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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７月 28 日（火） 午後１時 30 分から 

 

３ 開催場所  水戸市議会臨時庁舎２階 全員協議会室 

 

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，川崎辰男，鹿倉よし江， 

藤田絹代，澤畠政志，村田一弘，高橋晃浩，小林恵三，関根義倫，渡辺恭秀， 

江尻大祐 

（2）執行機関 

三宅正人，須藤文彦，大嶋実，村石俊弘，小林健典，堀江博之，坪井正幸， 

髙野裕一，浅川勝彦，黒澤純一郎，小田切幸司，圷貴之，加藤久人，大森幹司， 

高根尚久，猿田圭三，三宅修 

（3）その他 

委員欠席 大野光一，加藤昇，勝山均，横山香織 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  議題 

（1）社会実験の実施について（公開） 

（2）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。）   １人 

 

８ 会議資料の名称 

 資料① 審議会資料「水戸市自転車利用環境整備に係る社会実験の概要について」 

 資料② 「水戸市自転車利用環境整備審議会 委員名簿」 

 資料③ 「第２回水戸市自転車利用環境整備審議会 会議録」 
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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，御出席いただきましてありがとうございます。ただ今から第３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，本日司会を務めさせていただ

きます，水戸市交通政策課の須藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。初め

に，市長公室長の三宅から御挨拶を申し上げます。 

三宅三宅三宅三宅市長市長市長市長公室長公室長公室長公室長    

皆さんこんにちは。市長公室長の三宅と申します。皆様方にはお忙しいところ，当審

議会にお集まりいただきましてありがとうございます。 

さて，本市においては今年度４月１日付けでございますが，組織改編がございまして，

市長公室内に交通政策課を新たに設けたところでございます。 

超高齢社会の到来や地球温暖化などの課題に対応すべく，既存の公共交通の充実を図

るとともに，自転車や歩行者のための快適な道路整備にも取り組み，コンパクトな都市

構造を展望した，人と環境にやさしいまちなか交通体系の確立を目指すものでございま

す。 

本日の審議会におきましては，お手元の次第にもございますように，自転車通行空間

の整備に係る社会実験の実施について御審議をいただくこととなっております。皆様が

御承知のように，今年の６月１日には道路交通法が改正され，自転車のルール違反に対

する罰則が強化されたところでもございますので，社会実験を通して，交通ルール遵守

の啓発を行うタイミングとしては，良い時期であるのではないかと考えているところで

ございます。 

先ほどもお話ししましたように本市の組織改編により，当審議会の事務局が建設部か

ら市長公室交通政策課に移りましたことから，委員の皆様には御迷惑をおかけすること

もあるかもしれませんが，本日はきたんのない御意見を頂戴し，本市で実施する社会実

験がより良いものになればと思っておりますので，本日はよろしくお願い申し上げます。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

続きまして，当審議会の  会長から御挨拶を頂戴したいと思います。お願いいたし

ます。 

会長会長会長会長    

  でございます。この審議会の名前は，水戸市自転車利用環境整備審議会となって

おりまして，ここではこれからの水戸市の自転車の利用をどうしていくかということを

考えて，基本計画を作っていきたいというのが最終的な目的なのですけれども，これま

で水戸市で自転車に関してどんな問題があって，どうしていったらいいのかということ

について，皆さんで勉強をしてきたところです。 

今回，委員を交代された方もおりますし，それから，今ありましたように，水戸市の

事務局も体制が変わったということですので，今日は少しこれまでの経緯についても復

習をしながら，今後どうしていくかというところ，今年度，社会実験を行って，みんな

の共通認識を図ろうということになっておりますので，そこのところの説明をいただい
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て皆さんで審議して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，今年度の役職者の変更及び人事異動等によりまして，

新たに当審議会の委員に御就任いただく方を，お手元の名簿順によりまして，御紹介申

し上げます。 

まず，  様でございます。 

続きまして，  様でございます。 

続きまして，  様でございます。 

最後に  様でございます。 

以上４名の方に，新たに当審議会の委員に御就任いただき，本市における安全で快適

な自転車の利用環境整備に向け，協議を進めていただきますよう，どうぞよろしくお願

いいたします。続きまして，事務局職員及び本日の審議会に出席しております水戸市職

員の紹介をいたします。 

水戸市交通政策課の村石と申します。よろしくお願いいたします。 

同じく水戸市交通政策課の小林と申します。よろしくお願いします。 

建設計画課課長の大森でございます。昨年度まで事務局として関わらせていただきま

したが，引き続き執行部側で関わらせていただくことになりましたので，今後ともよろ

しくお願いいたします。 

道路建設課長をしております猿田と申します。このたびこの事業化に向けまして私ど

もが実施してまいりますのでよろしくお願いします。 

教育委員会学校教育課長の三宅と申します。よろしくお願いいたします。 

新庁舎整備課の坪井です。よろしくお願いいたします。 

地域安全課長の髙野でございます。交通安全を所管しております。よろしくお願いい

たします。 

地域安全課の浅川と申します。よろしくお願いいたします。 

都市計画部泉町周辺地区開発事務所長の加藤と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

都市計画課課長の黒澤と申します。よろしくお願いいたします。 

都市計画課の小田切と申します。よろしくお願いいたします。 

市街地整備課長の圷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

政策企画課の堀江と申します。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。 

それでは，本日の議事に入るわけでございますが，水戸市自転車利用環境整備審議会

条例第６条第１項の規定によりまして，以降の議事につきましては，  会長の進行に

より御審議いただくことになります。 

それでは  会長どうぞよろしくお願いします。 

会長会長会長会長    

ではこれから審議を進めたいと思います。よろしくお願いいたします。初めに，本日
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の会議の成立について事務局から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    

委員定数 19名のうち，出席委員が現在 13 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項の規定によりまして本日の審議会は成立いたします。なお，本

日の審議会の傍聴人は１名でございますことを併せて御報告いたします。以上です。 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。  委員が来ていないですけれども，東京から来る途中で，

常磐線が人身事故により遅れているということで，現在は水戸駅の方に着いたというこ

とですので，間もなくこちらの方に来ると思います。 

それでは，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条の規定により，本日の審議会の会議録署名人を指名させていただき

ます。お二方となりますけれども，  委員と  委員にお願いいたします。 

では，早速議事に入りたいと思います。お手元の次第によりますと，議事は，社会実

験の実施についてとございますけれど，少しこれまでの経緯も含めまして，社会実験の

位置付け，それからどのように行っていくのかといったことについて，事務局から御説

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    

それでは説明いたします。 

これまでの経緯ということですが，この社会実験の２路線を選定した理由といたしま

して，まず道路交通センサス調査アンケート調査によりまして自動車交通量を調べまし

た。そうすると，水戸駅を中心に南北方向に非常に多く，また水戸駅南口は千波湖周辺

においても多くなっている状態です。また，事故箇所が集中している路線といたしまし

て，水戸駅南口や茨大周辺また住宅地である姫子・見和地区といった場所が挙げられま

した。このうち水戸駅南口の幹線市道 39 号線，千波２号線については，高校生アンケ

ートにおいて，ヒヤリハット箇所として危険な思いをしたというような箇所に挙げられ

ているような状態になっております。 

特に，幹線市道 39 号線につきましては，本路線は水戸駅に接続する幹線道路であり

まして，歩行者・自転車・自動車の交通量が非常に多い路線であります。また平成 25

年度には，本路線において，自転車が関連する事故が 30 件以上発生しておりまして，

本市全体で発生した自転車が関係する事故の 10％以上に相当することから，非常に事

故の多い路線であるということが伺えます。さらに，この路線は自転車利用環境の整備

による高いＰＲ効果が期待されることから，事例研究路線として選定いたしました。 

次に，市道千波２号線についてですが，こちらはセンターラインのない狭い道路であ

りまして，水戸駅の南西方面の高校に通学する生徒が多く利用しております。通学時間

帯には，非常に多くの自転車が通行しており，一方で，本路線は自動車の一方通行交通

規制がかけられた道路ではあるのですが，通勤する自動車の抜け道となっていることか
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ら，朝の時間帯には，多くの自動車と自転車が混在する路線となっております。平成

