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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  平成 26 年９月１日（月） 14 時 00 分から 16時 40 分まで 

 

３ 開催場所  水戸市役所本庁舎南側臨時庁舎２階 中会議室 

 

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，神戸礼子，川崎辰男，加藤昇，大野光一， 

鹿倉よし江，藤田絹代，澤畠政志，桐原武文，小泉恵三，安田浩，遅澤隆夫， 

江尻大祐，横山香織 

 (2) 執行機関  

   檜山隆雄，大森幹司，潮田修一，飯田宜秀，弓削純太，須田秀人，石井勉，須藤文彦，

高野裕一，長山一弘，谷中弘明 

 (3) その他  

   委員欠席 高橋晃浩，勝山均 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 ・建計諮問第 1 号 自転車利用環境整備計画について 

  議題 

 (1) 自転車利用環境整備審議会について（公開） 

(2) 水戸市の自転車利用の現状と課題について（公開） 

(3) 今後の進め方について（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）   ０人 

 

８ 会議資料の名称 

 資料① 水戸市自転車利用環境整備審議会について 

 資料② 水戸市自転車利用環境整備審議会 第 1 回審議会資料（要約版） 

 資料③ 水戸市自転車利用環境整備審議会 第 1 回審議会資料 
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９ 発言の内容 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。  委員様がお見え

になっておりませんが，定刻となりましたので，ただ今から平成 26 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。開催に当たりまして水戸市長高橋靖より御挨拶を申し上

げます。 

高橋高橋高橋高橋市長市長市長市長    

皆さんこんにちは。第１回水戸市自転車利用環境整備審議会に御出席いただきまして，本当

にありがとうございます。皆様には御理解御協力を頂いておりますことを厚く御礼と感謝を申

し上げます。また，この度は水戸市自転車利用環境整備審議会の委員をお引き受けいただきま

したこと，厚く御礼と感謝を申し上げる次第であります。 

御存じのとおり，この４月から新しい総合計画，水戸市第６次総合計画魁プランを始めさせ

ていただきました。『笑顔あふれる安心快適空間，みらいに躍動する魁のまち水戸』というお

題目をつけまして，ハード，ソフト様々な両面からの施策を盛り込ませていただきました。そ

の本計画の中で“街中にぎわい活力総合プロジェクト”を，４つの重点プロジェクトのうちの

一つと位置付けさせていただきました。その中で人と環境に優しい交通であります自転車の利

用促進に向け，安全で快適な自転車走行空間の形成，という位置付けをさせていただいたとこ

ろでもあります。今までどちらかというと水戸市の中では，また水戸市に限らず全国的にそう

なってしまったのかもしれませんが，自動車中心の町の形成をしてきたということがございま

す。これからの人口減少・超高齢社会を迎えるに当たって，公共交通や自転車を利用した移動

手段，更には観光振興の面でもこの自転車が快適に観光に利用できるような環境，歩行者空間

といったこともあまり人に優しいとは言えません。そういう街づくりをしてきてしまった，と

いう様々な反省点があります。思いきり見直して，時代に沿った持続可能な街，そして多くの

観光客の皆様に環境面からおもてなしを発信できるような，そういう優しい道路づくり環境づ

くりなども，念頭に入れながら街の再生を図っていきたい。そういう思いでこの審議会を作っ

た次第でございます。 

今から皆様にこの自転車利用促進のための環境整備について，様々な御協議をしていただく

わけでありますけれども，計画は作ったものの実行に移せない，移さないあるいは，ただの一

冊の本を作っただけなど，よく有りがちになってしまうのが私ども行政の反省点でもあります。

しっかり実効性を持たせていきたいし，最終的には私のリーダーシップになりますが，場合に

よっては説明責任を超えた説得責任をして，荒治療をしなければならない場面も出てくるかも

しれません。特に関連として，ソフト事業を盛り込むということまではできるが，そこから具

体的に始めるためには，ハードの整備をしていかなければなりません。しかし，今まで自動車

中心あるいは街中には駐車場が多数できてしまった。その中，自動車をできるだけ排除して自

転車や歩行者空間を多くしましょう，ということには抵抗が出てくる。これは火を見るより明

らかです。しかし，そういう抵抗や反対などがあるから物事が前に進めないということであれ

ば，今までと同じになってしまう。せっかく皆さんで御協議いただいて作った計画が，またそ
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のまま温められる，といったことになってしまいます。私たち行政としては作られたものはし

っかり実効性を持たせて，計画にのっとって進めていきたいと思っています。 

一方で私たちも住民の中に入り込んでいく中では，良い計画で市民に賛同されるそういう計

画があって，何とか話も進んでいくのではないかという思いであります。皆様にもそういうこ

とも踏まえていただいて，市民の中に私たち行政も入り込んでいかなければならないので，市

民に最終的には納得していただけるような将来を見据えた，今はこれを変えたくないけどやは

り将来のために変えていこう，市民にもそういう思いに至っていただけるような，素晴らしい

ものを作っていただきたい。 

北関東圏で宇都宮，高崎，前橋，水戸で，北関東中核として連携会議を作り発足しました。

第１回の会議が８月 19日に水戸市で開催しました。せっかく顔を合わせたので，いつも傷の舐

め合いで「大変だ，大変だ」と言って終わりにするのではなく，何か実行しよう。年々やって

いこう。そこから波及効果を導き出していこう。そういった思いがあり，実は自転車を活用し

たイベントはできないのか，ということで水戸から高崎まで 150㎞の自転車レース，それをど

のように協議するのか。競技性を持たせるのかイベント性を持たせるか。今宇都宮市に企画を

お任せして，４市で集まって検討している。そういうことも，一つのきっかけ，起爆剤と言う

か意識付けとし，自転車の街づくりを進めていく中で，いろいろな啓発活動の一部にイベント

なども有効に活用していきたいと考えています。そういうことも是非企画や案があれば御助言

いただければ有り難いと思っています。 

いずれにしても，高齢者や子供たちに優しい交通空間，それから観光客が少しおしゃれな雰

囲気で街を闊歩できるような環境，そのようなものを作って水戸市を都市交通の先進地域とし

て，遅れを取り戻していきたいと思っています。皆さんの忌憚ない御意見を頂き，また話し合

っていただき，全体的な水戸市の交通，地域交通を視野に入れながら自動車，自転車，歩行者

この空間の再配分，ハード的にもソフト的にも，どうしたら，これらが持続可能な街，お洒落

な街ができるのか，忌憚ない御意見をもらえたら有り難いと思っております。皆様に御意見を

頂き，すばらしい自転車政策，計画が立ち上がりますようによろしくお願いを申し上げまして，

御礼の挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

次に水戸市建設部建設計画課道路計画係長より，本審議会設置の趣旨等について御説明申し

上げます。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

（資料①に沿って審議会の設立趣旨について説明） 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

次に会議に先立ちまして，お集まりの皆様に委嘱状を交付させていただきます。高橋市長が

順番に皆様の席を回りますので，委嘱状をお受け取りください。 

 

