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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 28 年３月 22 日（火） 午後３時 00 分から 

 

３ 開催場所  水戸市役所南側臨時庁舎２階 大会議室 

 

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，川崎辰男，大野光一， 

 鹿倉よし江，百地榮子，澤畠政志，村田一弘，高橋晃浩，小泉恵三，関根義倫， 

 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，長谷川昌人，小石川美幸， 

坪井正幸，髙野裕一，前田英明，浅川勝彦，小田切幸司，上田航，加藤久人， 

大森幹司，遠藤稔，猿田佳三，小川佐栄子 

(3) その他 

委員欠席 加藤昇，勝山均，渡辺恭秀，横山香織 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

議題 

(1) これまでの検討経緯と今後の検討内容について（公開） 

(2) 市道千波２号線における社会実験の実施と結果について（公開） 

(3) 幹線市道 39号線の整備について（公開） 

(4) 自転車ネットワークの考え方について（公開） 

(5) その他 

 

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「第４回水戸市自転車利用環境整備審議会 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    

定刻となりましたのでただいまから第４回水戸市自転車利用環境整備審議会を開催

いたします。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。 

私，本日司会を務めます，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。 

まず，当審議会の会長である  から御挨拶を頂戴したいと思います。 

会長会長会長会長    

  でございます。前回の審議会は７月に開催いたしまして，かなりの時間が経って

しまいました。その間の経緯等については，後で事務局から報告があると思いますが，

ここで私からは，全国的な方向性について一つ紹介したいと思います。 

今年１月に自転車利用環境向上会議が京都市で開催されました。この会議は，こちら

にいらっしゃいます  委員が第１回を金沢市で始めました。第１回の内容は，自治体

とＮＰＯを主体としたネットワークについて行い，第２回目が宮崎市，第３回目が宇都

宮市，第４回目が今年ということになります。今回の会議は，出席者数が 200 名を超え，

会場は満席で，参加を断るくらいの状況でして，多くの自治体，コンサルタント，ＮＰ

Ｏの方が出席されました。 

ここで議論になったのは，大きく二つに分けられると思うのですが，一つは自転車を

中心とした交通安全教育及び指導の話。もう一つは，自転車をより良く活用していくと

いうことで，観光を含めた利活用ということでした。 

過去に会議を４回やってきて，最初の第１回及び第２回はハード整備を含めて，どの

ように自転車通行空間を確保していくのかという話が中心だったのですが，去年の宇都

宮市での第３回から，まちづくりの中で自転車をどのように使っていくのかという形で，

自転車の捉え方がより拡大・発展してきて，今年は交通安全指導，自転車の利活用の話

が中心でした。 

もうハード整備については，ガイドラインに従って粛々と進めていくところまで来た

と思います。そうは言っても，ハード整備はスムーズに進んでおらず，どうしようかと

国の検討委員会で検討されているところではあります。スムーズに進めていくにはどの

ようにしたらよいかということについて，国で議論は進んでいることと思います。 

そのようなことで，水戸市も今日報告があるような，社会実験における先行整備を行

ったところですので，今日はその話を聞きながら，水戸市の自転車施策を一歩二歩も進

めていくために御議論いただければと考えております。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    

 次に，役職者の変更によりまして，新たに当審議会の委員に御就任いただく方を御紹

介申し上げます。 

 水戸女性フォーラム副会長の  様です。 

   様には，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まして御協力を

いただきますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 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職員を紹介いたします。 
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水戸市市長公室長の三宅と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

交通政策課の大嶋と申します。よろしくお願いいたします。 

同じく，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。 

交通政策課の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

政策企画課長の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。 

都市計画部市街地整備課の上田でございます。よろしくお願いいたします。 

建設計画課長の大森と申します。よろしくお願いいたします。 

道路建設課長の猿田と申します。よろしくお願いいたします。 

道路管理課の遠藤と申します。よろしくお願いいたします。 

泉町周辺地区開発事務所長の加藤と申します。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。 

地域安全課長の高野と申します。よろしくお願いいたします。 

地域安全課の前田と申します。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。 

学校教育課の小川と申します。よろしくお願いいたします。 

政策企画課の小石川と申します。よろしくお願いいたします。 

新庁舎整備課の坪井と申します。よろしくお願いいたします。 

 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，会長に議事を進行していただくこととなります。 

 それでは会長，よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長 

 では，よろしくお願いいたします。 

 初めに，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。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 委員定数 19 名，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，同条