24 年，25 年の２か年における事故件数は多くないのですが，潜在的に危険性がある路

線と考えられることから，本路線を生活道路における事例研究路線として選定をいたし

ました。 

次に，Ａ４判の資料を御覧ください。この資料に沿って，社会実験の説明をいたしま

す。 

まず，目的ですが，自転車通行空間の確保と併せまして，関係機関と連携しながら，

自転車通行に関する交通ルールやマナーの周知・啓発を行い，市民意識の醸成を図りま

す。今後の社会実験の整備スケジュールについては，９月に行われる市議会定例会に，

整備に係る補正予算を提案いたしまして，議会での議決後に，社会実験に向けた整備を

行っていきたいと考えております。 

なお，社会実験の期間は２か月間といたしまして，その効果等の検証を平成 28 年３

月に行ってまいりたいと考えております。 

社会実験の実施方法としては，整備手法を変え，効果等について検証をしていきたい

と考えております。確認は自転車利用者だけでなく歩行者や車のドライバーにもアンケ

ート調査を実施することにより，様々な角度からの御意見を集めていきたいと考えてお

ります。 

次に，対象路線の整備概要について説明いたします。 

まず幹線市道 39 号線ですが，先ほども申し上げましたとおり，水戸駅南口自転車駐

車場から南に延びる路線でございます。本路線については，通行量が多く，水戸駅前と

いうこともあり，高いＰＲ効果が期待されます。この路線の一部である 950メートル区

間で整備を行っていきたいと思います。具体的には，資料の水戸駅南口自転車駐車場か

ら水城高校の坂の上の幹線市道 12 号線の交差部まで，整備を行っていきたいと考えて

おります。この 950メートル間ですが，整備区間を３つに分け，整備方法もそれぞれ変

えることによって，最も効果的な整備について検証を行ってまいります。 

ここからは，Ａ４判の資料２ページとともに，Ａ３判の図面，幹線市道 39 号線「図

1－1」を御覧ください。 

水戸駅南口自転車駐車場から幹線市道２号線までの整備です。このうち区間①の赤字

で書かれているところですが，ここは自転車通行指導帯として幅２メートルのブルーレ

ーンとゼブラゾーンを設置いたしまして，１車線を使用することで自転車通行空間を整

備してまいります。 

なお，このゼブラゾーンですが，この図では赤字で書かれておりますが，実際は白色

で整備を行います。また，ブルーレーン上には自転車のピクトグラムと矢印を設置いた

しまして，左側通行を誘導します。具体的には，Ａ４の資料に，使用するピクトグラム

として例を挙げました。このピクトグラムですが，可能ならばヘルメットをかぶせたも

のを設置していきたいと思います。また，自転車駐車場から車道への出口については，

Ａ３判の図を御覧いただきたいのですが，図の左側の自転車駐車場出入口のすぐそばに

ラバーポールと書かれた所の一番右端，ゼブラゾーンが始まる箇所の縁石を切り下げて，

自転車の出口を整備していきたいと考えております。道路の反対側も同じ個所の縁石を



6 

 

切り下げて自転車入口の整備をいたします。この際，車の巻き込みを防止するためにラ

バーポールを設置して，車に注意喚起を行っていきます。 

この区間の歩道に関しましては，自転車利用者に自転車の押し歩きを推奨するピクト

グラムを設置して，押し歩きに協力していただく予定です。 

なお，歩道は自転車歩行者道の指定がされており，この指定は残したまま社会実験を

行います。また，この図の右側の区間で，区間②ですが，こちらは路肩に，ブルーレー

ンを設置して整備を行ってまいります。 

次にＡ４判，Ａ３判の資料をめくっていただきまして，市道２号線から市道駅南４号

線までの整備について説明をいたします。 

Ａ３判の資料の１枚目から２枚目まで連続している区間となっておりますが，こちら

の区間は，外側線の外側に外側線と同じ幅のブルーラインを引いて，ピクトグラムを併

せて設置し，左側通行を誘導してまいります。 

次に，「図１－２」の真ん中，市道駅南４号線との交差部から幹線市道 12 号線の交差

部までの区間ですが，こちらは市道駅南４号線との交差部に，全長 20 メートル程度の

ブルーラインを引き，その後は，ピクトグラムを均等に設置し，自転車の左側通行を誘

導してまいりたいと考えております。 

なお，幹線市道 39 号線における交差部に関しましては，全て自転車横断帯を消去い

たしまして青色矢羽根により誘導を行ってまいります。青色矢羽根とは，この図に書か

れている青色の矢印のようなものです。 

なお，自転車横断帯の消去に伴いまして，自転車は自動車用の信号に従うことになり，

歩行者・自転車専用の標示板は撤去することになります。また，自転車は二段階右折を

するということになりますので，二段階右折のための自転車滞留スペースを確保いたし

まして，車道の左折レーンには自動車注意の標示を行って，自動車にも注意喚起を行っ

ていきたいと考えております。 

次に，市道千波２号線の整備について説明いたします。Ａ４判の資料３ページ，Ａ３

判の資料は「図２－１」を御覧ください。 

図の左下が御茶園通りとなっておりまして，右上が千波大橋の南側にある交差点でご

ざいます。こちらも区間Ｓ①から区間Ｓ③の３つに分かれております。 

まず，区間Ｓ①について説明いたします。こちらの区間ですけれども，非常に狭い路

線でございまして，現況写真も載せさせていただきました。 

この区間に関しては，金沢市の整備事例のように，歩行者の通行空間を設置してまい

ります。これに加え，図の宇都宮市の整備事例のように，自転車マーク，矢印，青色矢

羽根をセットにし，他の路線との交差部に設置いたしまして，自転車の左側通行を誘導

するとともに，千波２号線に入ってくる車に注意喚起を促してまいります。 

次に，区間Ｓ②について説明いたします。Ａ３判の資料「図２－２」を御覧ください。 

こちらの区間に関しましては，青色矢羽根を設置し，図のように効果的に自転車の誘

導を図ってまいりたいと考えております。こちらですがガードパイプ等を設置しまして，

自転車の安全も考えながら整備していきたいと思っております。 

次に，「図２－３」を御覧ください。こちらの区間は車道部分に，自転車マーク，矢
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印，青色矢羽根を設置し，自転車の左側通行を誘導してまいります。千波２号線の整備

は以上のとおりとなります。 

なお，「図２－１」にお戻りいただきまして，こちらの区間Ｓ①に関しましては，前

回までの審議会の中で，自動車の時間帯通行規制という考え方もあろうという意見も出

されましたが，今回の社会実験では，歩行者及び自転車通行空間の路面標示を先行的に

行うことにより，検証を行っていきたいと考えております。 

また，今回の社会実験を行っていくに当たりまして，周知活動も重要な要素であると

考えております。Ａ４判の資料の４ページ「５ 社会実験の周知について」のとおり，

早い段階から当該社会実験の内容，特に自転車通行ルールにつきまして，近隣住民や高

校への説明，広報紙への掲載，チラシの配布等を行いまして，スムーズに整備後の通行

ができるよう周知活動を行っていきたいと考えております。 

説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    

今日の議題は，今御説明があった所で，このような形で社会実験の準備をしていくと

いうことでよろしいでしょうかという話と，社会実験を進めるに当たっては，ここで示

したものをただ作ればよいということではなくて，ここにお集まりの皆様を始めとして，

市民の人たちを含め，みんなで社会実験に向けていろいろな準備をして，今後の自転車

について考えるきっかけにしたいということが趣旨でございます。その辺の御協力もお

願いしたいということですが，今の御説明だけですと，去年からの委員の皆様は，前回

の審議会を思い出して聞いていただければ，何とか理解していただけるかなと思います

が，交代された委員さんには，図面だけでは分かりにくい箇所も多いのかなと思います

ので，私が補足説明いたします。 

内容的にＡ４判の資料に書かれている社会実験の目的とかスケジュールに関わるも

のと，具体的にＡ３判の資料の幹線市道 39 号線と，茨城県立近代美術館のある市道千

波２号線のそれぞれを，こういう形でやっていきますけれどもよろしいでしょうかとい

う話ですが，最初の一つ，この社会実験をやる意義について説明いたします。 

全国的に自転車の取扱いに関しましては，警察庁や国交省を始めとして，自転車が通

るところは歩道ではなくて車道だったのですけれども，昭和 45 年に非常に自転車の事

故が多くなったということがありまして，そこで緊急避難的に，自転車は指定された歩

道を走ってもいいよと。いわゆる歩道の自転車通行可という標識がある所では，自転車

は歩道を走ってもいいということにしたのですけれども，そのことにより，自転車は歩

道を走らなければならないという誤解を生んできました。 

その結果，昨今どのようなことが起こってきたかというと，歩道上において，自転車

により歩行者が危ない目にあっており，けがもさせられています。そして，自転車自体

も歩道を走っていれば安全かというと，実はそうではなく，歩道を走っていると，交差

点で自転車が自動車に引っ掛けられてしまう事故が多いということが分かってきまし

た。 

ということで，自転車にとっても歩行者にとっても，自転車は歩道ではなくて，きち

んと車道を走ってもらうのがいいということで，それを徹底させていきましょうと。こ
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のことについては，警察庁におけるルールの改正ですとか，それに併せて，受け皿であ