（高橋市長より各委員へ委嘱状の交付） 
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執行機関執行機関執行機関執行機関                

任期につきましては本日より２年間となります。どうぞよろしくお願いいたします。次に，

お手元の本日の資料を確認させていただきます。 

 

（資料の確認） 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

それでは次に，本日は初めての審議会ですので，席順に従いまして自己紹介をお願いいたし

ます。 

 

（委員自己紹介） 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

委員の皆様ありがとうございました。なお  委員，  委員につきましては本日欠席の報

告を受けております。続きまして審議会の執行機関を紹介いたします。 

 

（執行機関紹介） 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

続きまして，審議会の進行ですが，水戸市自転車利用環境整備審議会条例第６条第１項の規

定により「会長は会議の議長となる」とありますが，本来ですと会長にお願いするところです

が，会長が選出されるまでの間，事務局で会議を進行させていただきますのでよろしくお願い

いたします。次に事務局より，本日の会議の成立について報告させていただきます。委員定数

19 名出席者 17 名で，委員の半数以上が出席されておりますので，条例第６条第２項の規定に

より，本日の審議会は成立いたします。以上報告いたします。続きまして，会長の選出につい

て，条例第５条の規定により，「委員の互選により会長を置く」とありますので委員の皆様か

ら会長への推薦等はございますか。 

委員委員委員委員                

委員にお願いしたらいかがでしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

ただ今会長について，  委員の方を推薦する御提案がございましたがいかがですか。 

各委員各委員各委員各委員                    

異議なし。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

それでは会長を  委員にお願いしたいと思います。  会長は，会長席にお移り願います。

それでは委員を代表しまして，  会長より御挨拶をお願いします。 

会長会長会長会長                        

改めまして御挨拶させていただきます。先ほど申し上げましたが，もう６，７年になります
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でしょうか，自転車のことをやってきました。国のガイドラインができる前から  さん   

や  さん，全国の仲間といろいろやってきました。その時，国の仕事を手伝ったり他の地方

に出かけて行ったりして自転車の様々なことに関わってきたが，地元の水戸市はどうなってい

るのかと聞かれることが多かった。ここに来て水戸市が動き始めた。私としてはしっかり皆さ

んとやっていきたいと思っております。先ほど市長からありましたように，水戸市が大きく変

わろうとしている。交通に関しては自動車の利用を見直し歩行者，自転車，バスというのを考

えていく。次の世代，時代を見ていく。遅れを取り戻しましょう，こういうお話がありました。

先週，ＮＨＫ水戸を見ていたところ，商工会議所主導で新市庁舎，市民会館を含めて街中を考

えていきたい。自動車というよりは，バスや自転車をうまく使っていきましょうということを

商工会議所が言っていた。現場のほうで，水戸市はベクトルが変わる方向に来ているのではな

いかと感じております。自転車の検討会が始まり，一方で都市交通戦略会議，自転車を含めた

都市交通全体をどう考えていこうかという検討委員会も始まっています。水戸の都市交通，街

づくりをこれからの考えを変えていこうという機運が非常に盛り上がっている。是非皆様の力

をお借りして，自転車に関するしっかりとした計画を作っていきたいと考えております。よろ

しくお願いいたします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

ありがとうございました。それではこれより審議会条例第６条第１項により，会長に審議会

の進行及び議長をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長                    

ではこれより司会進行を勤めさせていただきます。まず，本審議会につきましては水戸市附

属機関の会議の公開に関する規程第３条第１項により原則公開であり，同規程第７条により議

事録を作成いたします。さらに同規程第８条により議事録は原則公開となります。以上のこと

について御承知置きください。次に条例第５条第３項の規定によって，会長代理について私か

ら指名させていただきます。大変恐縮ですが，  委員にお願いしたいと思いますが，いかが

でしょうか。 

委員委員委員委員                        

異議なし。 

会長会長会長会長                        

それでは  委員を会長代理とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。次

に条例第７条の規定によりまして本日の審議会の議事録署名人を指名させていただきます。お

二人となりますけども，まず  委員，それから  委員でよろしいでしょうか。お願いしま

す。それでは次第に従いまして，諮問書の提出をお願いいたします。 

 

（高橋市長より諮問書の提出） 

 

会長会長会長会長                        

承りました。ただ今高橋市長よりこの諮問をいただきました。これより皆様と一緒に検討を

していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ここで会議の途中でございますが，高
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橋市長は所用がございますので中座させていただくとのことです。 

市長市長市長市長                

どうぞよろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長                        

ではこれから議題を見ていきます。次第によりますと議題の（１）～（３）までありますが，

時間が 40分過ぎました。この会議は２時間が目処となります。大体１時間 20 分。最初の委員

会ですので，どんなものを考えているかといった方向付けといったことになるかと思います。

議題に沿いまして最初，自転車利用環境整備審議会について，それから水戸市の自転車利用の

現状と課題について，これを鑑定しますので，事務局から一括して御説明いただきたいと思い

ます。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

（資料①，②に沿って自転車の利用状況や交通事故の発生状況，市民アンケートの結果など

を説明） 

会長会長会長会長                        

どうもありがとうございました。今日はこの後，「審議会について」という資料の中で，今

後の進め方というのをこの後に確認していただきたいのですけれども，今は前段となる，今，

「どういうデータがあるのか」というものを御説明いただいたところです。御質問とか御意見

を頂きますけれども，全体として最後の進め方を終えてからまた少し時間を取って，こちらの

ほうに戻ってくるということもしたいと思いますので，あまり細かい議論はここでしなくても

いいと思っています。今，説明いただいた水戸市自転車利用環境整備審議会について，１，２，

３ページそれからその後の６ページ，規約を含めたところで何か御質問あれば承りますがいか

がでしょうか。 

委員委員委員委員                

はい。質問。 

会長会長会長会長                        

はいどうぞ。 

委員委員委員委員                

私，会議所から来ておりまして，今の問題点が大変多く説明されていると思うのだが，例え

ば今言われている問題点を一つ一つ解決していくのか，もしくは水戸市を回遊できる観光スペ

ースというか自転車道を策定するために，そこの問題点をピックアップして解決していくのか，

何か方向性を決めていただいたほうが良いと思いますが。 

会長会長会長会長                        

その辺はまだ方向性というのは決まってない。そういうのを決めていくことだと思いますけ

れども。事務局はそれでよろしいですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

はい。 

会長会長会長会長                        

先ほど，問題点課題というのを説明いただき，10ページのところだが，今話にあった観光ル
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ートなどはここにはない。しかし，自転車をもっともっと観光的に利用するということ，２番