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。 

 以上御報告いたします。 

 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。 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。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，原則公開となり，同第７条により，会議録を作成いた

します。 

さらに，同第８条により，会議録につきましても，原則公開となりますので，御承知

おきください。 

次に，同第７条の規定により，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。 

まず，議事（１）「これまでの検討経緯と今後の検討内容について」及び議事（２）

「市道千波２号線における社会実験の実施と結果について」，事務局から説明をお願い

します。 
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執行機関執行機関執行機関執行機関    

 それでは，お手元に配布しております資料に基づいて説明いたします。 

「これまでの検討経緯と今後の検討内容について」及び「市道千波２号線における社

会実験の実施と結果について」を続けて説明いたします。 

まず，資料右上に記載しておりますページ番号によりまして，１ページをお開きくだ

さい。これまでの検討経緯と来年度に実施いたします事業をまとめております。委員の

皆様には流れについて再度御確認いただきたいと思います。 

本市では，平成 25 年度に当審議会を設置し，安全で快適な自転車利用環境の整備に

向け，検討を進めてまいりました。平成 26 年度は本市の自転車利用における現況，課

題の整理を行うとともに，社会実験を行うことを決め，対象路線として市道千波２号線

及び幹線市道 39号線を選定いたしました。 

平成 27 年度には，７月に開催した審議会において，社会実験路線の整備概要につい

て委員の皆様から御了承を頂いたところでございますが，当初の２路線から市道千波２

号線の１路線に変更して整備を行い，２月から社会実験を実施したところであります。 

平成 28 年度には，幹線市道 39 号線の整備及び自転車利用環境整備計画を策定してま

いります。なお，計画の重要な要素である自転車ネットワーク路線の設定に当たりまし

ての考え方につきましては，今年度中に整理をしてまいりたいと考えております。 

２ページから４ページには，これまでの検討経緯と今後の検討内容について詳細を記

載しております。 

次に，５ページを御覧願います。「市道千波２号線における社会実験の実施と結果」

について説明いたします。市道千波２号線は，御茶園通りからさくら通りへ抜ける全長

約 900ｍの路線です。 

この路線の区間①の全て及び区間②の多くが，歩道，センターラインのない狭小な生

活道路ですが，多くの高校生が通学路として自転車で通行しています。また，朝・夕の

時間帯には抜け道として通行する自動車も多いことから，狭い道路空間に歩行者，自転

車，自動車が混在している状況です。 

そこで，「整備方針」といたしまして，第一に，歩行者を守るために歩行者スペース

を確保することといたしました。次に,自転車につきましては，車道に通行位置を明示

いたしまして，いわゆる「車道混在」による通行といたしました。さらに，区間①にお

きましては，歩行者スペースを確保することと併せ，自動車の速度と通行量を抑制する

ことも視野に入れ，車道の幅員を 2.5ｍとすることといたしました。 

６ページから８ページは，市道千波２号線を整備するに当たり，委員の皆様を含め，

様々な御意見を頂きましたので，頂いた御意見とその対応について区間ごとに記載して

おります。 

代表的なものを紹介いたしますと，６ページを御覧ください。 

区間①においては，「車道幅員を 2.5ｍとして自動車の速度を落とす整備をするべき

である」との御指摘につきましては，道路管理者と協議し，通常よりも車道幅員の狭い，

2.5ｍで整備することといたしました。 

７ページを御覧願います。区間②においては，県民文化センター横の擁壁があるカー

ブでございます。 
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このカーブを通すのは危険であるという御指摘については，当初，ガードパイプを設