る道路もこのように作っていきましょうということで，国でガイドラインが整備されま

した。 

国はそのような状況ですが，水戸市ではどうするのかといったことに関して，昨年，

水戸市の自転車の事故の状況，交通量の状況等を調べました。そこで，いろいろな問題

箇所があるということで，水戸市は自転車に関して初めて考える機会であるといったと

きに，自転車は車道走行だよと言っても，皆さんはなかなかいいと思えないだろうとい

うこともあって，そこのところを勉強していかなければならないだろうと。 

そこで，今回，特徴的な二つの事例を選んで，そこを具体的にどうしたらよいかとい

うことを考えながら，みんなで今後の水戸市内全体の自転車のあり方，方向性を考えて

いきましょうと。それを自転車の基本計画として最終的にまとめていきましょうという

ような流れになっております。 

ここでの社会実験というのは，社会実験をやること自体が目的ではなく，これを通し

て自転車の取扱いについて，ここの委員の皆様と，水戸市内の皆さんと共通認識を図っ

ていくといったことがございます。そして，その後につなげていくという位置付けにな

っております。 

まず，そこのところを一つずつ区切っていきたいのですけれども，その辺の流れ，今

回の社会実験の位置付け，あるいは審議会の関わり方等についての御質問とか御意見と

かがありましたら伺いたいと思いますが，いかがでしょうか。 

        委員委員委員委員    

今回初めて出席するものですから，前回までの流れがよく分からないので，唐突な質

問になってしまうかもしれません。先生から説明をいただきましたように，自転車と歩

行者と自動車を分離して，安全な通行空間を作るという話は分かります。 

単純なテクニック的な質問なのですが，水戸駅南の幹線市道 39 号線には，両側に非

常に立派な歩道があります。幅員もかなり広いと思います。その歩道上に，自転車通行

部分の指定をすることについては，お考えになったことがあったのでしょうか。 

会長会長会長会長    

歩道における通行部分の指定というのは，原則，そういう選択肢が今までとられてき

たということは了解しています。 

ただ，それですと，去年いろいろ調べましたが，交差点で事故が非常に起こっている

ということと，現実に歩道上で歩行者との錯綜があるということで，現場では，問題は

いろいろあるということで，国の方針で，自転車の歩道通行可は，原則やめていきまし

ょうということになっています。 

国の方針と，現場を実際に見た限りでも，これはまずいということで，自転車は原則

車道通行ということを市内全域で，ここは良いとか，ここは悪いというようにやってい

くと，ルールが不徹底になって余計に危ないということがあります。そこで，大原則と

して，自転車は車道通行という原則にのっとったほうがいいということで進んでいます。 

        委員委員委員委員    

そうすると，車道走行といった場合に，自転車道という選択肢は選ばれなかったので
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しょうか。 

会長会長会長会長    

自転車道というのは，今おっしゃっているのは対面通行の自転車道ですか。 

通常，自転車道と言った時に，自転車道は物理的に分離されています。車道と歩道が

あって，縁石などで物理的に分離されているのが自転車道ということになっています。 

これまで自転車道と言ってきたのは対面通行でして，物理的に分断されているので安

全であると思われてきたけれども，実はいろいろな問題があって，自転車道自体が良く

ないということが分かってきました。 

たかだか２ｍぐらいの自転車道の中を対面で自転車が行き来すること自体が危ない

ということと，やはり交差点処理が非常に難しい。ということで，国の審議会では，自

転車道とするのならば，一方通行にするということで話がされています。 

その辺は，学会や，大学の研究者も含めてデータが蓄積されていて，対面通行の自転

車道は良くないという議論までされています。 

 この辺いかがですか。  委員さん，  委員さん，補足していただけますか。 

  委員さん，  委員さんは，国土交通省・警察庁「安全で快適な自転車利用環境

創出の促進に向けた検討委員会」委員であり，非常に詳しいので，その辺の動向につい

て話をしていただけますか。 

        委員委員委員委員    

まず歩道における通行区分についてですが，現在のガイドラインができる前に，国土

交通省で 98 か所のモデル地区を決めて，自転車の通行空間を各都市で整備してきまし

た。そうしたら，歩道区分が 70％で，ほとんどの所が歩道を区分するだけで自転車の

通行空間としたのです。車道を自転車レーンとしたのはわずかの数でした。 

そこで，歩道の通行区分をした結果，事故が減ったかというと，出合い頭の事故は決

して減らなかったのです。そこで，特に金沢市はそうですが，自転車レーンで整備しま

した。自転車レーンで整備した結果，出合い頭の事故がゼロになりました。 

ということで，基本的に自転車を一方通行にすることによって，自転車が双方向から

来ないので，細街路から来た車との出合い頭の事故が半減します。双方向通行は事故軽

減の点からいってもあまり良くないのです。 

そして，実際に幹線市道 39 号線について，茨城県警から事故データを出していただ

きました。そうしたら，起きている事故がほとんど出合い頭の事故で，その事故も，右

側通行をしている自転車が出合い頭の事故に遭っている率が高かったのです。 

双方向通行は事故を減らすという点では有効ではないですし，一方通行にしても車道

に自転車レーンを取れる幅がないので，通行指導帯のような法定外表示をしようという

ことになりました。 

 また，国でもガイドラインの見直しを行っておりますが，やはり双方向通行では事故

が減らないということで，一方通行にしていこうという方向性がおおむね出ています。 

今まで自転車道のネットワーク化が進まなかった一因としては，道路幅が狭いという

ことで，速度が速い所は自転車道を作りなさいというガイドラインにしていたのですけ

れども，日本全国では自転車道が整備できないという所がほとんどだったので，安全性
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を考えて，一方通行化が一番ではないかということで，そのような方向に進んでいると

ころです。 

        委員委員委員委員    

補足ですが，2011 年 10 月 25 日の通達は御存知かと思いますけれども，その通達を

読めば，今おっしゃったとおりです。 

一つは，対面通行の自転車道は，交差点の手前で切ることになります。交差点をその

まま行かせれば当然違法になる。そこで，自転車道を切ることになって自歩道（自転車

歩行者道）にするわけですね。自歩道を車道の片側に作ることになる。 

そうでなければ，自転車道を曲げることになる。わざわざ自転車道を曲げることによ

って，実はそれが守られていないことが名古屋市の実例を見ても分かります。 

そうなったときには，普通，自転車はまっすぐに進むものですから，そのような自転

車道は使われないということになります。使われない自転車道を，お金をかけて整備す

るのはどうかということで，自転車道を作る場合は，都心では一方通行とする。しかし，

例えば池の周りとか，山の中とか，河川敷とかに自転車道を作る場合は対面通行も可と

する。 

大きな道路で片側にしか自転車道が作れない，もう一方には路側帯もないという状況

の場合には別扱いですけれども，住宅地とか商業地の中で，交差点が存在する所では，

対面通行の自転車道というものは認めないということは，今度のガイドラインではっき

り出てまいります。 

それについては，警察庁の交通企画・交通規制担当も参加して昨日もやりましたけれ

ども，そこで了解されている話です。 

ですから，今の時点で，対面通行の自転車道は，まだガイドラインの文書上生きてい

ますが，これからは，社会実験を行ってこれでいいという話にはならないことは御了解

いただきたい。 

        委員委員委員委員    

今回の図を拝見しますと，かなりの幅のブルーレーンが敷かれていますが，それが自

転車道と自転車専用通行帯と何が違うのかと思えるんですね。まず最初は，何が違うの

かということです。 

        委員委員委員委員    

社会実験でなくてもいいんですけれども，自転車を規制していただきたいのです。自

転車専用通行帯で，一方通行で規制していただければ何の問題もないのです。 

ですから，自転車道にして一方通行化できるのであればやっていただきたいのですが，

今は実例がないのでどこも踏み切れないでいます。今国道１号線でちょっとやろうとし

ていますが。多分，東京都と警視庁がやらないと，どこもやらないと思うのですよね。 

でなければ，自転車専用通行帯にした場合に，あれはピクトグラムがないのですよね。

自転車専用通行帯をやっていただければ有り難いと思います。今，自転車専用通行帯に

できるのであれば，その方がいいと思います。わざわざ法定外のものにする必要はない

と思っております。 

 



11 

 

会長会長会長会長    

今質問があったのは，ここの所が物理的にも整備可能であるから，自転車道の整備の

方が安全じゃないかということですけれども，今までの自転車道というのは，対面通行

でした。 

対面通行だと，非常に危ないと。技術的に問題が解決されないので，対面通行の自転

車道は駄目だと。そうすると，一方通行の自転車道をやっていただければ，それに越し

たことはないのだけれども，その事例が日本全国でまだないと。 

        委員委員委員委員    

やったら，歩道は通れない。 

会長会長会長会長    

自転車道を整備したら，歩道は通れなくなるわけですね。 

自転車は自転車道を通らなければならないという交通規則になっているので，自歩道

通行は駄目になるという話になってくるというので，なかなか踏み切れていないという

ことで，今回のここの解決策は，法定外の自転車通行指導帯しかないということで進ん

できたわけでございます。 

        委員委員委員委員    

先ほど市側の御説明で，最初の部分は自歩道通行可の指定を残したまま社会実験をし

ます。少し上がった所は，自転車横断帯は消します。自転車歩行者用信号の補助板は外

しますという話がありましたが，これは交通規制になりますので，今すぐここでお返事

するわけにはいかないということになります。 

規制を決定する，廃止するというのは警察の意思決定になりますので，この場ではお

返事できません。事前に十分に調査をする，あるいは検討する時間を頂かなければいけ

ませんし，公安委員会の専権事項ですので，この場でのお答えはできかねることは御了

承ください。 

        委員委員委員委員    

要するに，2011 年 10 月 25 日の通達で，自転車横断帯は基本的になくすということ

になっていますよね。これに関しては，茨城県警ではそのような方向でよろしいですよ

ね。 

        委員委員委員委員    

通達は来ておりますが，必要性についてはそれぞれにつきまして検討しております。 

        委員委員委員委員    

ここも検討しなければならないので，今から検討を始めるということですか。 

        委員委員委員委員    

そうです。 

会長会長会長会長    

事務局の方で，この辺について，多少は県警と協議はしていると思うのですが，いか

がですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

現在協議を進めさせていただいているところですが，まだ結論は出ていないという状
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態でございます。 