目に観光目的への配慮が必要である。それをもっと具体化するってことを意見として出してい

ただければ，そこをどれくらい考えていくかという流れになる。 

委員委員委員委員                

それは全体を見るということでいいですか。 

会長会長会長会長    

そうですね。今この審議会については，「審議会について」の３ページに検討の方針が，２

ページに本審議会の諮問に応じてやることというのが（１）（２）で書いてある。それを今後

２年間くらいかけて決めるというのがこの審議会の役割で，その結果を市長に答申する。とい

うことになります。 

委員委員委員委員                

私の中ではっきりしてないのは２年間の中で何ができるか，その中身。月に何回集まるのか，

という実態は何なのかというのがあります。２年間で結論が出せるのか。どこまでみたいなの

が心配で，どこか一本に絞った方が良いのかな，と思ったりもして今の段階ではこんな感です。 

会長会長会長会長                        

分かりました。そこのところの検討の仕方については，この後，説明があって，議論すると

ころだが，先ほどの「審議会について」という中の４ページ，５ページですね。４ページ，５

ページに進め方という日程的なところが書いてあります。 

また，実際どこをターゲットにするかということに関しては今ここで挙がっているような通

勤通学，高校大学生の問題が挙がっていて，事故が起こっている。まずはそこを解決するので

はないかということもあるだろうし，それよりは今後観光の走行ルートなどそういうこともあ

るのかもしれない。ただ，通常自転車の問題をこれからどうしようかといったときには，例え

ばアウトプットの例で申し上げますと，本編の資料の 99ページから。他都市のこのような検討

会を開いた先行都市の資料が出ています。検討会を他都市で検討した結果として，自転車に関

する基本計画を固めます。99ページはつくば市。つくば市はこういうことで，自転車に関する

計画をしています。このあと 103ページには新潟市，108 ページには宇都宮市。宇都宮は  委

員がやっていた。それから 112ページは金沢市。新潟は私と  委員がやった。金沢市は  委

員がやった。いくつか先行事例のところを持ってきてもらった。これはこういう検討会をやっ

て結果として自転車に関しての基本計画というのを作ります。そこで，中身は後で見てもらえ

ば分かりますが，そこでは走るところ，道路空間をどうするか，それから停める場所，駐輪場

をどうするか，あとはどういうふうに交通協力して啓発，指導していくか，取締りしていくか，

それから通常はどうやって利用促進していくかという共同利用の話，レンタサイクルなど共同

利用，その中に観光ルートというのを入れてあるところもあります。そういう総合的な計画を

立てる。あくまで計画です。そこに向かって関係機関が力を合わせてやりましょう。そういう

ものを各市が作っていて，ここでもそういうものを作るんだというふうに私は思っているんで

すが，それでよろしいですか。 

委員委員委員委員                

一つよろしいですか。  委員に御指摘いただいた件は非常に重要だと思います。それはそ
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の後，全体の審議会の課題になると思うのだが，今，お示しいただいたのは６ページまでの中

で，３ページを御覧いただきたい。「７検討の方針」と書いてあります。その検討の方針に２

項目ありまして，2011 年 10 月 25日に警察庁が公表した総合対策，これは通達です。それから

２番目の我々の参画したガイドラインが 2012 年 11 月に出されたものとありますが，この２つ

の考え方を基本とし，以下の検討を進めることとしますと書いてあります。これは基本なので

すか。つまり国の警察庁および国土交通省が出した方針は，最大限尊重するのでしょうか。こ

こから例外を認めて，ローカルルールを水戸市や茨城県だけでも決めてしまうということが含

まれているのでしょうか。確認したい。 

会長会長会長会長                        

それはどなたに聞いたらいいですか。 

委員委員委員委員                

なぜそういうふうに申し上げたかと言いますと，ここの骨格がきちっとこの二本に基づいて

やるということであれば相当大胆な話になるわけです。国自身がものすごい勢いで，2011 年ま

では警察が自転車を歩道に行かせようとしていたのに，突然そこで変わったわけです。自転車

は車両だという大原則に変わって，全ての組立てが変わってきた。それに基づいてガイドライ

ンも交差点を中心として，自転車を車両と位置付けて動かすとなった。これをずっと拝見して

いると，後の方に出てくる写真もそうですけれども，まだ自歩道の考え方が全然抜けてない感

じです，ここは。つまり自転車を車両の一部だという位置付けをして歩行者とは完全に分離さ

せるという大前提を国が持っているのだが，それをやるんですか，やらないんですか，という

ことなんだろうと思います。そこはどうでしょう。確認だけさせていただければと思います。 

会長会長会長会長                        

はい。確認といいますか，これが本質といったところで，そこがはっきりすれば，あとはそ

んな難しくないといったことがありますが。まずその確認として事務局と道路管理者と交通管

理者に聞いてみるということでよろしいですか。そうしたらまず，  委員の先ほどの発言は，

私の回答でひとまずよろしいでしょうか。後でまた御意見あればお願いします。実は  委員

からあった３ページに関しての話について，国のガイドラインができて，国交省，警察庁はこ

こ数年大きく変わっているというのを受けて，では茨城県はどういうようなお考えで変わろう

としているのか。そのところを少し聞いておいた方が良い。事務局といいますか市，それから

国，県，警察の方から少し今の自転車政策に関してどのようなスタンスというか方針になって

いるのかを聞きたいと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

はい。事務局から説明させていただきます。今回のガイドラインは二つありますけれども，

基本的にはこちらを踏襲していただきたいと考えております。ただ，現実的にどうなのかとい

うのが出てきた場合，交通管理者あるいは道路管理者と相談しながらどういうふうに決定して

いくかは意見として聞きたいと思います。 

会長会長会長会長                        

現場では，振れが非常にある。原則論はこうだけど，現場に出たとたん自歩道になる。そこ

のところが重要といったところですが，国交省は今日お休みなので，県の方はいかがでしょう
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か。 

