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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 27 年１月 28 日（水） 午後２時 00 分から午後４時 10 分まで 

 

３ 開催場所  ホテルシーズン ２階 グレイス 

 

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，鹿倉よし江，藤田絹代，澤畠政

志，桐原武文，高橋晃浩，安田浩，江尻大祐 

 (2) 執行機関  

   檜山隆雄，潮田修一，飯田宜秀，弓削純太，須田秀人，石井勉，川俣和彦，高野裕一，

海老澤守，谷中弘明，菅野康範 

 (3) その他  

   委員欠席 川崎辰男，加藤昇，大野光一，勝山均，小泉恵三，遅澤隆夫，横山香織 

 

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) 中間報告（案）について（公開） 

(2) 今後の進め方について（公開） 

(3) その他（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 第２回審議会資料 

 資料② 水戸市自転車利用環境整備審議会 第２回審議会参考資料 
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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ありがとうございます。 

定刻となりましたので，ただ今から平成 26 年度第２回水戸市自転車利用環境整備審議会を開

催いたします。開会に当たりまして，本審議会の会長であります  会長より御挨拶を賜りた

いと存じますので，よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    

  でございます。委員の皆様には，年度末のお忙しい中御出席いただきましてどうもあり

がとうございます。９月に第１回の審議会を開催してから，担当者会議などを開き，進めてき

ました。今日その御報告でございます。 

自転車を巡る周辺情況がどのようになっているか，簡単に御報告させていただきます。まず，

最近，水戸市長の御発言がいろいろ目立ち，新聞で見るには周辺市町村と協力して水戸の圏域

の将来を考えていく。その中で，具体的に何を考えていくかといった中で，自転車やバスのこ

とを言っていました。交通が非常に大事で，新たに交通政策を担当する専門部署を立ち上げる

ということです。自転車を考える我々としては，交通のことを重視してくださるということで，

大変良いと思いました。 

外の方の話では，国の動きで国土交通省と警察庁が，自転車に関する委員会を 12 月に立ち上

げました。これには本審議会委員であります  委員，  委員が参加されております。ここ

ではガイドライン，自転車政策がどうなっているかということを検討し，今後はどういう支援

をしていくかを検討するようです。 

一方で，全国の自転車における，関係者自治体のネットワークである自転車利用環境向上会

が宇都宮で開催されました。そもそも発起人は本審議会委員の  委員であり，第１回は金沢

で立ち上げ，次に宮崎で開催し，今年度は 10 月に宇都宮で開催しました。行政主導というより，

市民目線で自転車のことを考えている。特徴的だったのは，自転車だけでなくて街づくりの中

で自転車を考えていく。こういうことがかなり前面に出てきた。もう一段自転車の考え方がス

テップアップした。そういう画期的な会議でした。 

地元の茨城県では自転車のことを勉強していこうということで，県，市町村，県警の行政担

当者の勉強会を１月 19日に行いました。ここでは 130 名の行政職員が集まり，警察からの話と

国土交通省から自転車政策のポイントになる話を，それから私から留意点を話しました。この

ように，周辺の動きは自転車に関して活発に行っていますので，是非この審議会でも自転車に

関して前向きに，積極的に取り組んでいただきたいと思います。どうぞ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。 

次にお手元の本日の資料を確認させていただきます。机の上に次第，出席者名簿，座席配置

図，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程，Ａ４ファイルに綴じてあります，水戸市自転

車利用環境審議会第２回審議会資料をお配りしております。皆様お揃いでしょうか。 

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ので，ここからは  会長に進行をお願いいたし
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ます。よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    

会議の進行をしたいと思います。次第によりますと２時から始まっておりますが，審議のめ

どは２時間の４時までと考えて進めたいと思います。 

最初に，事務局の方に本日の会議の成立について報告をお願いいたします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

（会議の設立について報告） 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。それでは，まず本審議会につきましては，水戸市附属機関の公開

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条により会議録を作成いたしま

す。さらに，同規程第８条により会議録は原則公開となります。以上の事柄について御承知置

きください。 

次に同規程第７条により，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。お二方

となりますが，  委員，  委員，よろしいでしょうか。 

それでは，  委員と  委員よろしくお願いいたします。 

議事に入りたいと思います。 

まず，議事は３点ありますが，１.中間報告案について，事務局より説明をお願いします。そ

の際に中間報告ということの取扱い，どういうふうに使われるのかを最初に御説明いただき，

中身の説明をお願いいたします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

（資料に沿って中間報告（案）について説明） 

会長会長会長会長    

次第を確認しますと，今説明いただきましたことが中核の話題であります。その後の，進め

方に関してはそれほど時間がかかりませんので，ここを一時間弱の時間をとって検討していた

だきたいと思います。まず細かい内容も含んでいますが，今回の中間報告案ということに関し

て，これがどういう扱われ方をするのかということを説明していただけますか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

今回の自転車利用環境整備計画を策定するに当たりまして，国の補助を頂きながら進めてい

る部分があります。つきましては，今回の中間報告案を更に取りまとめまして報告書を作成し，

国に報告すると考えております。 

会長会長会長会長    

これは公開ということですね。国に報告以外に，一般の人たちが見ることになりますか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

委託で報告書を取りまとめております。資料請求等あれば，目に付く機会が出てまいります。 

会長会長会長会長    

出し方としては，あくまで中間報告という形ですね。今内容を見てみますと，これが決定と

いうことではない。中間報告という形で，市民の方々が見る機会もある，という程度ですかね。 

まず，全体を整理しますと，最初の資料の１ページを開くとそこに今年，来年，再来年まで

の大きな流れが書いてあります。今回いろいろ作業を行ってきて，来年に向けて社会実験等の
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やり方が資料の 36ページに書いてあります。それが大きな流れでして，最終的には自転車利用