会長会長会長会長    

その部分に関しては，警察との協議で進めていくということは，十分承知していると

いったところでよろしいですか。 

そうしますと，社会実験の位置付け，これまでの経緯については，いままでのやり取

りの中で申し上げてきたかと思いますが，この箇所に関しての御質問，御意見はありま

すか。 

〔意見なし〕 

会長会長会長会長    

特にないようですので，具体的に県警からお話があった幹線市道 39 号線に関してな

のですけれども，皆さん通ったことがあるのでお分かりだと思いますが，ここの整備方

法に関して，もう一度，私から説明させていただきます。 

幹線市道 39 号線の「図１－１」で左側が駅前広場になっています。ここが今は歩道

における自転車通行可の指定がかかっているということですので，広い歩道を自転車が，

右も左も行ったり来たりしています。 

「図１－１」の右側に大きな交差点②がありますけれども，横断歩道の横に自転車横

断帯というのがありまして，信号機も歩行者・自転車専用信号機です。この場合には，

自転車は自転車横断帯を歩行者・自転車専用信号機に従って渡るわけです。そうすると，

ここで順方向と逆方向の自転車が行ったり来たりしますので，この交差点で，右左折す

る自動車に引っかけられるという事故が非常に多いということになります。 

次の所で，現状は歩道を上がっていくということですが，この現状に関して，先ほど

整備方法が違うと事務局から説明がありましたが，ここはいろいろな方法で整備し，ど

の方法が良いのか見るというのもありますが，当初は，ベタ塗りはお金がかかるので，

全部塗れないという話がありました。そこで，やむなく，形が違ったものを考えている

ということになった次第です。 

整備方法がいろいろ違いますが，今までやられてきた，車道にブルーレーンを塗る，

つまり，自転車専用通行帯や指導帯をブルーに塗るといったのは，自転車にとっては，

そこを走ることが明確に分かります。自動車にとっては，そこを自転車が走るというの

が分かるという意味で，やり始め当初は，社会実験を認知してもらうために，その方法

がいいだろうということでやってきました。 

しかし，実際には，ヨーロッパもそうですが，当然自転車は車道を通行するというこ

とが分かってきたならば，わざわざ色を塗らなくても，マークや矢印を必要な所に設置

すればいいのではないかと考えています。お金もかかりますから。 

そのように考えていますが，水戸では自転車の車道通行の経験が浅いので，最初は必

要なのではないかと考えてきたところであります。 

それで，「図１－１」の車道の一番歩道側に，自転車通行指導帯，いわゆる法定外の

指導帯にして，社会実験中なので，自歩道通行可の指定を残すということになります。 

私は，できれば自転車専用通行帯にして，歩道の自歩道通行可という指定を外してい

ただくのが一番良いと思っているのですけれども，社会実験ということなので，自転車
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は一方通行で，車と同じ方向を走る。交差点は，自転車横断帯を消去していただいて，

そのまま直進するようになっているということであります。 

これは，交差点の事故をなくすためには，これまでの自転車横断帯を走らせると，逆

に左折の車に巻き込まれて，極めて危ないということがあるので，ぜひ直進させていた

だきたいということでこのようになっています。 

 また，「図１－３」の下のブルーレーンの所ですけれども，今は自転車が歩道を走っ

ていますから，朝は，緑岡高校や葵陵高校の生徒などが，西側の自転車駐車場から出て

歩道を逆走して走り，桜川の堤防を走っています。 

これからは，この区間では，自転車は歩道上を押し歩きするということにしたい。歩

道上は自転車が走る所ではないということを，この 160ｍくらいの区間で徹底して高校

生に守ってもらうことが，子供たちに対する指導の在り方であると考えて，歩道上は押

し歩きにしているということになります。 

 また，「図１－２」に関しては，ブルーレーンではなく，外側線の外側にブルーの線

を引いて，少し経済的な方法を取ったということでありまして，自転車は車道を走って

くださいということです。 

「図１－３」に関しては，自転車のピクトグラムだけを設置するということになりま

す。 

 そして，自動車，自転車，歩行者のそれぞれに，どの整備方法がいいか聞きます。ピ

クトグラムだけでいいですよ，車もそれで大丈夫だよということならば，一番お金がか

からないので，その方法で行ったらどうですかということです。 

 この辺に関して，皆様から御意見をお願いいたします。 

        委員委員委員委員    

  先生，  先生は全国の事例について詳しいですから，是非全国で，このような

取組を行っている所で一番良い所を教えていただければ，是非，うちの課員を派遣して

勉強させていただきたいと考えております。 

        委員委員委員委員    

金沢市が一番良いですよ。あとは，東京は良いと思いますよ。千石一丁目の交差点と

か港区の札の辻交差点，最近ですと，国道 246号線の首都高速から入ってくる所ですが，

法定外の矢羽根を第一車線のバス専用レーンに設置して，三軒茶屋と駒沢の間で，往復

で４kmを作ったわけです。あとは国道６号線向島にもございます。 

 東京ではバタバタと出てきましたが，最初に作ったのは札幌市です。また，宇都宮市

内を通る国道４号線に矢羽根を使ったものが４km あります。国道には矢羽根が設置し

てありますが，宇都宮市道にはベタ塗りの専用通行帯があります。 

この辺を御覧いただければよいかと思います。御案内もさせていただきます。 

        委員委員委員委員    

やはり，勉強したい，研究したいと考えております。そのためには，場所と時間を頂

かないと。 

会長会長会長会長    

2008 年に 98 か所のモデル地区を決めて整備を行った際に，  委員がさっき言われ
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たように，自歩道が非常に多くて，結果的にあまりできなかったということがあります

が，それをきっかけにして，自転車道や自転車専用通行帯，あるいは指導帯がかなりい

ろいろな所で出てきました。 

また，東京都は最初かなり抵抗したが，今はあっという間に変わりましたよね。 

        委員委員委員委員    

東京都建設局は完全に変わったし，警視庁も相当変わりました。 

自転車横断帯は１万 9,000か所あったのが，今はもう１万か所ありません。残り 9,000

か所も消去する方向で動いております。だんだん自転車横断帯がなくなっていっている

という状況です。 

ただ，例の歩行者・自転車専用の信号がまだ随分残っていて，ちょっと混乱しており

ます。本当は，違反になってしまうんです。道交法上，あの整備はセットでなければい

けないんです。 

会長会長会長会長    

ここで申し上げたいのは，国と警察省の方針は，自転車は原則車道通行であり，その

ために，いろいろな技術的なことに関して，マニュアルが随分整備されました。この間，

平面交差点の設計のガイドラインが出されました。 

これでほぼ技術的な資料は揃ったと言えるかと思います。それに従ってあとはやって

くださいということですが，今までの経験で，  委員が言われたように，全国的に自

転車が走るところは車道です。 

そのための自転車通行指導帯や専用通行帯が各所にできているし，自転車横断帯が消

去されて，交差点を直進する所が増えています。その中には，こんな所がといった場所

もあり，東京都ではどんどん整備が進んでいるといった状況があるので，全国的な状況

はそのようになっているということを御理解いただきたい。 

そのような所は結構たくさんありますので，是非，視察等をしていただきたいと思い

ます。 

        委員委員委員委員    

交通事故全体に占める自転車の事故の割合は，こちらでは何％ぐらいですか。 

        委員委員委員委員    

統計の数はちょっと見ておりません。 

        委員委員委員委員    

そうですか。まだ 20％以上ある所が多いと思いますが，宇都宮市と金沢市は 20％を

割るぐらいに急激に減ってきております。整備した箇所が多ければ，事故率が減るとい

う結果が出ていると思います。 

        委員委員委員委員    

金沢市の国道 359 号線は，東山というすごく有名な所に隣接する大通りです。前は，

国道 159号線だったのですが，バイパスができて国道 359号線に変わっています。そこ

の，片側２車線のバス通りにできています。また，香林坊に通じる小学校の所，細い所

にもびっくりするようなものができています。 
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        委員委員委員委員    

私は，石川県警と一緒にいろいろやっているので，事例を紹介することができます。

是非とも細街路の例は見ていただきたいと考えます。金沢市は，こちらとは違って道が

広くないので，逆に狭い箇所を整備することによって事故が減って，それから車の交通

事故も減ってきているというデータが出ています。新聞にも載っています。お話があれ

ば，御案内ができるようにします。 

会長会長会長会長    

補足しますと，  委員は，金沢市の自転車環境を先導してきたということで，それ

を模範にして国が動いているということもあります。 

ですので，県警さんだけではなく，もしお時間があれば，視察ツアーでも組めば良い

と思っていて，近い所では宇都宮市や東京があります。少し足を延ばせば，金沢市には，

朝のバス専用の時間帯に自転車だけは入れるという所がありますし，自転車専用通行帯

もありますし，細い通学路で子供たちを守ろうということで，自転車と自動車を混在さ

せて，子供たちの通学路を確保した所もあります。 

そのように，見所はたくさんありますので，その辺りは御紹介や御案内はしていただ

けると思うので，是非他の委員の皆様も，できれば行って，見ていただきたいと思いま

す。 

他にいかがでしょうか。 

        委員委員委員委員    

幹線市道 39 号線の整備についてはイメージができて，車道の端の部分に自転車の一

方通行の標示を，形を変えて付けていって，徹底させようというところまでは理解でき

ました。 

例えば，水戸工業に通う学生さんだったら，このプランどおりで大丈夫だと思うんで

す。問題は，橋の歩道部分をすごい量の自転車が走っていて危ないということは，私も

毎朝この橋を渡って通勤しているので，身に染みて分かっています。どうにかしたいと

思っています。 

そこで，なぜここを通るかといえば，桜川沿いの自転車道に入りたがっている高校生

が多いからです。ここでは，どうやって安全に誘導するかという視点が必要ですが，こ

のプランにはそういった配慮がない。 

自転車を押して通れと言うより，模範として，自転車駐車場でも，東側の自転車駐車

場に停めた子はどうやって桜川の自転車道へ入ろうとしているのでしょうか。西側から

自転車に乗って緑岡高校へ通うとしたら，この橋を渡らないで，図の下のほうに走って

いくと思うんですよね。この道は，広くて交通量もないので安全なんですね。そちらに

誘導して，２本目の橋を渡して，千波大橋の下を高校生がくぐらないと，今度は県民文

化センター前の交差点を高校生が渡るようになったら，交差点を曲がれない車が多くな

るのですよね。 

そのようなことで，そのつながりが考えられていないという感想を持ちました。確か

に，車道の左側を走らせるという啓蒙活動は，一部の高校生にとっては守りやすいけれ

ども，西側に向かう高校生にとっては，この部分を押し歩きしなさいとし，特に東側の
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自転車駐車場を借りた高校生にとっては，どうやって行けばいいのか分からない。実際