委員委員委員委員                

県では自転車を取り出してこのようにしようという指針は作っていません。自転車は車両と

いわれた時から基本的には歩道から出てもらうということは大きく変わってないです。ただし

水戸市において，田舎の人が通らないところは自歩道という昔からの概念のところでも，事故

の確率が低いのであまり問題ない。やはり都市部。本来は自動車と自転車と歩行者を完全に分

離できれば問題ないのだが，建物が道路を挟んでいる中で空間をどうやって作るかというのは，

多分時間より費用が先に駄目になり，なかなか難しい。そうするとどのようにしていくのかと

いうのが，ここで出てくる話だと思います。基本として自転車は車両だということは最初に言

ったとおり変わらない。というのは，二輪のオートバイも危ないと言えば危ないが，ブレーキ

とハンドルとアクセルがついていて，すぐに止まったり走ったりできる。そういう人のマナー

も必要。観点はいくつかあって，私も最初どこに視点をおいて進めていくのかと。もしかした

らそこに持ち込むまで時間が必要で，それはそれで時間がかかるのではないかと思います。 

会長会長会長会長                        

ありがとうございました。では警察の方から。 

委員委員委員委員                

基本的には  委員の言われたように，自転車と歩行者を分離しましょうというのが警察の

立場であります。今，自歩道という形で自転車と歩行者が通行可能な歩道を規制していますが，

考え方から行くのであれば規制をなくして，自転車は車道を走りなさいというのが基本的。た

だし，今それをすぐできるか。自歩道の規制を外し，自転車に完全に車道を走りなさいと言っ

た場合，この水戸市内では自転車が溢れてしまって，かえって自転車が被害者になるというよ

うな場面が相当出てきてしまうと思う。規制としてはその辺が難しく，今すぐ全て車道とはで

きないが，基本的に歩行者と自転車を分離するという考えで進めていることは間違いない。 

委員委員委員委員                

大変に疑問ですが，事務局でこの総合対策の推進についての通達をなぜ配布しないのですか。

それから，このガイドラインについても，このガイドライン 240ページもあり，少し書き過ぎ

だとは思うが。配布してもらうのは当たり前。今の  委員と  委員のお話を伺ってすごく

疑問なのは，通達やガイドラインを読まれてないということ。つまり  委員がおっしゃった

ように，危ない現状があるってことはもうこの中にも書いてある。無理やりそうしようという

ことではなく，勘違いさせるなと言っている。つまり，歩行者のところを自転車が通っても，

今は目をつぶる。しかし，それを進めては駄目と言っているわけです。歩道を通っても良いと

いう勘違いさせるような整備はするな，ということが大前提で貫かれているわけです，二本と

も。だから完全分離できるのが理想的だが，いますぐにできないのはみんな分かっているわけ。

車のほうの周知もしなければならない。車のドライバーがここは自転車が通るのだからとみん

なが理解して初めて，怖いから歩道にいるという自転車が車道に出て行ける。しかし，例えば

歩道を，自歩道もやむを得ないという理論だったら，自転車は歩道でも良いということを助長

するだけになってしまう。この通達もガイドラインも，それは駄目だと言っている。申し上げ

たいのは，つまり歩道にこれから自転車の部分も作るということが残っているのでは，これを
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大前提に進めることになりません。それを確認したいのです。おっしゃった答えで全く問題は

ないのですが，ニュアンスとして私に聞こえてきたのは，そうはいっても無理だから歩道上に

自転車を通すこともやむを得ないという話に聞こえます。いや，それはやむを得ないとは思い

ます。そのことに対して取り締まれとか言っているわけではなくて，それを進めるとなると，

歩道に色を塗ったり歩道にマークつけたりする。それはするな，と書いてあるわけです。 

委員委員委員委員                

そう。基本的には分けていくということです。 

委員委員委員委員                

その確認だけです。そのとおりだと思います。そのことが大前提であれば，あとはどうやっ

ていけばこれは解決できるのか，という議論になる。話をしている途中で突然元に戻られては

困ると思ったので，一番最初に確認をしたかっただけです。 

会長会長会長会長                        

一つ一つの現場をどうしようかという時に，いろんな状況があるので，いろいろ検討してい

かなくてはならないが，しかし大前提としては，ここに書かれているように，国の方針である

ガイドラインが大前提です。ここから入りますということでよろしいですね。基本的に道路管

理者と交通管理者でいろいろ検討した結果，それしかないということで出された結論です。し

たがって，われわれのこの審議会もそこからスタートする。ただ，実際にはそれぞれの現場で

いろいろな状況があり，また物理的には金が必要。狭い道路で自動車もＮＧ，歩行者もＮＧ，

自転車もＮＧでどうするのか。実際には，脇道もないということもある。そこは難しいところ

もあるが，できるところ，割り切れるところは実はたくさんある。そこのところは大前提でい

きましょう。これでよろしいですね。 

今日は第１回ということで，皆さんからできるだけ御意見を頂きたい。現在４時 15 分，15

分だけ延長させてください。「審議会について」確認なのですが２ページ，諮問に応じるとい

うことで先ほど市長から諮問を預かりました。審議会で検討した結果を答申という形で出す。

ただ，ここで決定ではない。決定するのは議会。皆様に申し上げたいのは，審議会なので審議

をして結論は出しますけども，それが世の中に出てくる決定ではない。決定は議会ということ

です。ただ私が申し上げたいのは，審議会で出した結論をきちっと尊重してくださいというこ

と。他のところで言われたのが，審議会からは御意見を頂きます。あとは，行政側なりの結論

を出してくる，そういうふうに勘違いしているようなところも，あるのです。私もちょっと驚

いたことがあるのだが，市長とか市議会に対しては審議会で，委員の方々から御意見もらって

作りましたと言いながら，実は審議会で出した結論とどこかで違っているものを出してくる。

あるいは，結果的に公表されたものが審議会で出た結論と違うにも関わらず，審議会で審議し

た結果こうなりましたとでてくるという場合もある。水戸市じゃないですよ。極端な話をすれ

ば，審議会で出た結論がイコール議会に通る可能性もあるし，あるいは棚ざらしになって出て

いかない場合もある。それは構わないのですけれども，審議会で出した結論がここまでは責任

範囲で出したんだということはきちっとしていただきたい。 

その他，検討体制としては，審議会は代理がきかないということで皆様にお願いしました。

また，検討を何回もやるが成立しないと困るということで，担当者会議を置いたと聞いており
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ます。検討内容によっては担当者会議を頻繁に開くこともありますので，そのときにはオブザ