環境整備計画を策定するというのが目標です。それに当たってケーススタディ，事例検討を通

じてどのような扱い方をしていくか，我々の共通認識，方向性を定めそれを受けた形で行って

いく。よって，ケーススタディを通した考え方や方針が，後々の整備計画の中で生きてくる。

それをベースにして整備計画を作っていく。そこを頭に置いていただきたいと思います。 

まずは，ケーススタディが２か所出てきましたが，このケーススタディだけが重要というこ

とではなく，他にも事故箇所がたくさんありますし，他の所は対策を打たないということでは

ない。今回はとりあえず，ある意味やりやすいということも含め，この２か所を選んだ。後は

整備計画を作った後に，逐次やっていくということになります。ケーススタディが大事だから

他は後回し，ということではない。それを，まず申し上げておきたい。 

さて，最初に全体とケーススタディに関わるところですが，自転車の計画を立てている際に，

市として目標をどこに定めるのでしょうか，というのがあると思う。もう一つは今回のこのケ

ーススタディ路線における問題は何なのか，何を解決しなくてはならないのか，そこのところ

の考えがあればお尋ねしたい。 

まず自転車利用環境計画のところで，市として問題意識として持っている，解決しなくては

ならないと思っていることが何なのか。それと，今回の事例を見てきましたけれども，そこの

ところで何が問題なのか，解決すべきことは何なのか，そこを説明いただきたい。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

今まで担当者会議等を開きながら，いろいろ事例を研究してきました。思いのほか自転車通

行では，ルールが守られていない部分があり，非常に危険な状況も起こっている，というのが，

段々と分かってきたところではあります。それを考えると，まずは高校生などの交通安全を守

っていく。それが大事だと考えています。 

ただ計画全体の目的などは，社会実験などいろいろなものを行いながら，どうあるべきかを

検討していきたい。 

会長会長会長会長    

資料の１ページにあります，平成 26 年度の基本方針，計画目標の設定と書いてあります。こ

れは資料の１ページ右側の第３章に当たります。今年度には入っていないが，来年度は少し上

位計画や水戸市の街づくりの中で考えていくと。通常考えられるのは，まずは自転車に関わる

交通の安全安心。これが最初に来ると思う。その後は，都市や街に合わせ今後の高齢化，環境

問題などのため自転車を利用しやすくしようということや，観光，レジャーを含めた街づくり

に積極的に生かしていこうなど，いろいろな目標設定があると思う。ただ自転車の安全という

のは一番基本に来る。最初に来るのは間違いない。今回のケーススタディでは，その安全がか

なり厳しい状況にある。その時に誰の安全なのか，そのために改善していくにはどういう考え

方で行くのか，これが一つ。 

事故状況からすると，高校生の通学の自転車がともかく事故にたくさん遭っている。これは，

何とかしなければならない。かわいそうではないか。最後にビデオで見た時，事故には遭って

ないけれども，側溝の上を壁にへばりついて走っている。これもかわいそうなのではないか。

今回の資料ではあまり出てこなかったが，私がいくつか報告した中では，今の自歩道の上では，

逆に自転車が横暴に走っている。歩行者が店舗側に張り付いている。これは事故が起こってな
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いかもしれないが，通学の小学生が店舗側にへばりついて歩いている。これもかわいそうでは