置するとしておりましたが，県警との協議を踏まえ，より自動車からの視認性が高いラ

バーポールを５本設置いたしました。通行指導を行っていく中で，更に３本追加して，

安全性を高めたものであります。 

８ページの区間③においては，「千波公園園路から出てきた自転車を交差点まで誘導

できるのか」という御指摘についてです。 

路面標示前は，ほとんどの自転車が，歩道を通って県民文化センター方面へ向かって

おりました。この自転車を，黄色で示した方向へ誘導できるのかという御指摘になりま

す。この御指摘については，あらかじめ，当路線の通行が多い４つの高校の全生徒に，

通行方法を示したお知らせを配布し，周知を行いました。また，通行指導で交差点への

誘導を行ったことにより，交差点を渡る動線は，すぐに形成されました。 

それでは，９ページ「整備概要」を説明いたします。市道千波２号線を区間①から区

間③に分け，10ページにまとめております路面標示を行いました。 

11ページからは，区間ごとの整備概要について記載しております。 

区間①は，まず歩行者の安全を守るために，外側線を引き，歩行者の通行スペースを

確保いたしました。また，他の路地とぶつかる箇所に写真のとおり自転車マーク，矢印，

青色矢羽根を設置して自転車の通行する方向を示すとともに，路地から出てくる自動車

への注意喚起も促しました。 

また，この区間には，幅員４ｍの非常に狭い区間があり，資料の右側の写真のとおり，

外側線を引くことで，かえって歩行者の通行スペースが確保できなくなるため，あえて

外側線を引かずに歩行者の安全を確保した箇所もございます。 

12 ページには，区間②の整備について記載しております。この箇所は，もともと広

い歩道が設置されており，自転車はこの歩道を通行しておりました。そこで，水戸土木

事務所の御協力を頂き，縁石を移動して，歩道の幅を 1.5ｍに狭め，自転車が通行しに

くい構造といたしまして，広くなった車道には，青色矢羽根を設置して，自転車の通行

スペースを確保したものであります。 

13 ページには，区間③の整備について記載しております。車道に，自転車ピクトグ

ラム，矢印，青色矢羽根を設置し，自転車の車道通行を誘導しております。 

この区間では，さくら通りを横断する交差点の自転車横断帯を消去することができな

かったことから，資料の図及び写真にありますように，千波公園園路への誘導を行って

安全を確保しております。 

 14 ページを御覧願います。こちらでは，社会実験の検証項目を記載しております。

市道千波２号線における路面標示によって，路面標示の効果及び課題，さらには自転車

の交通ルールが守られたのかという点から検証を行いました。 

15 ページには，歩行者，自転車，自動車の視点から，区間ごとに検証のポイントを

まとめた表を記載いたしました。歩行者が通行スペースを安全に通行できているのか，

自転車は車道を自動車との接触の危険性がなく通行できているのかなどを検証するこ

ととしております。 

16 ページは，路面標示前後で通行状況がどのように変化したのかをまとめたもので

す。 
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17 ページは，通行指導の様子です。地元住民の水戸地区交通安全協会水戸支部千波

分会の隊員の方，近隣の４つの高等学校の先生方，水戸警察署千波町交番の御協力を頂

きながら，交通ルール・マナーの遵守を呼びかけました。 

最初の１週間は強化期間として毎日行い，強化期間以降は，２月は一週間ごと，３月

からは毎月１日に実施することとし，特に４月の入学式以後については，再度強化期間

を設けて通行指導を行ってまいります。 

18 ページからは，高校生に行ったアンケートの結果についてまとめております。ア

ンケートは御覧の３校で実施し，２月は３年生が自由登校であったため，１，２年生を

対象として実施いたしました。 

20ページには，区間ごとの路面標示についての感想をまとめており，各区間とも「わ

かりやすい」との評価が多くなっております。 

21 ページは，路面標示の前と後での通行の安全性とマナーについての質問です。路

面標示の前後では，安全性について，「安全になった」，「変わらなかった」の回答がお

おむね同程度であり，マナーに関しては，「変わらない」との回答が多く，全体的には

路面標示の前後で通行の状況が大きく変わっていないとの認識が多いことが分かりま

した。 

22 ページからは，路面標示により自転車利用に関して意識の変化があったのかを聞

いております。「車道の左側通行」，「一時停止」といった交通ルールについては，路面

標示により，遵守する傾向が見られました。 

また，23 ページからの自転車運転のマナーについては，特に「並走」について改善

の傾向が見られました。 

25ページを御覧願います。「市道千波２号線を通行するに当たって，危険だと思う箇

所とその理由」を尋ねたものです。この結果を見ますと，区間②を危険個所に挙げる回

答が最も多く，その主な理由は，「見通しが悪い」，「幅員狭小」などの道路構造による

ものであることが分かりました。 

27 ページを御覧願います。「自転車を利用しやすくするために，どのような整備が必

要か」という質問に対しては，「自転車通行スペースの整備」を望む意見が最も多い結

果となりました。 

28ページには，アンケートの結果として，「①自転車通行空間の確保」，「②交通ルー

ルやマナーの周知」，「③危険個所」，「④自転車利用環境整備の方向性」の４つの視点か

ら，先ほど説明した結果をまとめております。 

29ページを御覧願います。社会実験の結果といたしまして,４点にまとめております。 

まず，歩道を通行していた自転車が車道に移り，歩行者の安全性が施工前に比べて向

上したことが分かりました。 

２点目といたしまして，自転車利用者の４割は安全になったと認識している一方，道

路横断箇所の増加と自動車との距離が近くなったことから，１割の方が危険になったと

の認識を示していることが分かりました。 

３点目といたしまして，路面標示により，自動車の速度や通行量に大きな変化は見ら

れませんでした。 

４点目といたしまして，自転車の車道左側通行や並走しないというルール遵守意識は
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向上したと考えられます。 