ーバーとして出席していただきますし，別途担当者を出していただくこともあります。 

３月末にこれに先立つ勉強会のようなものを開きました。それに御出席していただいた方，

私と  委員とか  委員が話したのだが，御出席されて聞いていただいた方，ちょっと手を

挙げていただけますか。道路とか交通管理者の委員は担当が変わっていますよね。ありがとう

ございます。実は今回第１回目の前に，今年の初め１月くらいから自転車を検討しますという

話があり，どう進めましょうかということで，３月に私と  委員，  委員が講演会をやり

ました。  委員と  委員にはいろいろと全国の事例や考えなど，また最近の動向のお話も

伺えたので，聞かれた方はある程度状況はつかんでいただいたでしょう。 

さて分厚い資料で御説明いただきましたが，自分たちの実態と合っているか，誤りがないか，

抜けはないか，追加で調べておくことはないか，そういうのを教えていただきたい。今後検討

するに当たって，駐車とか放置対策のようなものが抜けているのかなと。それから取締りや交

通教育，交通指導，県警や学校，母の会，そういうところでそういうことがどれくらい行われ

ているか。そういったデータ，資料は見ておいていただきたい。あとは通学路問題。非常に大

きいという問題であるという話が出ているが，通学路の安全やゾーン 30 など，その辺の取組に

関して警察はどのような動きがあるのかというのもお聞きしたい。まずは，そういった資料を

追加して調べておいてほしい。また，私からの指摘として，事務局では自転車レーンと言って

いるがそれは間違っていないか。気になるのは，概要版の 10ページ『３）に自転車レーンの整

備』にある，「歩行者・自転車の視覚的な分離を求めるとともに，自転車利用者・歩行者利用

者相互のマナー向上」とあるが，自転車レーンは法律的に位置付けられていて，12ページ真ん

中の図，車道際にしかも自転車専用と書かれているのが自転車レーンである。10ページ，先ほ

どの３）のところの住民のニーズを見ると，自転車レーンが欲しいとあるが実は自歩道のこと

を言っているのではないか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                        

これはアンケートから抽出した内容ですので，もう少し内容を確認します。 

会長会長会長会長                        

アンケートの内容を直接ここに入れているとすると，人々は大体自転車レーンなど分かって

いないから自転車レーンというより，自歩道のことを自転車レーンと言っているのではないか

と思う。もしかしたら勘違いしているのではなかろうか。 

委員委員委員委員                

すごく混乱していると思われる。 

会長会長会長会長                        

混乱しているよね。だから人々が自転車レーンを欲していると言いながら，実は自歩道のこ

とを市民は言っているような気がする。ここだけもう一度，資料を解釈し直したほうが良い。 

委員委員委員委員                

自転車レーンが未整備だから，ないものにアンケートとっても答えが出てこない。 

会長会長会長会長                        

市内にないということ。 
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委員委員委員委員                

日常的に見てない。ないから何が何だか分かんないだろうと思う。 

会長会長会長会長                        

皆さんから時間で７，８分になりますが，この説明いただいた中で，実感としてあっている

か，誤りがないか，あるいはこういうようなところが抜けている，もっとこれとこれを調べた

ほうが良いのではないだろうか，今後検討するに当たって，ここのところ押さえておきたいな

ど，そういうことがあれば，挙げていただきたいと思います。御自由にお願いいたします。 

委員委員委員委員                

先ほどから  委員さんがおっしゃっていたことが非常によく分かりますが，この資料を見

て，私は何も現状が明らかにされていないと思っています。なぜかと申しますとここの４ペー

ジ，事故，高校生の通学ルートと危険箇所という図，それから，バツは事故の場所ですか。 

委員委員委員委員                

危険場所。 

委員委員委員委員                

危険場所ですか。事故調査の事故による現場というのは載っていますか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

実際の事故の発生場所は本編の 21ページです。 

委員委員委員委員                

それでは，この事故の発生箇所も重要ではありますが，一番ここで大事なのは，水戸市で事

故が起きているけれども，どういう形態の事故であるかを分析することが大事。歩道とか車道

とか，そういう分け方ではなく，どちらの方向から自転車が走ってきて，どちらから車が来て

ぶつかったかなど。水戸市で現状で起きている事故の形態がこの道路状況をどう改善するかに

つながっていくので，その辺をきちんと分析しないと，どの方向に向かって整備していいかが，

ガイドラインに従うといっても見えてこない。まず安全にするためには事故の状況をしっかり

と把握しなければならないので，警察ではそういう資料は出していただけますよね。 

会長会長会長会長                        

普通は，事故台帳で分かるのではないだろうか。 

委員委員委員委員                

私がやっている，金沢の場合は調査しています。必ず警察で，名前は出さないですけど，何

月何日何時何分どこで，車は地図上にどういう方向から来て，自転車は歩道を走っていたのか

車道を走っていたのか，どちらの方向から来たのか，そういうのが全部出るんですけど，こち

らでも出ますよね。 

会長会長会長会長                        

ほとんど台帳の話ですよね。 

委員委員委員委員                

時間がかかるとは思いますが，自転車に特定してこのような状況だとか，形態とかですね。 

委員委員委員委員                

そうです。そうすると例えば歩道で起きている危険場所の状況がよく分かるし，それで走り
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方の問題なのか，それともレーンというか自歩道の問題，車道での問題というのが見えてきま

す。そうすると何が大事なのか分かってくるのではないかと思います。それからもう一つは資

料の 10ページで課題の整理の中の，『２）対象となる自転車利用者の設定』とありますが，そ

の中で「平日の通勤・通学及び買い物を利用目的とする常時の自転車利用への対応が不可欠で

ある」と書いてありますが，これがやはり大事で，これが安全にならないで，観光ルートなど

を作っても，市民が安全な乗り方や安全ですらないのに，観光ルートを考えてしまうのは飛躍

しすぎて，金沢でもあったが，自転車は左を通っていいのか右を通っていいのか分からないと

いう状況では，海外からのお客さんがどちらに避けたらいいか分からなくて大変です。日常利

用者がきちんと守れるような対応をしていくことが一番大事なのではないかと思います。 

会長会長会長会長                        

ありがとうございました。そのことで，先ほど  委員からもありましたが，実は観光ルー

トやサイクリングロードの使い方というのは，全然今やれてない。つくばの「りんりん道路」。

そこも実はりんりんと言いながら，歩行者などもいろんな使い方をしている。いわゆるサイク

リングロード。ここも，あそこの桜川もサイクリングロードに指定されているけれども，散歩

もあるしマラソンもあるし，犬もいる。 

委員委員委員委員                

道路交通法上，歩道ですよね。 

会長会長会長会長                        

いや，自歩道ではないか。 

委員委員委員委員                

いや，専用道路。 

委員委員委員委員                

専用道路ですか。自歩道のマークが付いていますよね。 

会長会長会長会長                        

自歩道だが，サイクリングロードと言ってサイクリングマップを作っているのではないか。 

委員委員委員委員                

だから本質的には走れない。 

会長会長会長会長                        

観光のサイクリングロード的なところは，全国的に非常に曖昧なところです。各委員からあ

ったような話ですね，結構難しい。今まで検証されていないところがたくさんあって，観光な

ど。市長が言われていたようなサイクリングロードをやり始めると，まずはっきりさせないと

いけないことがたくさんあるのです。  委員の指摘は，まずは日常のことはそうだろうなと

思います。ここで  委員が１６時までで退出ということですので，日頃お考えになっている

自転車の問題など，この委員会に対する注文があれば言っていただければと思います。 

委員委員委員委員                

はっきりと自転車が通れる道はすごく気持ちが良いです。例えば県庁の前の道です。そうい

ったのはほとんどなくて，ほとんどの道は歩道なのか車道なのか，全部が入り混じっているよ

うな裏道みたいなところが多いです。私も去年，一昨年くらい前に接触事故，子供を乗せてい
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ての接触事故を起こしたのですが，自分の方で悪かったと思ったのは，やはり自転車を車両と