ないか。こういう時どうするか。こういう時の考え方を，ケーススタディを通して決めていく。 

例えば，資料の 14ページを見てください。地図の所で，駅の駐輪場２か所から止めてあった

自転車が，左側の駅南大橋を通って地図の真ん中の左に出ている矢印で川の土手を走っている。

そうすると，この自転車をどうやって処理するかということが問題になってくる。これを通常

の原則どおり自転車は車道と考えると，まず右側の駐輪場から出て，順方向，法律どおりに走

ると，中央分離帯がない。よって，下の駅南中央の交差点の所まで行ってから，どこかに散っ

ていくしかない。これが果たして妥当なのか，ということ。規則どおりだからこうやれ，とい

うのか。では，それではかわいそうだから，曲がる所の中央分離帯，閉められているけれども，

土手の所に信号を作ろうか。ここを交差点にしてしまうか。高校生のためだから，それで良い

ではないか。そういう考え方もあるかもしれない。ここに信号を作って中央分離帯を消してし

まう。自動車が困ってもそれは我慢する。こういう考え方もあるかもしれない。でも，実際に

はそれは無理でしょう，ということになる。そうすると，一方で右側の駐輪場から出て，ここ

まで来るが歩道を走るのは原則法律違反。それではここを押し歩きにするか。自転車はここま

で押して歩く。そういうこともあるかもしれない。いろいろ考えた時に，事務局の提案は少な

くても今ここの自転車を処理するに当たっては，歩道部分をある程度使わざるを得ないのでは

ないか。そういうことです。 

そうすると今度は，先ほど見てきた事故の所，あれは我々が知っている通常の事故の例と全

く一致している。つまり自転車で何が危険かというと，歩道を走る自転車が交差点で引っかけ

られる，しかも逆走が危ない。ただ，それは同じように自転車道でも言える。自転車道のとき

に，逆走してくる自転車はやはり引っかけられやすい。そこで今回歩道を走らせると言ったが，

それは大丈夫なのですか，ということ。そこが解決しないと，いいですよとは言えない。ただ

先ほど見てみますと，この部分の事故はほとんどなく，そもそも大きな交差点はない。起こっ

ている事故は，南の大きな交差点。川辺りでは１件程度しか起こっていない。起こりにくい所

ではある。そういうことで，どうしましょうかということ。 

少し私が解説しましたが，一つはケーススタディをこの２路線とし，勉強しながら来年度の

社会実験まで含め，行っていくということでよろしいでしょうか，ということが一つ。それか

ら，その時に改善案を考えてきています。このような対策の考え方でよろしいでしょうか，と

いうこと。 

そういう考え方の基本，最後にはいろいろあるかと思いますが，その辺りを確認していただ

くことから検討していければと思います。他にも御指摘，御意見を頂ければと思います。よろ

しくお願いいたします。御自由に御発言をお願いたします。 

委員委員委員委員    

幹線市道 39号線の事故状況を分析し，発表をしていただいたことは非常に良かったと思いま

す。私も分析をしてみました。まず参考資料１ページの概要の下の（2）事故箇所という所。全

23件の内，その中に交差点で 18件とあります。その 18件はどういう状況の事故か調べてみま

した。10件が右側歩道通行。そして４件が左側歩道通行で交差点に入ってぶつかっている。そ

して，あと４件は車道右側通行です。この車道右側通行は明らかな道路交通法違反なので，車

道右側通行に関しては教育の問題。違反なので事故にあって当然。そこは良く分析した方がい
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いし，先ほどのハイブリッドに関しても車道の右側通行がある。また，２年間だけ調べて，こ

こは少ないと言っているが，もう後４年くらいは過去を確認する必要がある。そうすれば他に

事故のタイプが出てくると思う。本当に違反が多くて事故が起きたのなら，その違反をなくす

ようにするべきだと思います。もう少し事故の分析，この２年間だけでなく警察には調書とし

て４年分程度あるはずなので，調書をしっかり調べ確認した方がいいと思います。それから，

単路部で５件とありますが，この単路部の５件の中を調べてみました。まず歩道内で３件とい

うのは，全部右側通行，右の歩道を通っている自転車が出会い頭のような事故に遭っている。

典型的にお店から出てきた人，車とぶつかっている事故です。やはりそこが一つ。それから車

道が２件とある。１件は車道の右側通行，これは完全に違反で事故に遭っている。交差点部の

事故が多いというのは明らかだが，やはり違反で事故に遭っているということは，教育によっ

て少し減らせる可能性があると思います。 

それからもう一つは，全体を事故形態なしにして分析をしました。車道左側通行というのは

一番基本です。それで起きている事故は２件だけ。この 23件のうち，その２件は左巻込みの車

によって起きています。その次に左の歩道を通っていて５件，その中で出会い頭が２件，右左

折車でぶつかったのが３件です。こういう大きな交差点の場合，右左折車の事故が多い。それ

は何か対策はとらなければならないと思います。次に右側歩道通行で，23 件中 10 件です。事

故が起きているのは，出会い頭が５件，右左折車によるものが５件です。最後に右側通行の車

道右側通行違反は６件です。６件のうち５件が出会い頭事故。その他の事故が１件です。車道

右側通行していると，出会い頭事故に合う可能性が高い。この車道右側通行を，どんな人がし

ているのかを調べてみたところ４人が高校生でした。それと朝の時間帯でした。あとの２人は

一般の方，朝に１人。日中に１人。というような状況でしたので，高校生にきちんとして教育

を行えば４件は減るのではないかと思われます。 

やはりこれからは教育ということと，もう少し事故は遡って，ある限りの調書を調べ，もう

少し慎重に進めていった方がよい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。一つは，基本になるのは事故。事故を減らすことを目的とすると，

４年分くらいは事故状況を確認した方がよいのではないか，ということです。それから，逆走

や違反が目立つということで，教育ということ。これは，ケーススタディ後の社会実験をして

いくときに，関係者，高校生当人や高校，サポーターの交通安全母の会などに御協力いただき，

交通指導も含め一緒になってやっていかなければならない，ということなので，社会実験のや

り方に関しての御指摘と受け止めました。その２点。 

補足させていただきますと，先ほどの細かい分析で分からない方もいるかもしれないが，要

は交差点で事故が多い。単路部もあったが，これは単路部を走っていて後ろから追突というこ

とではなく，店舗に入るような車，結局は交差点的な車の動きで引っかけられたということ。

通常は，車道を走ると後ろから車が来て怖いと思う。だが，後ろから来た車に追突されている

ということではない。 

自転車の安全を考えたとき，23件の事故は多いという気がする。これを解決できるような対

策でないといけない。これに関して何か補足や御意見など，  委員あるいは  委員，何か

ありましたら御意見を頂きたいと思います。 
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委員委員委員委員    

