際は，国の第２次自転

車活用推進計画を御覧いただきながら進めていただければと思います。 

 

  委員 

今回の自転車利用環境向上会議ですが，プログラムの中にデンマーク式自転車教室とい

うものがあります。また，楽しく学ぶ自転車安全利用というテーマの分科会もあります。参

考になりますので，ぜひ御参加いただければと思います。 

 

  委員 

私共としては，秋の交通安全運動が始まる前に，何かできればと思っています。デンマー

ク式交通安全教室は，可能ならば見てみたいと思いました。やはり，もう少し安全教室に重

点を置いて，小さいうちから，命の大切さを教えていけたらよいと思います。交通安全教室

の内容も，これまで通りではなく，今に合ったものに変えていかなければならないと感じま

した。 

 

会長 

ありがとうございました。 

 その他，意見がないようなので，事務局にお返しします。 

 

執行機関 

  会長，ありがとうございました。 

最後に，事務局から委員の皆様にお知らせがございます。 

本日の審議会の開催後，明日８月 31 日をもって，委員の皆様の任期が満了となります。

これまで，審議会において様々な御意見をいただき，誠にありがとうございました。 

各団体におかれましては，改めて委員を御推薦いただくこととなりますのでよろしくお
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願いいたします。詳細につきましては，後日，文書にて依頼いたします。 

なお，当審議会は，水戸市の附属機関でありまして，「水戸市附属機関の設置及び運営に

関する指針」に基づき，学識経験者を除き，３期又は６年を超える委員の方を再任すること

ができませんので御承知おき願います。 

それでは，以上をもちまして，令和４年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会を閉会

いたします。長時間にわたる御審議ありがとうございました。 

 