には，橋のたもとから上に行って川辺に降りて下をくぐってという手はあるが，分かり

にくい。モデルプランを示さなければ，うまくいかないのではないかというのが感想で

す。 

会長会長会長会長    

実際にやってくれないことにはどうしようもないというところですが，事務局の方で

お答えしていただきたい。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

御指摘のとおり，この先の経路をどう取ったらいいかというところは，図に示してい

ないので読み取れない部分があります。区間としては，桜川にかかる駅南大橋の区間を

どのように通すかということを考えたときに，押し歩きに御協力いただきたいというこ

とを，学校を通じてＰＲしてまいりたいと考えております。 

また，水戸駅南口の自転車駐車場は，図面上側の東側自転車駐車場と図面下側の西側

自転車駐車場の２か所がありますが，高校の方向別に停める自転車駐車場を決めており

ます。例外があると思いますが，おおむね，西側に進む高校生は西側の自転車駐車場を

使っているという状況でございます。また，東と西の自転車駐車場は地下道で通じてお

りますので，例えば西の自転車駐車場に停めている水戸工業の生徒さんがいらっしゃっ

た場合，地下道で東側に出てもらって，左側通行でまっすぐ右手に進んでもらうことに

なろうかと思います。 

この点は御指摘を踏まえて，高校別にどのようなルートを通っていただきたいモデル

コースを考えて，学校側と協議を進めていきたいと思います。 

会長会長会長会長    

私の方で補足しますと，二つの自転車駐車場が地下でつながっていますので，朝，高

校に向かう学生は，桜川沿いの堤防を走る時に，ここは逆走ではなく，歩道は押し歩き

をしてもらいたい。それを嫌う学生が歩道の下を通ってしまうだろうというのはそのと

おりだし，今もそうなっていると思います。これは，大量に自転車が通ると，美都里橋

の道幅は細いのでどうしようもないということになろうかと思います。 

ということで，今度，自転車通行ネットワークを作っていく時には，優先的にここな

り，下の所なり，美都里橋の所を何とかしましょうよということを考えて，ネットワー

クとして作って，優先順位のうち１位，２位，３位程度を付けてやっていきたい。今回

は社会実験ということで，模範を示してみんなで考えていこうという材料だといったと

ころなので，今回はここまでで，下の方まで手が回っていないといったところがありま

す。 

いかがでしょうか。よろしいですか。先に進んでよろしいですか。 

〔「異議なし」の声〕 

会長会長会長会長    

    異議なしとのことですので，先に進みます。 

幹線市道 39号線と市道千波２号線について，現状でどうなっているかということと，

ここをこう変えますということを補足させていただきますが，まず，大きな図面を見て
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いただきますと，市道千波２号線「図２－１」では，下が御茶園通りになっています。

上の方に，県立近代美術館，県民文化センターがあります。更に上には千波湖がずっと

広がっています。地図については御理解いただきましたでしょうか。 

そうすると，御茶園通りの入口から，車は規制速度 30kmの一方通行になっています。

朝は一方通行で通行する車と，駅に向かう自転車や歩行者はいるんですが，駅から向か

ってくる自転車がものすごく多いので，事故も起こっています。 

そこで，ここをどうするかといったところですが，まず，区間Ｓ①標準断面図と書い

てありますが，ここでは車には幅員 2.5ｍで我慢してもらって，歩行者が歩ける所をで

きるだけ確保しましょうということです。そして，自転車が通る所は，車道の脇にかぶ

せてしまう。歩行者が歩く所は優先的に確保したいというところです。 

ということで，車道 2.5ｍの両脇にピクトグラムなり矢印なりを設置して，極端な話，

車は自転車の後を付いてきてもらうぐらいにしてしまいます。また，区間Ｓ①の「整備

事例」と書いてある右側が金沢市の事例です。現状は，自動車や自転車が我が物顔で走

行していますので，歩行者は側溝の上を壁にへばりついて歩いているという形になって

いるので，金沢市の事例のように，狭くても歩行者の歩く所を確保して，車道に自転車

の通行位置を明示してしまいます。車は，自転車が前にいたら，ゆっくりと付いていく

というぐらいの気持ちで整備した方がいいのではないでしょうか。 

問題は区間Ｓ②のカーブの所です。これは「図２－２」になります。 

現状は，県立近代美術館の方に歩道がありまして，自転車はその歩道を走るようにな

っています。こちらの方に縁石が入っていて歩道が広くなっているので，自転車は車道

ではなく，歩道に行きも帰りも入ってきます。去年委員だった皆さんには，夕方，坂の

上から下ってくる自転車のせいで歩行者が危ないという状況を，実際に見ていただきま

した。 

そこで，ここから県立近代美術館の前は，自転車を原則車道に下ろしたい。歩道の縁

石を移してもらい，歩道を狭く，車道を広くして，そこを自転車が通るようにするとい

うような形になっています。今まで，歩道の点字ブロックの所を自転車がずっと走って

いたのを，これは危険極まりないのでやめてもらうということで，行きも帰りも車道を

走ってもらいます。 

ただし，交差点部については，自転車と車のスピードを落としてもらい，安全に交差

点処理をするには，悩ましい箇所も結構ございますので，もう少し工夫したいと。  委

員さん，  委員さんからもいろいろ意見が出ていますので，技術的な話はあるんです

けれども，原則は公園の入口まで，歩道から下ろして車道通行を行っていきたいと考え

ています。 

次に，「図２－３」は，今の続きで，一番右の交差点が千波湖の入口の交差点で，そ

の右から入った所の，市道千波２号線から千波湖を入っていく所で，通学している学生

は公園の中を通っているということがあります。 

通常は，図の「千波２号」と書いてある所から歩道上をずっと走ってきて，さっきの

所まで行ってしまう。それは，非常に歩行者にとっては迷惑でありますし，坂道を登っ

て帰る歩行者と，坂道をフルスピードで下ってくる自転車がぶつかって極めて危険な状
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況です。 

ですので，自転車は車道に下ろしたいと。ここは，昼間はもちろんですけれども，朝

も夕方もそれほど車が多くなく，スピードも出している所ではないので，その辺は可能

であろうと考えています。 

しかし，図の「千波２号」と書いてある公園の入口の交差点部についてはどのように

誘導をするのかが課題として残っていますが，このような考えで進んでいるといったと

ころです。 

この辺も皆様の御意見を伺いたいところですが，ついでに私からお願いしたいのは，

区間Ｓ①については，自動車の規制速度は現在時速 30kmなのですけれども，時速 20km

にしていただければ有り難い。時速 30kmではなくて 20kmが良いと思っております。 

        委員委員委員委員    

自動車の速度を時速 20km にしている箇所は，東京にいっぱいありますよ。居住者専

用で 20km指定になります。 

        委員委員委員委員    

ヨーロッパでは，以前はシェアード・スペースで時速 30km だったんですけれど，現

在は時速 20kmになっています。実際にあります。 

会長会長会長会長    

今，お話がありましたように，ヨーロッパでは，ゾーン 30 といって生活ゾーンに関

しては，通過交通や車のエリアではないから，スピードを落とさせることが当たり前に

なっています。それが当たり前だけれども，日本でも生活ゾーンに関しては，車のスピ

ードを落とさせようということで，ゾーン 30 を指定していこうという動きがあるんで

す。 

ここは，坂道であるとかスペースが狭いので，規制速度が時速 30km よりは，自転車

の走る速度を時速 20kmとしたならば，車の規制速度も時速 20kmにしていただいた方が，

理屈が通るのではないかと考えます。このやり方については，御検討いただきたいと考

えています。 

このやり方について，皆さんから御意見を頂きたいと思います。 

        委員委員委員委員    

先生がおっしゃっていたように，区間Ｓ②の 90 度にカーブしている所は非常に危な

いと思います。ここはうまく整備を行わないと，かえって危険性が高くなると思います

ので，慎重な御検討をお願いしたいと思います。 

        委員委員委員委員    

まず，区間Ｓ①の標準断面図がありますけれども，本当にこんなに広かったかなとい

うのが実感であります。実際に図ったのでしょうから，正確なんだろうと思いますけれ

ど，両サイドから１ｍずつ取ったら，通る所があるのかなと思います。特に自転車は内

側に寄っていくわけですから，ドライバーに対する啓発をしないと，学校に苦情の電話

がいっぱい来ると思うのです。自転車はじゃまだと言われそうな気がします。 

趣旨については賛成で，私も朝，赤いラインを通って通勤しますので，このような線

を引いていただけると有り難いのですけれど，本当にどちらを歩いたらいいかという問
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題もあるのですよね。人は右側通行というルールがあったと思いますけれど，実際，私