大変御迷惑をかけているようです。今，教育の話が出ましたが，ここは大きな道路を使って

交通している所と，住宅路を使っている所で事例としては非常に良いと思う。同様の事例がた

くさんあり，学校も指導しながら大変迷っているところです。交通安全教育については歩行者，

自転車といろいろな形で交通安全講話などをやります。しかし，高校では自転車だけの指導は

確かに抜けていると思います。１年生が入ってきて，通学路の指導の中で自転車の指導を行い

ます。そして２年生になると，都市部の学校はあまりやりませんが，原付の指導，自転車の安

全点検など，また，高校卒業時になると茨城の高校生は免許を取得しますので普通車の教育。

そういう時間帯に取られているところで，なかなか自転車に特化した指導は少ないということ

は事実です。 

また，今の千波文化センターの所の狭小道路。あれは早い時間です。あれからもう少し遅く

なると，もっと台数が増え，あそこはちょうど上から来ると千波を抜ける抜け道になっていて

車も速い。非常に多く，また，夕方，夕暮れになると暗くて危ない。交通安全と合わせて教員

も立つが，指導が徹底できない。今御指摘いただきましたとおり，右側通行については全く論

外ですので，学校としても指導していかなければならない。その場所で指導していかなければ

ならない。例えば，今朝の登校時，水城高校の所，駅南大橋を渡るまでは左右が分かれており，

駐輪場の中で左右を振らない限り行けない。それを渡ってしまうと，向こう側に行くのには交

通量があって自転車が通れるような道路ではない。きちっと動線を整理して，右側通行になら

ないように左側通行できるように，指導していかなければならないと思う。 

先日，水戸地区の校長会があり，そのことについては学校も大変苦情を貰っている。苦情を

貰う度，指導のため現場に出ているのですが，なかなか徹底できないところであります。では，

春休み冬休みにはどうかというと，春休み冬休みには自転車が少なくなり，生徒たちは左側を

通らなければならないということが分かるが，台数が多いので右側を通ってしまうようなこと

があると言っていました。高校生の甘さが出ていて本当に申し訳ありません。これからも指導

徹底するように話していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    

指導の徹底をお願いしたいということもありますが，その前にハード整備など周辺で高校生

が走りやすい道路を整えていかなければいけないのではないか，それがここの会議でやること

ではないかと思う。  委員，一緒にやりませんか。 

委員委員委員委員    

自転車が増える理由はもう一つは，交通形態が変わってきており，バス路線が間引き間引き

で高校生にあったバス路線と時間帯がありません。それに千波町から南西側を通るバス，朝乗

っていただくと分かりますが，高校生だけで乗り切れなくていつも駅前で待っていて，バスを

２，３本見送ってから乗る状況。結局，遠くても自転車で行かなければならない。 

その他に学校の周辺では，送り迎えの車で二次的な交通渋滞を起こしている。実は学校の周

りで生徒が事故に遭う。若しくは校内で送迎の車と事故に遭う。非常に自転車と周りの交通体

系との接点では，苦労しているところです。教育という部分では，自転車を利用する生徒への

指導については非常に薄いので，考えてやらなければならない。 
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会長会長会長会長    

実は  委員にはヒアリングに行きたいということで，担当者も考えていたのですが，時間

がうまく合わなくて行けなかった経緯があります。いろいろお話しいただけることがたくさん

あるようですので，また別途お伺いしたいと思います。御一緒に是非やっていただきたいと思

います。 

委員委員委員委員    

案については４つばかり申し上げたいことがあります。今，  委員のお話がありましたが，

水戸は昔から，子供たちの教育はすごく良い所であったのではないでしょうか。江戸時代から

本当に天下に名だたる水戸なわけですから，子供たちを大事にするというのが，まち全体から

滲み出るような政策をしていただきたい。 

いくつか細かいことも含めてですが，資料の８ページ，いろいろな意見がありますが，幹線

市道 39号線については自歩道内の歩行者と自転車の分離ということも想定しようという話が，

次のページ資料の９ページ，担当者会議の中で議論としては，幼児と高齢者は歩道の通行が許

可されることを明記したらどうか，という話が出ているようです。こういう主張をされる方は

責任を取れるのでしょうか。歩道の高齢者や子供たちは通行を許可するとした際，そこで誰か

人にぶつけて損害賠償を訴えられたらどうにもならない。その許可されるというのは，本当に

注意して徐行するなら良いなのか，できるというのを明記するのか，それとこれとでは全然話

が別。そこはよく考えた方が良いと思います。 

最初に  委員が御指摘になったように，とにかく逆走は危ないのと右側通行が危ない，単

純に。だから私はハイブリッドの考え方には断固反対です。なぜかというと，子供たちの都合

を考えて便利なようにするというのは，優しさは出るが，それによって事故を起こしたら何も

ならない。本当に優しい気持ちだったら事故に遭わないようにしてやらないといけない。極端

なことを言うと，ハイブリッドの区間として考えられるのは，駅前の駐輪場からこの部分まで。

この間は 100ｍもない。押し歩きさせましょう，させるべきです。そうでなくても，やらない

人はたくさんいる。しかし，やってよいと市が言うのと，やったら危ないと言うのでは話が違

う。この部分をわざわざ逆走させるためにハイブリッドにし，次の交差点の幹線市道２号線ま

での部分をやることになる。信号から信号だから。ここまで右側を通ってきた自転車はその先

どうするのですか。この幹線市道２号線の交差点の所を，例えばスクランブル，歩車分離にし

て，しかも信号現示を三段階にして真ん中に自転車が斜めに行けるようにして，それで誘導す

るということができるなら良いけれども，とても今の警察の考え方ではできないと思う。とい

うことは，ここを右側通行したのはこの先右側通行するでしょう。それを助長するようなもの

を作ってどうするのでしょうか。左側通行にこの交差点でさせるという工夫は，できないのな

らそんなことやるべきではない。しかも水戸で育った子供たちが，これから世の中に出て行っ

て，私たちはそうでしたという話を他でしたら恥です。やはり断固として駄目なものは駄目，

左は左。それから問題点において，解決しようとするのは駄目。教育上良くない。ごまかして

は駄目，原理原則は貫くべきです。そうしても，やはりここを走る者はいる。しかし，それは

しょうがない。止められない。 

資料の 15ページのＴ字路から出てきて，大きく回らないといけない道路，左側通行できない

という指摘がありますけれども，これこそ渡せば良い。これは車が渡っている。車が渡れるの
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ならば，自転車が渡れないはずはない。頻繁に行くのなら別ですが，ここがどのくらいの交通