次に，今後の検討課題といたしまして，資料 30ページにまとめております。 

区間①においては，御茶園通りを渡ろうとする自転車が歩道上に溜まっており，歩行

者が通行できない状況が見受けられますので，安全対策を検討する必要があります。 

区間②においては，写真の道路横断部において，自転車，自動車のどちらが優先かと

いう認識が十分でないこと，また，自転車が安全に渡るために確認するスペースの確保，

自動車への注意喚起が必要と考えられます。 

区間①，②に共通しては，自動車の速度が低下していないことから，自動車の速度抑

制策についても検討する必要がございます。 

説明は以上となります。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございました。前回の審議会から半年以上たったのですけれども，その間，

事務局を中心として，関係者の方も含めて，ここまで来るのにかなり大変な，いろいろ

な御協議，御努力があったことを私から申し上げておきます。かなり大変な苦労があり

ました。そのような意味で言うと，今，報告があったところは，100％完全な形で仕上

がっているわけではないと思いますし，今後改善が必要なところがあるということであ

ります。 

 ここで御議論，御意見を頂きたいのは，この市道千波２号線を社会実験という名で，

先行整備なのですけれども，このような一つの事例を通して今後，水戸市の自転車施策

の取扱い，いろいろな他の交通手段がある中で，交通計画，交通システムを作っていく

中で，自転車をこのように取り扱っていくということでよろしいでしょうかということ

もあるわけです。 

そのようなことも中心に御議論いただきたいのですが，資料５ページに整備の方針と

いうことで，市道千波２号線の現状からどのように整備するのかということで，一番狭

いところでは幅員が４ｍですね。 

一方，通常幅員 4.5ｍのところはどのようにするのかということでまず考えたのは，

整備方針にありますとおり，歩行者空間の確保ということで，通常側溝の上を歩行者が

歩いていた，そこを，狭いけれども何とか歩行者のスペースを確保できないか，そのた

めには，自転車の車道混在を徹底するということですね。 

その結果，車道幅員を狭められる一番狭い 2.5ｍとすると。進んでいるところはもう

少し狭い空間を作っていると思うのですけれども，現段階でできることをやったと。何

よりも，区間③のところで，今まで，歩道を我が物顔で走っていた自転車を，車道へ出

したということです。 

そのような整理の仕方で，今後進めてよろしいかということですね。 

つまり，今，現状でこのようになっていて，問題はないだろうかということを，歩行

者，自転車，自動車の立場から，原則車道通行ということで行ってもいいか。 

今回は，高校生のアンケートについての簡単な紹介があったのですが，皆さん，御自

身で見てこられて，また，評判を含めていかがでしょうかということです。 

 まずは，そのような観点からの御質問，御意見があったら頂きたいと思います。活発

な御意見をお願いいたします。 
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        委員委員委員委員    

 簡単な確認をしたいのですが，資料 21 ページに，高校生に対するアンケート結果が

あります。 

今回やった対策は，歩行者に関しては，危険な要素はおそらくないと思いますが，社

会実験の結果でも「歩行者の安全は確保された」とあります。それは結構なのですけれ

ども，このアンケート結果だけを見ると，「通行の安全性」の「徒歩で通行」が 100％

「変わらない」となっています。 

これはなぜかと思ったら，たかだかサンプルが４名しかいませんから，高校生の中で，

徒歩でこの路線を利用している人がほぼいないという結果ですよね。この表はあまり意

味がないということでよろしいでしょうかという確認です。なぜ４名が「変わらない」

と答えたのかについては不思議ではあるのですが。いかがですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 御指摘ありがとうございます。サンプル数が４しかなく，掲載するかどうかについて

は検討したのですけれども，４名の方が歩いて通学されているという事実を表示したく

て掲載させていただきました。 

確かに，御指摘のとおり，傾向を探るには少ないサンプル数ですので，そのように御

覧いただければと思います。 

        委員委員委員委員    

 自転車の通行が車道に移ったという事実を持って歩行者の安全性は上がっていると

いう理解でよろしいのですよね。そこは確認ですけれども。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 そのとおりでございます。 