思っていないので一旦停止という標識は高校生とか中学生は見ないと思うのですね。だから自

転車の場合も自動車と同じような交通ルールを教えていただけたらいいのかなと思います。 

会長会長会長会長                        

はい，いいですか。今の  委員がおっしゃっていたのが本編 118 ページ。県庁の前ですよ

ね。 

委員委員委員委員                

はい。 

会長会長会長会長                        

これは非常に走り良いということですよね。 

委員委員委員委員                

はい。 

会長会長会長会長                        

この辺，皆さんこれは走りやすいから，こういうのを作っていきましょうと考えるかどうか

というのが，実はここで決めておかないといけないところで，もう時間がないので申し上げま

すと，先ほどのガイドラインは，これは駄目だよと言っています。 

委員委員委員委員                

そうなのですか。 

会長会長会長会長                        

例えば，本編 118 ページのＤ，国交省で行ったこのＤですが，バス停の前を自転車がちょう

どうまい写真で突っ切っています。私が見たのはバス停左側の緑の植え込みの所で，傘を差し

て待つおばあさんの姿です。自転車が通るから。それは止めなさいと書いています。また，119

ページのこれは市道になっています。私知らなかったのですが，こうじゃなければいけないの

かということですね。後で時間があれば市と県警の方にこういうのを作っていこうとしている

のですか，とお聞きしたいところなのですが。これも先ほど  委員が言った自歩道で一方通

行ですが，歩道側に自転車道が作られてブルーレーンを塗ってあります。基本的に，原則ガイ

ドラインではこういうのは止めなさい。自歩道にこういうのを作らなくても，車道側に作りな

さいというのがガイドラインの方針です。ここの現場ではそれでもこういうふうにせざるを得

ない理由があったのか，そういうところが問題になっています。  委員の御意見に対して，

ここではそういうことを検討するということで，後でまた別途御意見を聞きたいと思います。

よろしくお願いいたします。時間がありませんが，  委員から事故をもっと細かく見ないと

実際の改善はできないだろうと指摘ありました。ほかに何か御意見ありますか。 

委員委員委員委員                

質問とは多少違うかもしれませんが，資料の３ページ要約版の右側『７）自転車利用経路』

という項目。そこで聞きたいのが，交通センサス観測区間は，５年ごとに全国的に実施すると

説明があったのですが，その区域外で利用が多い区間が存在するというのは，その区間という

のがどこにあるのか，私もどれくらいあってどこにあるのか全く分からないのですが，それの

数字が調査に反映されていて，多い区間が存在するということなのでしょうか。 



 

１５ 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

資料本編の 25ページになります。こちらは，国で道路交通センサスというのを行っておりま

す。ただしこれについては主要な国県道になっております。水戸市の主な市道は入ってない状

況となっております。そういう本来の水戸市道とかでも交通量があるかもしれないですけども，

そこにおいては把握しておりません。自転車の交通量を把握していないという現状があります

ということです。 

会長会長会長会長                        

これは道路交通センサスのデータで，把握できているところとできていないところがあって，

データがないところが存在するということですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

アンケートを見ていくと見受けられます。 

会長会長会長会長                        

ということは，そういうところは調査を実際にしないと分からないということですね。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

はい。そういうことになります。 

会長会長会長会長                        

では，その辺の大事なところは調査をしていただけるということでよろしいですね。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

はい。 

会長会長会長会長                        

はい。分かりました。では，ほかによろしいですか。 

委員委員委員委員                

『水戸市の自転車交通の現状』と書いてありますね，１ページ。これは通学からせいぜい夕

方６時くらいまでの時間だと思うのですが。時間帯で言えば。 

会長会長会長会長                        

時間帯が何時からでしょうか。 

委員委員委員委員                

通学時間ではないかと思います。先ほど  委員から，事故は何時に起きたかというのも大

きいと思います。私自身は，夜８時９時になると全然走ってない。自転車は夜になりますとね。

そういうのもありますし，現状の課題はおそらく朝の通学の時間帯から，せいぜい５時６時く

らいまでの現状の把握ではないかなと思ったのですが，それでよろしいでしょうか。 

会長会長会長会長                        

夜の時間帯はやってないかどうか。 

委員委員委員委員                

はい，そうです。交通事故は要するに昼だけ起きるわけではないですよね。ということは，

現状の課題で夜間もあると思うのだが。 

会長会長会長会長                        

現状の分析，把握しているところで時間帯が，例えば通勤のピークだけとか夕方だけとか昼
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間だけと，夜が抜けていると。 

委員委員委員委員                

課題から読み取ったと思ったのですが，それでよろしいですか。 

会長会長会長会長                        

それは夜も入っているということですか，入ってない。 

委員委員委員委員                

アンケートもそうだと思います。アンケートもそうですよね。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

アンケートも事故の場所についても，夜の時間を省いたとかそういうことはありません。 

委員委員委員委員                

では，現状の課題の分析は夜も入っているということですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

はい。 

委員委員委員委員                

では，データとしては分析として入っているけれども，夜間の問題が別にあるのではないか

と，そういうことですか。 

会長会長会長会長                        

街灯が暗いのではないかという指摘は，アンケートか何かでありました。 

委員委員委員委員                

それだけ課題を読ませていただき，その辺りを感じました。 

会長会長会長会長                        

事故の分析だと，夜間は当然出てくると思いますし，アンケートでは夜間の暗さとか何かも

出てきていると思いますので，量的には少なくなると思いますけれども，夜間のことを注意し

てみてくださいということでしょうか。 

委員委員委員委員                

はい。 

会長会長会長会長                        

時間が押していますので，この後どういう検討をしていきましょうか，というのを最後にや

っておかないといけないので，それを簡単に御説明いただいて，御意見を頂きたいと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

（資料①に沿って今後の進め方について説明） 

会長会長会長会長                        

この４ページ，５ページを見ていただきますと，最初に今年初めにお話があったときに今年

中に基本計画を立てるような話を伺って，そんなことできるのかなと考えていました。その理

由は，水戸市は自転車に関して何もしてこなかった。先ほど説明した先行事例，つくばや金沢，

新潟，宇都宮は，実は基本計画を作る前に３年とか４年とか５年，６年，ずっと自転車のこと

を長く検討してきた。後で  委員にお話を聞かれると思うのですが，安全マップを作ったり，

つくばでも自転車の安全マップ作ったりしています。勉強会を開いています。新潟では  委
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員を招いて勉強会，市民の自転車愛好家も集めて２年くらい勉強会を開いていました。 