量があるのかを，後で是非教えてください。この迂回してこなければいけない青い矢印のライ

ンを一体どれくらいの人がやっているのか。やらなくてはならないのか。是非教えていただき

たい。 

それから，資料の 34ページの矢羽根の書き方ですが，ガイドラインで議論していますが，前

のガイドラインの時もこんなことあり得ない。二段回右折はどこに行ってしまったのでしょう

か。間違った交通ルールで描いては駄目。法令というものがあるのだから，道路交通法を無視

した形で考えては駄目。ちょうど斜線の部分は，ゼブラゾーンみたいになっていてそこに溜ま

りができるわけだから，二段回右折するのに何の問題もない。ここはやるかやらないかではな

く，どうしたら正しいのかを書いて，そこは是非やっていただきたい。 

千波２号線については，前にも申し上げましたが車を止めてください。朝の時間帯だけでも

よいので。中に駐車場持っている人，そこから出勤する人はいるでしょうから，その人たちに

許可書の紙切れ一枚渡すか何かして処理してください。ここを通過することが一番の問題。タ

クシーがここを通る必要なんかない。それをやはり，タクシーの業界の方，トラックの業界の

方にまずお話をして，子供たちを守るんだという市の姿勢を打ち出して，そこで理解を得るよ

うにしていただきたい。車を止めさえすれば，この矢羽根の形でも十分だと思いますし，こん

な頻度で矢羽根を書く必要もないかもしれない。そこは御検討を是非いただきたい。少なくて

も資料 34ページの大通りの部分，文化センターにぶつかる部分の矢羽根のアイデアは早急に消

していただきたい。 

他にもたくさんありますが，時間がないのでついでに申し上げておきますと，私，世田谷区

の委員もやっております。先週ネットワーク計画の最終案をまとめました。その中で，ここに

世田谷区の事例で迷惑通りのことを言っていますけれども，これ全部否定しています。これを

真似してやらないように。やる場合は新しいパターンで是非やっていただきたい。 

以上です。 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。今，激しい指摘を頂きましたけれども，  委員は全国の自転車の

会議に関わっており，全国区の御意見としてお聞きいただければと思います。 

全体の国レベルでは，このような意見を踏まえて計画を進めているということでございます。

御意見として伺っておきます。 

委員委員委員委員    

今，いろいろな意見が出ました。確かに交通教育の中で，歩行者ということで高校生の部分

だけどうしても抜けてしまう。小学生，中学生までは自転車の乗り方など全部交通指導を行う

が，今後一つの課題として，高校生も現地の中できちんと教えていかなければならないと思い

ますし，生徒会の中でどう取り組んでいくかということも考えていかなければならないと思い

ます。もう一つ，街づくりの中で歩道の整備をどうするかということも水戸の一番大事なこと

ではないかなと思います。そういう中で，ヒヤリハット地図を私はしっかりと生かしてほしい。

しっかりとやっていただけたら有り難いなと，それを受けて我々も教育をしていきたい。また，

教育の基本は家庭ですから，そういうことも家庭の中に発信していけるようにしたいと思いま

す。余計なことですが，最後の今後のスケジュールの中で，春の交通安全運動が４月となって



 

10 

いますが，今年，茨城県は５月です。 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。ここまでお聞きして，  委員の方で何かあれば，御指摘，今後進

めていくに当たって御意見がありましたらお願いいたします。 

委員委員委員委員    

  委員から言われた事故の件，今システムによって事故がどこで発生したなど，この地図

にあるようにバツ印で出すことができます。平成 26 年の分も出せます。ただ，システムが出来

上がったのが平成 24年くらいなので，それ以前になると手作業なので時間がかかる。今日，急 

遽  委員が欠席になりましたので，この件は連絡をしておきたいと思います。事務局とも連

絡を取りながら行いたいと思います。 

  委員が言われたが，水戸の駅は南口も北口もペデストリアンデッキで，もう駅を降りた

時から進む方向は決まっている。目的地に向かって分かれているわけです。駐輪場が２つあり

ますけれども，例えば，水城高校生だったら学校に向かって左手の駐輪場を使わせるだとか，

それ以外の右の方の高校に行く人には右の駐輪所を使わせるなど最初から振り分けてやると，

目的地に向かって比較的途中で交錯したり道路を横断したりなど，少なからず減って行くので

はないか。 

私の記憶だと毎年４月，年度初めに駐輪所の募集をすると思う。その辺も配慮していただけ

ると，最初から駅南大橋を分かれて行けるのではないか。 

交通規制の関係，文化センターの裏の狭い道路，  委員が言ったような時間で車両を切る

というのも一つの大きな検討材料かと思います。それは，検討させていただきたい。 

委員委員委員委員    

今の件で，時間とありましたが，もう一つ方法があります。この自動車台数を見せてもらっ

たら，金沢の中央小学校という学校が町の中にあるのですが，そこがちょうど一時間の間に 500

台の自転車が通っている。割とここに似ている。一方通行なのでそこも似ている。かつてはそ

れくらいの車も走っていたのです。それで一度止める，時間規制をするとなったが，反対運動

がいろいろあり，結果，今の規制としては，海外にもありますが，１か所だけここを通ると必

ず曲がらなければいけない箇所を作った。まっすぐ行かせない。今までまっすぐ来ると，住民

だとか何だとか区別が付かなかった。だが，その１か所まで来るとここからは必ず曲がるよう

にしたら，住民の方はそうなっても通行できるが，通過交通の人は行けるかどうか分からなく

なり，それで自動車の数が減った。その後に見えてきたのが自転車の横暴さ。その 500台が今

まで横暴だったので，左側通行を守らせるように通行指導帯を設置したら守るようになり，自

転車の整理もつくようになった。時間規制が守られないときは，そういった規制もあります。

可能性があればそういう対策もある。 

委員委員委員委員    

今新潟で実験をやっているインテリジェントブラグ，日本で初めて実験をしているのだが，

実験でなく道路の真ん中を時間で通せんぼしてしまえば済むこと。ヨーロッパではたくさんあ

るので日本で最初のものを水戸でやっていただきたい。 

会長会長会長会長                        

今，新潟の例ですと，物理的に道路を塞ぐようにバリケードが上がっていたのが関係者だけ
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のときには下がる。そういうのがある。あとは金沢の事例も両方見に行っているのだが，今の  