会長会長会長会長    

 そのような意味でこのアンケートを見ますと，この後の効果の分析をどのように考え

ているのかをもう少し説明していただきたい。 

 このアンケートをもって効果があったのか，なかったのかを示したいということなの

かについて説明してほしいと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 市道千波２号線の様子につきましては，朝・夕に高校生の通行が大変多い道路になっ

ております。ただし，高校生だけが使っているというわけではございません。今回は，

朝・夕に自転車が通っているという状況を鑑みまして，高校生を対象にした意識の変化

がどのように行われたのかということを中心に調査したものです。 

 これだけの結果で，社会実験の成果がどうだったのかということについて判断できな

いと思いますので，まずは多くの利用者がいらっしゃる高校生の意識がどのように変化

したのかということを調べるという目的で行ったものです。 

 来年度は，茨城大学様の御協力を頂きながら，地区の住民の受け止め方がどのように

変化したのかとか，そのような点を含めまして，総括的に社会実験の成果を取りまとめ

ていきたいと考えております。 

        委員委員委員委員    

 もう一つ確認したいのですけれども，もしかすると私が分かっていないのかもしれな
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いのですが，基本的に市道千波２号線は，例えば朝の時間帯の高校生の通行が多いとい

うことは何回も聞かれるのですけれども，何台通っているのか，そして，歩行者は何人

通っているのか，時間帯をどこで区切るのかということはありますけれども，そのよう

な基本的なデータはありますでしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 平成 28 年３月１日時点で，自転車は 434台，自動車は 289台通行しておりました。

歩行者の人数は確認しておりません。 

 調査時間につきましては，午前７時 10 分から午前８時 20分までの通行指導を行って

いた時間帯でございます。 

        委員委員委員委員    

 それは多いのか。少ないのか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 高校３年生が自由登校になっておりましたので，通常よりは少ない台数です。 

        委員委員委員委員    

 一応歩行者の人数を取ったほうがいいですね。 

会長会長会長会長    

 その辺の交通量のデータに関しては，事務局としては，最初の１年目の調査でいろい

ろ取っていますね。まずはそれがあるというのと，それとは別に調査をやられたという

ことです。また，我々の茨城大学で，歩行者も含めて，自動車のスピードや交通量，時

間帯別のビデオなどを撮ってありますので，市と協力して，４月，５月ぐらいに整備前

後の分析をもう少しきちんと行いたいと考えております。 

        委員委員委員委員    

 歩行者のアンケートを取っていないということだったのですけれども，先ほどのデー

タでは足りませんので，事後評価で大事なのは，歩行者に対しては確実に，ある程度の

数の人たちにアンケートをしてデータを取ってもらいたいと思います。 

会長会長会長会長    

 そうですよね。ここでやったアンケートは，一つは，このような形で今まで歩道を走

っていた自転車を車道に出すといった時に，一番問題なのは，県民文化センター横のカ

ーブの所と，丁字路の横断の所ですよね。あのような所を，自転車利用者が，危険だと

か問題だとか，緊急に何とかしなくてはならないところがあるのであればそれをしなく

ちゃいけないというところで，当事者に話を聞いてみるということが一番大事なのでは

ないかなと。 

おそらくカーブの所，見通しが悪いという意見が出てくるのは，構造上それは当たり

前なのかなと思いますので，そのような受け取り方でいいのかなと思うのですけれども，

そういう点では，緊急に何か危ないから，高校生から何か意見が挙がっているからここ

は何とかしなくちゃいけないという点はあったのですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 アンケートを実施し，回収するに当たりまして，高校の先生との意見交換をしており

ますけれども，特段，学校からは，このように改善してほしい，危険なので何とかして

ほしいという意見は今のところ挙がっていないということでございます。 
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 それから，先ほどの御質問に補足させていただきますと，会長から御指摘いただきま