は水戸駅に向かって歩くのですが，向かいから自転車がやたら来て怖いので，左側の縁

を歩きます。 

要するに，高校生と反対側を歩くようにするのですが，今度は，水戸駅方面に向かう

通勤の方も結構いるので，歩行者を抜いていくわけですよね，そうすると両方が内側に

入ってくる形になり，ほとんど朝の通勤時間帯は，道が自転車にふさがれるのではない

でしょうか。また，車と反対方向から来る自転車が多いので，現実的にこの道は走れる

のでしょうか。 

夕方の場合は，大部分の自転車が南側から北側に走り，車と同じ方向に走るので，多

少自転車が多くても，そのあとを車が走っても，結構自転車も速いですから，それほど

いら立つことがなく，県民文化センターの横を走り抜けていけると思います。 

しかし，朝の場合には，坂を上がっていく自転車の数はただ事じゃないので，しかも，

左側は人がきちんと歩いているとか，自転車が更に内側に寄ってくるというと，完全に

道がふさがれるので，この実験は本当に成功するのだろうかと思います。 

一番簡単な方法は，居住者の車両以外はここに入れないということではないでしょう

か。それが多分正解だと思うんですね。居住者の車両以外の規制ということを強く言い

たいんです。車両が通行できないと，私たちはここで生活ができないので。それをお願

いしたいんです。多分ここを通る車にとってここは抜け道ですから，質の良いドライバ

ーは入ってこないので，その辺もお願いしたいです。 

次に，「図２－２」ですが，ここのカーブに関しては，趣旨はよく分かります。今，

問題になるのは，この地図で言うと，右上から左下に進む方，要するに，朝の通学時の

問題で，現在でも歩道から入ってくる所，あるいは，今回の場合ですと，ガードパイプ

２か所とありますが，自転車はこれをクリアして内側に入れるのでしょうか。 

そして，今まで危なかったのは，外周道路がなかったので，自動車から見ると，急に

自転車が目の前に現れるんです。ここを膨らませないことが，きっとこの箇所の安全の

肝であると思います。ですから，ガードパイプ２か所というのもそうかもしれませんけ

れど，茨城県に言って，県民文化センターの壁を削ってもらうということも必要なのか

もしれない。ここは，文化センターのただの飾りの部分ですから，ここを削って，もう

ちょっと直角じゃないようにしてくれというのは，安全にするには，とにかく，ここを

広くしないと危ないのだろうと思います。 

それから，先生もおっしゃっておりましたけれど，生徒たちは千波大橋の下をくぐる

ということは徹底しているのですね。ここは朝に渋滞ができる所なので，ここの横断歩

道は渡らないようにと指導しております。ですから，「千波２号」と書いてある公園の

外側の道路の向きとかですね，どちらかというと，横断歩道を渡りたくなるような角度

とか，かなりここも人が歩いていて，人と自転車の相性が悪い地域で，私もよくぶつか

りそうになるのですけれども，彼らもここで急に曲がるんで，自転車も運転しづらそう

なんですよ。ですから，公園の通路からまっすぐ横断歩道を渡りたくなるような角度を

調整していただけると，割とスムーズに道を渡ってもらえて車道に誘導することが可能

になるのかなという気がします。 
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この車道の通し方については，おおむね賛成なんですが，ここは，朝に渋滞が起きる

所ですので，この図で言うと，上側の部分を朝通る人は少ないんですが，いないわけじ

ゃないので，ここの渋滞している車両とそこを抜けていく自転車が干渉しないようにラ

インを引いてもらって，これより内側には停めちゃ駄目だということができれば有り難

いと思います。 

        委員委員委員委員    

私が一番気にしているのが，「図２－２」のＢ－Ｂの断面図です。金沢市だと 1.6mの

幅の道路で，車が通る所に自転車走行指導帯を設置しています。そのため，コミュニテ

ィバスが走るのですが，自転車走行指導帯をバスは踏みます。軽自動車の幅しかない所

もあるんです。そこをバスも踏みますし，普通乗用車も自転車が通る所を踏みます。で

も，踏んでも安全なのは，まず，歩行者の通路をきちんと確保して，自転車が通るとこ

ろは自転車通行指導帯なので，自転車は左側通行をするからです。例えば乗用車でもバ

スでも，自転車が来ているのに，そこにまともに向かってはいかないじゃないですか。

必ずどちらかによけますよね。しかし，歩行者の部分には入らないということで，自転

車と車がうまくよけたりして通行できています。 

そして，実際通行できている状況は，まずその前に条件があって，例えば，武家屋敷

という所ですが，観光タクシーなどの抜け道を知っている人の抜け道でした。そうした

ら，観光客が道を渡れないし，住民も生活が危ないということで，警察が自動車の時速

20km の規制と，ある所まで来たら許可車以外はこちらへ曲がれと誘導して，通り抜け

ができないような方策を採ったのです。 

それでまず，車の交通量が減りました。車の交通量を減らさないと，この断面図は非

常に厳しいと思います。また，同時に，ここは坂であるので，上っていく自転車はスピ

ードが出しにくく，下りる方はスピードを出しやすいので，下りていく車と自転車は共

存しやすいですけれど，向かっていく車と自転車は共存しにくい。 

それを何とか共存させるために，金沢市では，平面ではうまくいっています。しかし，

ここは坂であるから，ここを通る車は住民の車に限定しないと，部外者の何も分からな

い車が来た時は，その辺の理解ができていないので事故が起きるかもしれません。ここ

はなるべく住民だけが通れる時間帯規制か何か工夫をしないと，ちょっと危ないのでは

ないかと心配します。 

会長会長会長会長    

技術的なところもいろいろあるんですけれども，そこだけじゃなくて，「図２－２」

のＢ-Ｂ断面図で，幅員が 2.5mの所がありますよね。  委員さんがおっしゃっている

のは，車道の幅が 2.5ｍではなく，もっと狭められるよということですか。 

普通自動車の幅は２ｍはないですので，この車道 2.5ｍというのは，道路構造令とか

ですかね。基準の最低ぐらいを取っているのかな。そして，車道は 2.5ｍで，余った所

を歩道で我慢してもらうということなんですけれども，考え方として，今まで，車が優

先的だった所を，歩行者がいて，自転車がいて，車もいるんだから，どうしようかとい

ったときに，車には少し遠慮してもらって，まず歩行者用スペースを確保しましょうと

いったところですね。 
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それを確保した上で，自転車はどうするかというところで，自転車は，自動車と一緒

の所を走ってくださいと。そうすると自転車は危ないから，自動車は更に自転車を優先

させ，自動車は遠慮しなさいといった考えを示しているということでよろしいでしょう

かといったところです。 

更に進めると，今まで出てきた御意見は，ここを通る自動車は一方通行で，通り抜け

にかなり使われているのだけれども，それ自体がおかしく，通り抜けてもらう必要は全

然ないのです。本当だったら，通り抜けの自動車が入れないように規制してもらいたい。

生活者優先の道路でいいのではないかというような意見がいろいろ出てきたし，去年も

そのような議論をしてきたのではないかなと思うのですけれど，この辺の考え方につい

て，歩行者や，高校生などの自転車が安全に通学してほしいというのは，そのとおりだ

と思います。ただ，そのために，自転車を車道に下ろして，車と混在させるとしたなら

ば，今度は車の方に少し自転車に譲ってもらわなければならないこともあるでしょうね。 

そろそろ水戸もそのようにしましょうよといった考えではどうでしょうか。そうする

と最後まで残るのは，金沢市の例でも  委員が言ったところでは，自動車を追い出し

たときには，次に，歩行者と自転車との関係を考えなくてはなりません。今度は自転車

が横暴になってくるので，今度は自転車をうまくコントロールしなければならないとい

う話が，次の段階で出てくるのですよね。 

        委員委員委員委員    

金沢市の話ですが，交通規制によって周辺住民以外の通過車両をなくしました。そし

て，通過車両をなくして住民が歩きやすくなったと言いましたが，自転車通行空間の整

理はしていなかったのです。すると，自転車が学校へ行く時は一気に通り，帰りも一気

に通りますから，今度は歩行者が自転車を危ないと思うようになったのです。 

そこで，自転車走行指導帯を作って，自転車に左側通行を徹底させたら安全になりま

した。交通規制で車の量を減らし，今度は何もしなかったら自転車が横暴になるから，

自転車は左側通行であるということを徹底させると，以前は，自転車同士がぶつかる事

故があったのですけれど，それもなくなったということです。 

会長会長会長会長    

今までの議論についていろいろ意見があったのですけれど，皆さん，このような考え

方，自転車の今後の在り方について，今までの考え方で行くということについて，でき

そうかどうかといったことに関して，  委員さんは母の会の関係でいかがでしょうか。

うまくいくかどうかなどについて，どうでしょうか。 

        委員委員委員委員    

これでやってもらえるならいいと思うのですが，実際に交通規制が厳しくなった時点

で，自転車を利用している子供たちは，非常に戸惑いが大きかったのですね。その上で，

またこのようなものができてしまい，ここも通れなくなった，あっちも通れなくなった

といった場合に，慣れるまでに，やるのであれば思い切って，一回でやったほうがいい

のでしょうけれど，県民性からするとちょっと難しい部分もあるのかなと思う部分があ

ります。 

金沢市では結構成功しているみたいですけれども，それを水戸に当てはめた場合に，
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今でも車の一方通行の道路って多いのですよね。それで，外部から来る人たちは，水戸