委員のやられた金沢の事例，いろいろな所で参考になると思いますので，できれば見に行って  

委員にそこで説明を聞けば非常に良いのではないか。  委員が話された一つのポイントは交

通規制というのもあるが，通過するメリットがあるから自動車がそこに入ってしまう，通過し

てしまう。そのメリットをなくしてしまうように少し迂回させてしまう。と同時に，今メリッ

トがない所を信号整備なり現状を変えることによって，早く行けるならそっちを通ろう，こう

いう組合せで行く。 

そろそろ一時間近く経つ。まだまだ細かい所があるのだが，今出てきた所で高校生が事故に

遭っているので何とかしなければいけない。そのときに原則論は自転車車道だからあくまで車

道だという  委員の強い意見もあります。 

一方で自動車を止めてしまえ，そうしたときに他の皆さんがどう考えるかということ。自転

車が車道だ，少し自転車だって安全のために迂回するのも当然ではないか，押し歩けばいいじ

ゃないか。それで行こうとするか，その辺はあやふやにしてしまうというのもあるし，それか

ら自転車を守るために今まで横暴だった自動車をいじめよう。 

これが今回のケーススタディを通じて，その辺の考え方が基本になって，この後する整備計

画に反映するということ。その辺の自転車を含む交通の優先順位をどう考えるかということ。

そのときに歩行者，小学生，児童が壁にへばりついているという問題。それから歩行者，自転

車，中学とか高校の通学路の自転車，これもかわいそうだし一方では横暴だし，あと自動車で

す。この辺の優先順位をどう付けるか，ここでどう考えますかというのが基本になる。今まで

どおり自動車を大事にしていくというのなら，先ほどの止めてしまうというのはできない話。

ではどうする。自転車を危ないからスクールバスにするかという話にもなる。そういったこと

をどうするのか，基本方針としてないとなかなか考えられない。これに関して皆様の御意見を

頂きたい。この辺がないと対策の考えようがない。交通の優先順位ということについての合意，

皆様の御意見を聞いておきたい。 

委員委員委員委員                

市民公募したきっかけも，もともとは自転車がもう少し走りやすくならないかというところ

ですので，ある程度覚悟は必要だと思うが，自動車にはもう少し我慢してもらう方向を私は進

めていきたいし，そうあってほしいと思う。 

小学校の登校時の立哨当番を行うが，歩道を中学生，高校生が結構なスピードで行きます。

年齢的には何歳かしか違わないのですが，そういう立場が変わってしまうという現実を見てい

ますので，やはり最優先は歩行者，そうは言っても，自転車もある程度走りやすくと考えると

自動車には多少我慢をしてもらう。12 月に事務局から送ってもらった水戸市第６次総合計画に

も，やはり今後はエコシティや人にやさしい街づくりというか，そういう方向が書かれていま

すので，これまでの自動車最優先ということではなくて，ここはターニングポイントになって

もよいのかと思っています。 

委員委員委員委員    

  委員から説明があった事故データについては，今回はかなり詳細なデータを限られたデ

ータから作られたことに，まず感謝申し上げたい。 

先ほど，ほとんどが逆走とか歩道で起きている。歩道で半分，逆走まで入れると９割くらい。
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実際車道を走っている自転車がいないから事故がないのではないかと，もしかしたら思われて