委員委員委員委員                

６年です。 

会長会長会長会長                        

そういうくらい，２年とか３年とかかけて，ずっと自転車のことをどうしたら良いのかって

考えて，社会実験をしたりして，それで２年くらいかけてその基本計画を作っています。とい

うことは，問題を大体把握して，我々の市はこういう方向で行こうとベクトルを絞る。だが水

戸市はまだ，どういう方向に進もうということが，まだきちっと合意できてないだろう。前提

は先ほどのガイドラインに沿うのだろうが，個別のところではいろいろな意見が出て，ある人

はやはりここは自歩道という人は相当いるのではないだろうか。そこのところの合意を図って

ベクトルをそろえておくために，まずはこの４ページに書いてありますように，社会実験対象

路線と書いてありますけども，ケーススタディ，事例２ケースなり３ケースなりこの場所では

どうしようかと具体的に考え，解決策を検討することよってベクトルをそろえる。実際に来年，

一つでも二つでも社会実験を実行して，やってみて我々の関係者の協力体制を築き，それを踏

まえた形で基本計画を作って，その後実行していく。こういう形をとったほうが良いのではな

いかと考えています。これでよろしいでしょうか。というのがここで皆様にお任せするところ

です。いかがでしょうか。  委員どうですか，こんな感じで。 

委員委員委員委員                

まず対象路線をどう進めるかですが，私は水戸に住んでないので，一番気になったのは新た

に自歩道が整備されていることです。皆さんは頭の中で自歩道が自転車の走るレーンで良いと

思っていらっしゃるのではないかと，私は現状把握をしています。実際は皆さんが，自分にと

って走りやすい道しか見てなくて，そこで例えば目の見えない人が見捨てられていたりや，小

学生が引っ掛けられているという現状があるのだろうけど，そこにまだ目が向けられていない。

やはりその辺の資料を作り込んで出して，そして選定しないと，ただ数字などで選定にしてし

まうと，そこの問題がぼやけたまま進めると効果が出ない。私たちが最初に 1997年にやったバ

スレーンに自転車を走らせる社会実験は，やはりすごく問題があって，実験も３か月から６か

月に伸ばして地域住民と一緒にやりました。町内会長さんが，最初自転車は右側通行が良いと

言っていたのが，最終的に自転車は左側通行だっていう意見に変わるくらい，やっと自転車の

ことが認識されたってことがあります。やはり事故分析や，困っている人たちのことをしっか

りと見て，そして現場選定しないと，社会実験が先に在りきで，安易に場所を選定すると良い

ものができないと思います。そこはきちんとしてほしいと思います。 

会長会長会長会長                        

そういった意味では，今年度そういうアンケート，勉強会，分析も兼ねて，いろいろと自転

車問題の認識をして，方向性を合わせていく。水戸市ではどういう自転車政策が良いかという

ある程度のベースを作っていきたい。それを元にして来年度，基本計画といったものを作って

いく。ということを事務局は考えていくということで，そんなような進め方でよろしいですか。 

委員委員委員委員                

異議はありませんが，東京も大阪も既に社会実験をやめて，本格供用に移っています。11 月
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には，246 号でバスレーンと自転車レーンを一緒にやるように，啓発運動を行っています。路

線バスをどれくらい尊重するのか，ということがキーになって動くことになりかけていますの

で，是非大慌てでやっていただきたい。急いだほうが良いと思います。 

会長会長会長会長                        

自転車に対する検討がこの委員会ですが，もう一つ同じように都市交通戦略会議というのが

あります。そちらでは結果としてはバスをどうするか，ということです。そのバスを検討する

に当たってはいわゆる都市交通，歩行者，自転車，バス，車，というのをどういうふうに位置

付けていこうか。最近の言葉でいうとモビリティデザインと言いますけども，そこのところは

最初に方針を決めた上で，それでバスのネットワーク，バス停，そういうのを考えていきます。

その時にある委員に言われたのは，バスは自転車問題と非常に関連性があるので，そちらでも

便宜を図ってください。そういうふうに言われました。そういう大きな都市交通，流れの中で

の自転車，街づくりの中での自転車，こういう形で行きたいと考えております。それでは概ね

５ページ６ページのところでは，進め方に関しては了解いただきました。審議会は一応２回と

なりますが，担当者会議の方は頻繁に開かれると思われますので，皆さんも時間を合わせて，

御出席いただければと思います。議事録署名人ですが，先ほど  委員にお願いしましたが，

途中退席されましたので，  委員にお願いします。 

委員委員委員委員                

はい。分かりました。 

会長会長会長会長                        

さて時間が押していますが，最初ですので申し訳ないのですが，  委員それから  委員，

御発言いただきたい 

委員委員委員委員                

実はあまり審議会に期待していなく，好きなことを勝手に述べたところを選ばれてしまいま

した。どの程度のものができるのだろうと半信半疑で参加しました。市長の最初の御挨拶も，

水戸市がかなりやる気になってきたのかなと感じましたし，メンバーの方々もかなり本気でや

るぞと感じましたので，自転車の問題に疑問を持っていたのは私だけではなかったのだなと思

いました。どうやって自転車が車道を安全に快適に走れるのか，ということを日々考えていま

すが，この審議会で自分も一緒に考えていけるのが非常にうれしく思います。よろしくお願い

いたします。 

委員委員委員委員                

大変お世話になっております。僕は，どこで言おうかなって迷ったのですが，高校生が一番

皆さんにお世話になったり迷惑をかけたりが多いと思います。高校が一番頭が痛いところで今，

苦労しています。この資料を見せられて，市役所の方たちも  委員も，交通教育などいろい

ろな部分，学校で教育していますが，銀杏坂や文化センターの裏側，さくら通りなど，苦情の

多いところです。バスもありますが，高校生の負担が大きいのでどうしても自転車の利用にな

りますし，天気によってそれが一斉にバスに替わります。今度は交通状況を見ても，狭い道路

で苦情が出ると先生たちは立ちますが，それでは生徒たちがバラけるだけで，他の細い通りに

どんどんどんどん入って行きますから，目詰まりして今度は交通渋滞が発生します。例えば千
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波湖からバス通りに行くと，バス停は小刻みにあって歩道が走れない。歩道と車道の分離帯は