は車を乗りにくいという話も聞きます。また，自転車についても，水戸周辺から来る高

校生が多いですよね。水戸の周りには，高校が少ないものですから。集中して水戸に子

供たちが自転車で通っているといったことがありますので，その辺から考えると，水戸

市でまず見本を示していただくのがいいのではないかと思うのですけれども，これを徹

底するということは，学校の方はどうでしょうか。うまくいきますかね。 

        委員委員委員委員    

ちゃんとやっているかというと，胸を張れない部分もないわけではないんですけれど

も，ただ，私も経年変化を見ていますと，特に左側通行について，30 年以上あそこで

見ていますが，最近は比較的守られているというのと，割と学校の先生が道に立つよう

になっています。 

特にお話はしませんでしたが，７月に生徒指導部の担当者を集めた会議を行い，その

責任者をやっているのですけれど，この地域の高校の生徒指導部の最大の問題は，接触

事故で軽いものを含めると，先ほど名前が挙がったような学校では，たったの４か月の

間に 10 件あったのです。また，生徒が亡くなった学校も１件ありまして，これはうち

の地区の喫緊の課題ですので，これを徹底してやるということは，各学校からかなりコ

ンセンサスも得られるし，やるならば今かなという感じもしておりますので，やるので

あれば成功させたいと思います。 

        委員委員委員委員    

実は，金沢市はインフラ整備だけをやったわけではありません。インフラ整備をやっ

た後に，道路管理者も警察もＮＧＯも住民も一緒に，毎月 15 日が自転車マナーアップ

の日となっていて，みんな毎月 15日に道路に立っています。 

最初は口で呼びかけていたのですけれど，口で言っても駄目なので，みんな，左側通

行とかレーンを走りましょうとか，イヤホンはダメとか書かれた，黄色で赤字の看板を

持って立っているんです。そして，おはようと声掛けをしています。その声掛けがみん

なの気持ちを変えていっています。 

最初は，レーンを整備した時に，ドライバーから文句が出て，私にも脅迫のような電

話が来たことがありますが，そのような脅迫が，今はなくなったのです。それはそのド

ライバー自身の方から聞いたのですけれど，毎月街頭指導をやっているのを見ていたら

本気なんだなと思ったと。最初，車の人は，パフォーマンスだと思っていたらしいので

すけれど，毎月やっているし，交通安全運動も春と秋がありますよね。また，マナーア

ップ強化の日といって，それ以外にもやるのです。そうすると１年を通してやっている

わけです。それを毎回見ていると，だんだんみんな本気なんだなと思ってきて，それで

遵守率が高いのです。 

整備した後にそのようなことをやっているので，他の整備した地域と比べると，金沢

市の遵守率が高いというのは，そのようなみんなの努力があるからなのです。 

だから，一番最初にバスレーンに自転車走行指導帯を作るというのは，まず警察庁か

らクレームが来ると思ったら，是非やってくれと言われてやったんです，やった後も何

かあったら困るというので，街頭指導を始めて，インフラ整備プラス街頭指導とか，そ
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れからもう一つは，マナー検定というのをやっていまして，各小・中学校でマナー検定，

また，石川県警は全高校にマナー検定というテストをやっています。ですから，座学も

ちゃんとやっています。そのような座学，街頭指導，現場指導を一緒に組み合わせてや

れば，徹底されてくると思うので，ただ作ったら守られるというのはあり得ないと思い

ます。 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。この審議会は水戸市自転車利用環境整備審議会となっていて，

利用環境整備計画を作っていくということなのですけれども，通常は全国で作っている

ような，ネットワークだとか，道路の断面をどうしますよといったハードだけではなく

て，ここでは，ルールの周知徹底やＰＲ，交通安全教室，取締り，駐輪問題も含めて，

最終的には，かなり総合的なものを作っていくということを考えています。 

それで，このＡ４判の最後のページに，「５ 社会実験の周知について」とありますが，

ここは，先ほど申し上げましたように，ハードだけではなくてソフトも含めて，新聞社

も含めて，全体的に市民の機運を盛り上げて本気度を示すと。そして，社会実験で終わ

らせるのではなく，水戸市の歩行者と自転車と自動車，それから，まちづくりまでにら

んでやっていきたいと考えているのです。 

ということで，この社会実験の周知は，本当はここを具体的にして，段取りを組んで

皆さんと協力してやっていきたいと思いますので，重ねてお願いしたいと思っています。 

御意見をいくつか頂きたいと思うのですが，  委員さん，これまでの意見を聞いて

どうですか。 

        委員委員委員委員    

昨日，人を案内して近代美術館に行ったのですけれども，正に今日の内容のことが実

感できました。 

私も，毎日自転車に乗っていますが，道によって歩道があったりなかったりというこ

とを感じます。この会場に来る時も，狭い道で，自転車が通ることができず，あとは歩

道になってしまうのですね。どうしようかといった思いをしているのです。 

私は，市民運動というか環境整備のための運動が必要だと思います。そのためには，

私は自転車で通っておりますが，その先頭に立つ人に習っていくという例が多いと思う

のですね。年配っていうこともありますけれど。今度の場合は，高校生が先達になるわ

けです。そう意味で，意識改革というか，君たちが個々の環境のリーダーなのだってい

うことを意識付けして進めていただければと思っているのです。 

子供から大人を巻き込んだ社会実験をやっていただいて，特に私が一番感じているの

は，自転車を乗る人の教育というか，意識改革が必要だなと。歩いている人の意識改革

が必要だなと思っています。車に乗っている人は，道交法に違反すると罰金があります

が，それ以外の方については，総合的な環境をみんなで作っていきたいというのが，毎

日自転車を乗っている私の意見です。 

会長会長会長会長    

  委員さんいかがでしょう。このように進めていくということに関して，どうでし

ょうか。 
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        委員委員委員委員    

先ほど  委員がおっしゃったように，2011 年に通達が出て，警視庁がまず先に自

転車は車道だよというアピールをし始めたとき，警視庁に苦情の電話を入れました。そ

んな危ない状況で，自転車を車道に下ろすとはどういうことなのだということを言いま

した。 

でも，今ではそこまで言われるなら車道を走ってやろうということで，毎日走りなが

ら，なるべく自転車が車道にいるということを認識してもらうという意味で車道を走る

ようにしています。安全だと思う面もあるのですけれど，それにしても，やっぱり走り

にくいなと思います。 

道路を拡幅して，車道も広い，歩道もあって，自転車も安全に通れる道路が作れるの

が一番良いのですけれども，いわゆる財政難で首を振るといった状況がどこへ行っても

ありますので，そのような夢のようなことは無理なのだろうと。では，どうするのかと

いえば，やはり，自転車が走れる路線を選ぶとか，車道の中での共有とか，そのような

中で，車のドライバーにもちょっとは我慢してもらわなければならないところもあるの

ではないかということで，是非検討してもらって，この社会実験はきっかけになってほ

しい。最初は多少苦情が出るかもしれませんが，少しずつ理解していってもらえばいい

かなと思います。 

会長会長会長会長    

他に御意見や御質問がありましたらお願いします。 

        委員委員委員委員    

私は自転車の小売組合の団体です。現在，茨城県でもだんだんと後継者が少なくなっ

ていますが，特に自転車に関する問題が出てきたのはここ 10 年ですね。その前は交通

では，自動車について言ってばかりだった。 

基本は，日本の交通問題をどう解くかです。全ての日本人として交通問題を改革せね

ば，社会の皆さんと仲良く生きていけないというような事態なのです。 

茨城県は，交通の自動車における死亡事故が全国でいつも 10 位以内なのです。有名

なのです，茨城県は。ということは，県民性とかではなく，茨城県民は恵まれた土地で

恵まれた生活をしているのです。だから，日本は法治国家と言いながら，なかなか今の

国の行政というのは，ここまでは国がやる，あとは各自治体でやりなさいよと。自治体

の予算がないと，先ほど言われたように，茨城県の道路標識問題で集まりもあったので

すが，市民が要望しても，国は予算がないということで，市に話が行ってしまうのです

よ。 

私が言わんとしていることは，日本では自転車に関する幼少の頃からの教育がないと

いうことなのです。自転車は乗れば車両なのに，何の教えもしないで自由奔放に自転車

を利用してきました。ところが，現在になって，法治国家の日本は自転車を歩道から車

道に下ろすということで大きな問題が出てきています。大事なのは事故がなくて自転車

が楽しく乗れるということです。 

先ほども言われましたが，水戸の歩道は茨城県の中でも最高に大きいです。自転車は

通行しやすい方を通るのであって，左側通行が良いと言っても，左側が通行できずに右
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側に行ってしまう。駅前交番から本署に行くにも結局右側通行です。要は，水戸がまず