いる方がいるのかもしれませんが，当然かなりの自転車が走っていて歩道の容量をオーバーし

ていることから，車道をしっかり順走している自転車もそこそこいる。そんな中で１件しか起

きていない。これはすごい事実だと思う。逆走すると危ない。車道をしっかり順走していれば

事故のリスクは低いという意味で，今回の事故データはかなり強力な武器になる。これから事

故のデータをどう効率的に集めていくかというのは，警察の空いた時間でボランティアでやっ

ていくというのはおそらく限界があるので，その体制を作っていくのか，関連機関をどうサポ

ートしていくかということも，是非皆さんで考えていきたいと思います。 

あとは，今回自転車が歩道を走ると危ないというのはこのデータからかなり十分伝わる。そ

ういう周知，啓蒙のデータにもなると思うし，一方で自転車が歩行者にどれだけ迷惑かけてい

るのかというデータが，今回なかったといえばなかった。一つ簡単な質問をしようと思ってい

たのですが，資料の 13ページに事故データの物損，人身，歩行者との接触というのがある。歩

道内車道内にある。この事実がもしあるのであれば，これと併せて，自転車は歩道を走ると加

害者にもなるということも併せて出していただきたい。 

もう一つは，細かい点ですが，資料 21ページ以降に今回，幹線市道 39号線に自転車レーン

を車道側に引く案があり，幹線２号線の交差点は交差道路部にも線が引いてある。資料 22ペー

ジのその先の交差点に行くと従前の自転車横断帯がまだ残っている。それがその先も続く。こ

れが本当に良いのか。私は懸念がありまして，今回事故データを見て私は思ったのですが，こ

の地図では右側から順走で歩道を走ってきて，そこを手前で右に曲がる。交差点内の逆走。こ

の事故がある。よって渡る時，一方通行にすると反対に渡るという需要が増えます。交差道路

を順走で渡らせるための線を，これも交差道路に関しては今回ケーススタディに入っていない

かも知れませんが，関連する交差点については積極的に引いた方が事故は防げるのではないか

というのがある。是非検討していただきたい。 

会長会長会長会長    

今見ている所で，幹線市道 39号線の延長上のレーンで国道 50 号バイパスにぶつかる所，資

料の 24ページ，レーンが大分狭くなっているが，この辺りは車道部の車線が 3.25ｍあるので，

もし自動車の規制速度 50km/h指定で速度を下げて幅員 3.0ｍで行けるとなったならば，もう少

し自転車のレーン幅を増やせるのではないか。1.5ｍ程度まで持っていけるのではないか，とい

うこともありますし，細かい検討はまたお願いしたい。 

さて，実は委員の  委員が４時くらいに退出になるのですが，最後の説明を３分くらいで

説明していただいて，最後全体含めて  委員にコメントをしていただいて，御退出願いたい

と思います。事務局より，議題２の今後の進め方について説明をお願いします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

（資料に沿って今後の進め方を説明） 

会長会長会長会長    

今後の進め方も今までのところで御理解いただけたと思います。 

今回，ケーススタディの２路線，できれば駅から終点の高校までできるだけ見通して，何と

か高校生を安全に誘導していく。少なくともここでケーススタディ，それに続く社会実験とし

てこの２路線でよろしいですか，という確認と，それを進めていくに当たり，校長先生，警察，
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市民の方，バス関係のここにいらっしゃる皆様が代表をしている組織の協力を是非お願いした

いと思う。その二点ここで確認をしたいと思いますがよろしいでしょうか。是非お願いいたし

ます。 

最後に  委員，全体を通してのアドバイス等含めてお願いします。 

委員委員委員委員    

最後に，先ほど何を優先するかという話があったが，私の今までの経験で一番思うことがあ

ります。今，自転車が問題だから，自転車を優先とか弱者の保護とか言いますが，それではな

く，まず一番私たちが大事にしなければならないのは，一人の人間を真ん中に置く。その人間

は今，車の運転ができるかもしれないが，やがて免許返上したら歩かなければならない。もし

歩けなくなったら車椅子になるかもしれない。自転車に今乗っている若者も，いつか老人にな

るし，いつか怪我をするかもしれない。みんながそれぞれの交通を利用しやすい環境をここで

作っていくのだという視点。これから道路のことをやるのに，小さな道でも大きな道でも，今

は車をいじめようとかそういうふうな言い方をすると，車しか乗ったことのない，車しかない

と思っている人たちは責められるという気持ちになってしまう。そうすると物事が全て防衛体

制になってしまう。高校生が悪い悪いとみんなそういうふうに言っているが，そんなことでは

ない。だから必ず人を真ん中に置いて，みんなが道路の整備をするときは Win-Winの関係にな

るように進めていくというのが，これから大事だと思う。そういうふうにしないと，みんなが

優しくなれない。 

それから弱者保護と言いながら，責任を持って，歩く人も責任を持って歩かなければならな

い。ルールを守るということもやらなければならない。だからルールを守らせる責任と弱者を

保護するということを二つ持つためには，やはり人を真ん中に置いて物事を考えるというふう

にしていくという体制でやっていくというのが大事だと思います。 

これから社会実験をそういうスタンスでやることが大事だと思います。 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。 

話は進めてきましたが，もう少し延長させていただいて御意見を頂きたいと思います。 

委員委員委員委員    

これからの社会，これからの水戸の中でどういうふうにやっていくか。道路整備でなくても

一人一人の，例えば私は今自転車に乗っていますが，乗れなくなる時は来る。そうした時に，

このまちの中でどういうふうに生活していくか。それを考えますと，正に今お話しいただいた

ものを考えております。水戸の場合はこれからのことですので，意見としてはこれからのまち

がどうなっていくか，水戸でどうするかというのでやっていきたいと考えています。 

会長会長会長会長    

是非よろしくお願いいたします。 

他の方いかがですか。  委員から何か国の動きと合わせて，何かアドバイスはないでしょ

うか。 

委員委員委員委員    

国の動きと含めてアドバイスというのは，私自身がまだ熟度が足らないところがあるのです

が，いろいろ情報が入るし，持っていると思いますので，情報を貰って，市と協力してより良
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いこと，注意すべきことを一緒にやっていきたいと思います。 