バーがあって，今歩道から車道に出なさいなんて，学校は怖くて言えない。交通状況が悪いで

すよね。銀杏並木にしたってこれだけ広い歩道に，お年寄りがいつも歩いて，事故があります。

僕もこの近くに勤めていたので，実際に車道に出たらというと先ほど言ったようにバスの停留

所がありますから，バスが寄っていたり停車している車がたくさんあって，高校生が走れない。

そうすると両方の道に分かれて細い道路に出て行く。今度は歩道を走るように言われるが段差

があります。また，小学生の通学時間帯と高校生はずれていますが，小学生の通学路に高校生

の自転車がいると危険です。例えば水戸駅から文京地区，水戸商業高校など。そこは自転車が

多分 1,000台を超えていると思います。水戸駅から県庁周辺に二つの学校がありますから，赤

塚駅と水戸駅から向かう自転車の数は多分 2,000台近くになると思います。学校は把握してい

ます。その問題が一番痛いところで，事故も起きていますし，時間が集中しています。信号が

赤で止まると，その時間帯だと歩行者に迷惑をかけて何十台も赤信号で止まっています。小学

生は歩けない，ということは現実に起きていまして，このような通知は，学校には保健体育課

という所と警察署から頂きまして，自転車マークのある所は歩道を通っていいけど，それ以外

は車道を通りなさい。そういうふうに心がけなさい。若しくは安全を確保しなさい。非常に矛

盾したことを言い続けているのが学校の現状です。ただ，その時間帯に集中して，高校生は水

戸駅から朝の段階は放射状に出て行きます。通勤する方はそこに向かって行きます。そこに小

中学生がいて，少し時間がずれているだけなので，私たちも登校指導で，文化センターの裏な

どに出ているのですが，見ている前でヒヤヒヤします。ただ，交通安全指導としても全体で危

険予測などはやってはいるのですが，なかなか徹底されなく市民の皆様には御迷惑をかけてい

ます。苦情が来ている所が事故の多い所で，気がついた瞬間，事故につながります。高校生に

聞くと多分，そう返答すると思います。 

会長会長会長会長                        

ありがとうございました。非常に現状はよく知っていらっしゃる。高校生だけが悪いとは言

いませんので一緒に是非，皆さんで考えていきたいと思います。 

委員委員委員委員                

  と申します。いつもお世話になっております。バス事業者の立場からいうと，今回の諮

問は自転車の利用環境整備ということで，自転車の目線かと思います。しかし道路を走ってい

るバス，自家用車は別として，バスも頻繁に走っております。この国交省のガイドライン，基

本的には自転車は車道を走ると。例えば二車線あれば，一車線つぶす。そこに自転車専用道路

を作れというのがガイドラインの基本的な考え方だと思います。車と自転車を完全に分離する

と，水戸市内は相当バスが走っているため，二車線の道路を一車線にした場合に，交通渋滞，

相当な渋滞が発生するのではないかと思います。全体的な車と人と自転車，全体的な役割分担

がある中で，路線バスは路線バスとしての必要性，公共交通としての必要性があって，渋滞と

いうのは大きな問題。そのためにバス専用レーンとか，そういうものを過去の歴史の中で作っ

てもらったのだが，それが削られるというのは困ります。 

委員委員委員委員                

ちょっと誤解があると思いますが，バスレーンと自転車レーンの共用になるということです。
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路線バスが最優先で自転車利用が優先するということはないのです。でないと絶対安全にはな

らないのです。 

会長会長会長会長                        

  委員とよく話すのは，空間の優先順位といったときに，歩行者，つぎはバス，その後が

自転車。歩行者，自転車，バスということではない。その辺は大丈夫です。 

委員委員委員委員                

諮問が，自転車ということでしたから，自転車の目線だけを審議して計画を立てるのかなと

心配をしました。 

会長会長会長会長                        

歩行者とか障害者があって自転車が乗れなくなったためバスを利用する。  委員も我々も

バス優先という認識です。心配なく。  委員，発言をお願いします。 

委員委員委員委員                

審議会に出て，バリアフリーとかそういう発言をさせていただいていますが，当然当事者の

立場からだったらいくらでも，そういう目線から発言できるのかなあと思っています。そのと

ころで，皆さんのお声を聞いて答えられたらと思っております。 

会長会長会長会長                        

はい。では，是非今度行っていただきたいのは，近代美術館の前です。美術館側の北側通路

に歩道があって点字ブロックがあります。でも自転車ばっかり走っています。あそこは美術館

利用者などいますが，自転車がものすごい勢いです。もしも目の悪い方が歩いたら非常に危な

いです。ということを言っていただきたい。あとここのところを発言したいという委員さんが

いましたら，御自由にいただきたい。 

委員委員委員委員                

先ほどヒヤリ・ハット地図，地元の人が何千という地点を整理するには，母の会にはたくさ

んの人数がいますから，お役に立てます。地域ごとにヒヤリ・ハット地図を作ってということ

が大事なことだと思います。市の方にも，ここが危ないんだよ，こういう視点でいけばという

ことを提案していきます。残念ながらヒヤリ・ハット地図を作っていないのは水戸市だけなの

です。どこでもやっているのですよ。ですから，そちらもきちっとした形でやっていきたいと

思います。 

会長会長会長会長                        

是非一緒に。 

委員委員委員委員                

学校の資料はヒヤリ・ハットと不審者ダブっています。 

会長会長会長会長                        

では，時間も過ぎていますのでさすがに終わりたいと思いますけど，最後に発言がある方。 

委員委員委員委員                

今お話しされたように，自転車は車道なんて警察庁がいくら言っても現実にそう変わらない。

一番大事なのは安全に市民が生活できる，これが基本です。ということになると，法律でああ

だこうだ言ってないで，現状を把握する。現状を把握して，歩行者でも自転車でも安心して通
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れるような指導をする。それからさっき  委員さんがいろいろ言っていましたが，これだけ

日本の考え方がきちっとしているのに何で小学校と高校が同じ時間に学校に行くのか。これが

もうちょっと 10 分でもずらしてみなさい。そうすれば困らない。それを考えに入れないのか。

小学校中学校全員一斉に登校することは良くないですよ。それで事故が起きて議論しても遅い。

それはやはり，こういう審議会で言っていただく。１時間遅れるのでなく，10 分 15分ずらす。

事故は１分２分のことで起きているんですから。他県がやらなくたって，茨城県がやりますっ

てなれば日本列島の中で見本になると思います。現状を知るということです。机上で話をせず

にお互いに委員の方が，あそこが危険ですよってなったら現場に行けば状況が分かる。それか

ら一番困るのは自転車の安全点検。行っているのですが，中学校までは各市町村の教育委員会

が担当している。ところが高校になると県の教育委員会がやる。まるで違う伝達方法。茨城県

の交通安全用語を，市の委員会で作る。高等学校に伝わっていないことが多い。このような状

況では，自転車どうこう言ったって駄目ですよ。 

会長会長会長会長                        

先ほど今後，担当者会議でやると言っていますし，それから点検整備の話もＴＳマークの話

も，それもこういう検討委員会で検討していく。ヘルメットをかぶりましょうというのもやる

べき。しっかりやりたい。最後，  委員から発言お願いします。 

委員委員委員委員                

国のガイドラインを読みましたが，一般市民の人がガイドラインを読んで，自車が車道を走

ることを本当に実感として，それが安全だとか，そうあるべきだと思ってもらうのが最終的な

目標だと思います。水戸がピカピカの自歩道というか自転車レーンしかないっていう場合，市

民はそれを目にできないし実感できない。そういった観点でも  委員からの御提案の，事故

が多くて何とかしないといけないという感覚を，一般市民の人なるべく子供たちに伝えていく

ことが使命でもあると思います。一般市民に伝えていくためにも地図上にプロットしただけで

はなく，どういう形態の事故が起きているのかが重要であります。基本方針の合意形成という

言葉が４ページありますが，これを一年間でできるのか分かりませんが，水戸市で起きている

事故を示しながら基本方針についても是非やっていただきたい。 

会長会長会長会長                        

ありがとうございました。時間がもう少しあれば県庁周辺の道路や水戸商業高等学校の辺り

の事例を見ながら，これらが我々の目指すところなのか，あるいは今後はこういうふうにする

のかというのを皆さんで具体的に考えてみたらどうかと思っていたのですが，今日は時間があ

りませんでした。第２回審議会は単にきれいな報告書を作るというのではなくて，現場を実際

に動かしていく，ということをやっていきたいと思っていますので，今後とも協力をよろしく

お願いしたいということです。これで，事務局の方に返します。 

執行機関執行機関執行機関執行機関                

  会長，進行ありがとうございました。以上をもちまして，平成 26年度第１回水戸市自転

車利用環境整備審議会を終了とします。本日は長時間にわたり御審議いただきありがとうござ

いました。 