この自転車の問題を心掛けて，茨城県で楽しく自転車に乗れる環境作りをし，それと同

時に，自動車優先の時代は終わったのですから，そこを楽しく生きられるような施策を

みんなで声をかけてやれば。学校の先生もおられますが，高校生に対して強い指導がで

きていません。 

ですから，この自転車利用環境整備が，他の都市が真似したくなるようなものになっ

てほしいと考えます。是非，自転車を楽しく利用していただけると有り難いです。 

会長会長会長会長    

交通指導なり交通教育なり，県警や学校でもいろいろやっているところでありますけ

れども，新しいこのような動きに関して，全国でもいろいろやっています。ただ，特に

現場に合わせてやっていくのが一番効くということがありますので，今度の社会実験に

合わせてタイミング良く，自転車の乗り方についてもＰＲや周知徹底をしていった方が

いいと思います。 

さて，時間ではあるのですが，先ほど県警さんから，個別の案件に関しては協議をき

ちんとした上で進めていきたいという発言がありました。 

それを前提として，今年度は幹線市道 39 号線と市道千波２号線において社会実験を

進めていく方向で良いでしょうか。 

またそれに関して，大きな方向として，幹線市道 39 号線については，自転車を歩道

から車道に下ろすということ。市道千波２号線につきましては，歩行者の通行帯を確保

した上で，車道部分に自転車の通行帯を設置していく。技術的に細かいところに関して

は御指摘もありましたので，工夫するところは県警と今後協議をすることもあると思い

ますが，このような形で進めていくことでよろしいということですが。 

２本の路線で社会実験を進めてよろしいでしょうか。また，大まかにこのような方向

で進めてよろしいでしょうか。 

        委員委員委員委員    

昨日も警察庁と国交省の委員会で話をしてきましたが，交通規制課長も標識・標示の

見直しを始めているとおっしゃっています。 

要するに，水戸は国際的にも注目されている場所なので，去年１年間で 1,340万人の

外国人が日本に来たが，今年は 1,800万人が来ると言われています。オリンピックの開

催時期くらいに 2,000万人を超えるだろうと言われている。この人たちはほとんど右側

通行の国から来ます。この人たちが日本に来てシェアサイクルやコミュニティサイクル

を利用して自転車を借りるということは少ないと思うけれども，そういうときに，実際

に見たのですが，中国人の団体が右側通行をして走っているわけです。彼らはそれが当

たり前だと思っているのです。そこには矢印がなかったのですよ。 

東京でも何を焦っているのかというと，矢印を書いてこちらを通りなさいと示さない

と分からなくなっている。実は，自転車専用通行帯は法律上決まっていますが，それは，

自転車専用と漢字で書いているので，既に通用しない状況になっているのです。 

これからの整備は，一目で，矢印でどっち方向か分かる，一目で自転車と分かるピク

トグラムを作ることが重要になってくる。それを人の目に触れて，車，歩行者，自転車



26 

 

からも認識されるように作るということが重要になってくるので，是非，水戸でこのよ

うなことを始めて，これを広げていただきたいと考えています。 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。補足すると，国交省でもマニュアルやガイドラインが整備

されてきました。それを国の検討委員会で検討して，効果的な大きさやデザインがまと

まりつつあります。ということで，今回の整備はできるだけ最新の知見を反映した形で

やっていきたいと考えています。技術的な，テクニックに関してはできるだけ良いもの

を使うということで，多少ここに示している図面とは異なってくる場合がありますけれ

ども，それを含んだ上で，この社会実験をやっていく，このような基本的な方針でやっ

ていくということでよろしいでしょうか。 

このようなことで県警さんとの協議に入るということですけれども，そのようなこと

でよろしいでしょうか。 

        委員委員委員委員    

時間の感覚だけは必要ですね。１月に社会実験をやるということですが，年内に全て

標示するとなると，工事期間も必要ですから。 

県民文化センターの脇などは縁石を移動させたり，その期間も必要だから，そのスケ

ジュールだけはきちんとした方がいいです。 

あと，ルールをここで決めたならば，その周知方法が大事です。  委員さんが言わ

れたように，街頭指導が社会実験の間に必要かもしれないから，その検討をやったら，

人数がどれだけ必要なのか。その辺は，早いうちに詰めておいたほうがいいです。もう

８月ですからね。そのスケジュール管理についてです。 

会長会長会長会長    

非常に多い関係者を動員して協力していただくといった意味では，１月又は２月に社

会実験をするにしても，夏明けには骨格を固めて関係者との調整に入ることが大事だと

思いますけれども，事務局さん，こういうことでよろしいでしょうか。 

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    

では，このように社会実験を進めていき，細部のデザインに関しては安全確保のため

に微修正がありますけれども，県警さんとの協議の下で進めていくことで御異議なしと

受け止めさせていただきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

目的のところで，連携しながらやる，啓発を行い意識の醸成を図るとありますが，一

番根本のところにもう一つ大事なことがあって，何となく自転車通行空間を整備しなけ

ればならないというのが先に来ているような感じがします。 

一番大事なことは，人と自転車と車が道路を共に分け合って使っていき，安全にして

いくために整備を行うということです。もし市民に伝えるときに，自転車通行空間を整

備するために社会実験を行うと説明すると，いろんな人から抵抗があります。金沢市で

やるときも狭い道路で，みんなから否定される場所だったので，抵抗がすごかった。そ
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こで，狭いからこそみんなで分け合わなければならないということを徹底していました。 

今，「図２－１」の金沢市の事例を見ていただければ分かりますが，信号確認や左側

通行という言葉は，わざと漢字で書いているのです。それは，金沢に新幹線ができて外

国人がたくさん来てます。この整備はそれ以前に行ったのですが，まず高校生でも一般

の人でも自転車は信号を守らなくてもいいと思っていたものですから，信号確認という

字を県警が入れさせてくれたのです。それから，左側通行についても，あえて，ルール

にあるけれど，書かないと分からないので書かせていただきました。また，最終的に矢

印を書かないと分からないので，矢印も書くことになりました。 

だから，一番の根本は，みんなを安全にするためにやるということを常に頭において，

自転車のためだけに整備するのではないということを，みんなが共通意識を持っていた

だきたいと思います。 

会長会長会長会長    

その辺りも，狭いところだけではなくて，車，自転車，歩行者における他者との関係

をどうするか，また，まちづくりとの関係をどうするのかということを背景にして話し

ていることは，皆さんも同じ認識を持っていただいていると思います。 

        委員委員委員委員    

今回社会実験ということで，部分的な取組であるということからすると，それ以外へ

の最大限の配慮が私はいつも気になるので，幹線市道 39 号線の交差部についても矢羽

根を入れてもらったり，今回，幹線市道 39 号線と市道千波２号線はバラバラですが，

通学する高校生の通学路としては一体ですので，その間をつなぐ細かいケアはもう少し

できるのではないかと思います。その辺は警察と協議しながら，もう少しケアしたいと

思っています。 

今，私も子どもを自転車に乗せながら毎日この道を走っているのですが，私は今回の

法改正があった後に，逆走が直感的に増えたような気がするのです。歩道を走っちゃい

けないということばかりが出てしまっているのですが，高校生には逆走は違法だよと気

づいたら言います。 

そのような意味で，ルールがこうだというよりも，車道の左側を走らないと危ないと

いうことが心から思えるので，別に色を塗らなくても車道の左側を走ります。社会実験

に関して高校生に指導される場合も，歩道の右側を逆走すると何が危ないかということ

を，車が幹線道路に入る時に逆の方向から来る自転車をひっかけやすいなど，なぜ歩道

を逆走すると危ないとか，実際そういう事故が多いということを分かりやすく高校生に

示しながら，高校生に一方的に指導するのではなく，水戸市外の高校生にも理解でき，

最終的には高校生が大人を指導してくれるような状態に，これをきっかけになってくれ

るといいと思います。一目でルールを理解することも重要ですが，根本を理解するとい

う努力もしてみたいなと思った次第です。 

会長会長会長会長    

最後になりますけれども，言い残したことがあるという方はいらっしゃいますか。よ

ろしいですか。 

細かい微修正はありますけれども，今年度は，社会実験を通して，自転車の取扱いを
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考えていく，共通認識を持っていくということで進めさせていただきたいと思います。

そのためには，皆さんと協力し，一緒に進めていくことが大事になりますので，是非，

お力添えをお願いしたいと思います。 

それでは事務局にお返しいたします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

それでは本日は長時間にわたり，熱心な御議論をいただき誠にありがとうございまし

た。皆様から頂きました貴重な御意見をきちんと理解し，今後の計画案に反映させてい

きたいと思います。 

今後のスケジュールについては，審議会資料の「２スケジュール」にありますとおり，

今年の９月に補正予算として議会に上程した後に，工事着工という形で進めていきたい

と考えています。順調に進みましたら，12 月中には工事を終えて，１月から社会実験

を開始したいと思っておりますが，拙速に進めても仕方がないという部分もございます。

御意見を頂きましたとおり，十分な協議，周知活動を通して，それから実施ということ

で，場合によっては事業実施自体が後ろにずれ込むことも可能性としてあろうかと思い

ます。引き続き協議を進めてまいりますので関係機関の皆様，どうぞよろしくお願いし

ます。 

 本日はどうもありがとうございました。 