会長会長会長会長    

是非，今回のケーススタディの所では結び付きませんが，今後，水戸中心市街地の国道 50

号の所で，あそこも何とかしなければならない所ですので，ケーススタディを通して，ハード・

ソフト両面のやり方等アドバイスいただきたいと思います。 

いかがでしょうか。 

委員委員委員委員    

先ほど  委員が言われた，バスを高校生に乗ってもらうという話がありましたが，水戸市

は今まで交通政策について力を入れていなかった。市長の話にもあったように，４月から新し

い組織を作って，公共交通を生かして使うということを現在検討しています。新しい課を立ち

上げてやっていく。その中で交通弱者，高校生と免許のない人と先ほどいろいろありますが，

免許がなくなった車を運転できない人をどうするか，ということがあると思います。それにつ

いて，もちろん自転車もあります。やっていかなければいけない。高校生については，３月の

終業式から始業式の間，約１か月近く，新入生を対象にお試し乗車というのをやっているとい

うのは御存知だと思います。だから，自分の新しく行く高校にどうやって公共交通を使ってい

けるかということを考えてもらって，分かってもらって，なるべく公共交通を使ってもらう。

ダイヤ，バスがなければバス路線を引くなど，もちろんそれは使っていただけるという前提で

ないとできませんので，それは学校と一緒に公共交通の方に高校生を誘導していくという方法

も，一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    

全体を通して  委員，何かアドバイスとか，注意とか。 

委員委員委員委員    

国のガイドラインの見直しを実はやっていて，多分大きく変わるところは 50ｋｍ超の場合で

も交通量によっては自転車レーンでよい，というところまで踏み込む可能性が出てきた。自転

車道については一方通行でなければならない，ということにはっきり明記される。これは，先

ほど  委員から御指摘があったように，逆走がいかに危険かということが証明されているの

で，そういうことはやめようと。あとは，第１回目の議論で決まったのですが，とにかく誤解

を与えるような表示をやめる。例えばこの資料の最後にもありますが，歩道に自転車ゆっくり

とは書くな。つまり，歩道に自転車ゆっくりと書くと，ゆっくりというメッセージではなくて，

ここは自転車走って良いのだ，としか思わない。発信しているメッセージと受け取るメッセー

ジとのギャップがあり過ぎるので，そこはきちんと整理してやめる。歩道には一切の自転車に

関する表示はしない，ということが打ち出される予定です。いくつか変わってくると思う。夏

ぐらいまで議論して，年内くらいに紙をまとめる。夏くらいに最後のガイドラインの委員会で

おおむねの結論が出るまで，あまり急いでネットワークを計画しないほうが得策かもしれない。

それから，６月に交差点の設計についての本が出る。まだ査読中だが，ある程度それが出てく

れば，交差点についてもきちんと分かってくる。 

直接，この自転車の計画ではないが，水戸を随分歩いて思うのは，やはりスピードを出して

曲がれる交差点が多すぎる。交差点の角度が緩やかだ。内輪差のこともあってそうなっている

のだろうが，東京ではブルーレーンを引き始めた所は，交差点の角度をもっと急にするために
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ポストコーンを出してみたり，赤白のプラスチックのコーンを出してみたり，車が相当スピー

ドを落として曲がるということをやらせている。その辺はあらかじめ考えて，当然，国道事務

所さんもやっていると思うので，進められた方がいいと思う。そうすると自転車が交差点で溜

まって待つ時に相当楽になる。刻々状況は変わりますので，敏感にアンテナを立てていただき

たいとお願いします。 

会長会長会長会長  

少し補足しますと，  委員が言われたように，今までやった事例の効果影響を見ながら分

析して，ではどうしようかという形で，どうしたらいいかということで，最新の知見ができて

いる。それを踏まえる一方，ここのご当地の事情も含んでいかなければいけない，ということ

になる。最後，  委員からあればお願いします。 

委員委員委員委員    

ケーススタディについて２か所あるが，これ実は歩道のハイブリッドというのがあるが，あ

そこをなぜやるかというのはもう一つのケーススタディにつながっている。今回別々のケース

スタディですが，今回流れが少し変わってきて，その主な事故，つなぐ所をケアしていかなけ

ればならないので，そこだけ見る。先ほどの交差道路もそうですけども，反面するところは注

意深く見て，このケーススタディ以外の所も見て，余計な事故を起こさない，そういう所はじ

っくり見ていかなければならない。そういうところを一つと。来年の夏，社会実験を行うとい

うことですが，生活道路の面では自転車だけでなく，歩行者，自動車，様々な方が関わるので，

そこまで急いで社会実験をやるというよりは，その先につながるということでじっくりやる。

仮に社会実験に間に合わなくてもよいというくらいの覚悟でじっくり話し合う。そういうふう

にした方が長期的にはいいのかなと思いますので，比較的やりやすい区間をやりながら考えて

もよいのではと思いました。 

会長会長会長会長  

大変重要といいますか，幹線市道 39号線と千波２号線で，ケーススタディの性格がかなり違

っている。 

幹線市道 39号線の方は，利用者もはっきりしているし，空間もある。関係者もある程度招き

入れる。 

千波２号線の方は，沿道住民や高校生などいろいろ絡んでくる。ここはあまりやらない方が，

後々のことを考えると良いのではないだろうか，そういう意見。そこのところも事務局の方で

今後進めていくに当たっては，慎重に進め具合を考えていただきたい。最後，何かあればお願

いします。 

委員委員委員委員    

日本全国でやたら青いレーンと矢羽根ができ始めている。県民の教育という点から考えても

完全に，今から何も考えずにできる所はやっちゃったらどうですか。この千波２号線も，それ

から幹線市道 39号線も非常に難しい問題があるのだが，何の議論もいらなくて整備できる箇所

があるのなら，作ってしまった方が良い。慣れの問題。東京などではやってしまうと，その部

分で慣れた人たちがきちんと動くようになるし，子供たちもそれに理解を示すようになる。い

つまでも経ってもブルーレーンもブルーの矢羽根も見えないという状況に置いておくのは結果

的には良くない。是非  会長，どこかやってしまって，こういうものが将来できるのだとい
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う市民の理解を得た方がよいのではないだろうか。 

会長会長会長会長    

デモンストレーション的にいくつかありますよね。こういうものが世の中にはある。全国に

はある。水戸市はない。それでは困る。是非やっていただきたい。 

これで第２回の委員会を終わりたいと思いますが，最後に事務局の方で，何かありましたら

お願いします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

特にありません。 

会長会長会長会長    

では，私の方で進行は事務局に戻します。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

  会長，議事の進行ありがとうございました。 

以上を持ちまして，平成 26 年度第２回水戸市自転車利用環境整備審議会を終了いたします。

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。 

 