したとおり，調査に入って１年目の平成 26年 12月に交通量調査をこの路線で行ってお

りまして，念のため申し添えますと，２時間，朝６時 30 分から８時 30分まで，調査時

間帯が変わっていて申し訳ないのですけれども，朝の歩行者の通行量は 81 人でござい

ました。今回通行指導をやっている中では，70 分間ということで単純比較はできませ

んけれども，参考までに申し上げます。 

        委員委員委員委員    

 自動車と自転車の通行量は。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

朝の時間帯，６時 30 分から８時 30 分までで，自動車の通行量は 336台，自転車は同

じ時間帯で 812台，歩行者の通行量は先ほど申し上げました 81 人，口頭で申し訳ござ

いませんが，御報告いたします。 

会長会長会長会長    

 今，高校生の利用者の数についてですけれども，校長先生，何か話題に上っていませ

んか。 

        委員委員委員委員    

 該当している学校の先生と話をする機会があんまり，ここでやりますとこちらからア

ナウンスはしたのですけれども，私は，先ほどの 81 人の歩行者の一人ですから，朝，

このルートを通って駅のほうまで歩いていくものですから，様子を見た感じでは，歩行

者はこの時間はあまり多くないのです。サラリーマンの方が駅のほうに向かっていくと

いう感じなので，比較的しっかりした人が歩いている。 

要するに，この地域は，一番気にしなければならない乳母車のようなものを押す御老

人の方が結構多い地域なのですが，そのような方との干渉は，時間がずれているのであ

まりないのかなと思います。 

ちなみに，資料 17 ページの写真を見ていただけると分かるのですけれども，実は高

校生がどこを走っているのかというと，白線と側溝の間を走っているのですね。だから，

こちらの企みどおり車道に出ていないのです。ですが，この時間はそんなにこれと同じ

方向に歩く人はほとんどいないので影響はないのだと思います。 

実際には自転車は狭い１ｍの範囲を走ってくれるようになったので，ある意味，自転

車と自動車の干渉は少なくなっていると思いますけれども，こちらが目指した歩行者と

自転車の関係が良くなったかというと，その辺は怪しいと思います。ただ，自転車が縦

に並んで走るようになったのは間違いない。 

 それと，区間②についてはすごく整備されて，ここでは自動車と自転車が入り乱れて

いて危険だったのが，解消されたという感じはあります。 

また，区間③の歩道を走る自転車はかなり減ったので，ここは歩行者目線から非常に

歩きやすくなりました。 

ただ，同じ方向に走るという議論しか今出ていないのですけれども，ここの道路は小

学生が横断するのですよね。自転車が縦に並んでくれるのはいいのですけれども，途切

れなくなりますから，小学生はいつまでたっても渡れません。本当にここを渡るのは大

変です。信号はないですし，自転車は次から次へと等間隔で来ますし，電車の時間で一
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気に来ますから。ある時間帯はなかなか小学生が渡れない。自転車が途切れても，自動

車の往来も激しいので，ここを横断して小学校に行かなければならないので，その子た

ちに対しては，多分この実験が始まってから，プレッシャーは相当高まったと感じてお

ります。 

今，高校生だけが相手ですけれども，実は小学生は逆に困ったことになっており，な

かなか道路を渡れない状況です。例えば，押しボタン式などの自転車対象の信号めいた

ものを設置して，とにかく小学生が今渡りたがっているという表示ができたら，きっと

小学生はもう少し渡りやすいのかなと思います。とにかく，自転車は信号がない以上，

高校生が止まることは考えられず，上り坂で止まりたくない所なので，そのような配慮

が必要なのかなと実際感じております。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございました。その辺，交通安全母の会では何か意見が出ていますか。ど

うでしょう。 

        委員委員委員委員    

 この会議の前に実際に道路を通ってきてみました。確かに高校生は，一列にきれいに

並んでいます。 

ただ，歩行者が安全かというと，ベビーカーを押しているお母さんが，ベビーカーを

押して，子どもの手を引いていくには，ちょっと歩道が狭すぎて，お母さんは相当神経

を使って歩いているのだなと感じました。 

それから，とにかく道路が狭いですよね。あそこまで狭いというのは想像していなか

ったのですけれども，自動車が１台通ってしまうと，それに自転車が通ったら，歩行者

はちょっと通れないかなと思って，いい方法がないのかなと思いながら今日は通ってき

ました。 

会長会長会長会長    

 ここは，歩行者と自転車と自動車の三者を通そうということで，みんなで仲良くする

にはどうしたらよいのかという考えなのですけれども，何よりも道路が狭いと。 

だから，本当は自動車が通らなければ一番良いと思うのです。あるいは，自転車も別

のルートを通せるかといったら，それは難しい。一番良いのは，ここを通る自動車は，

完全な通過交通ですから，朝の時間帯だけでも，住民以外の自動車を規制することが一

番良いと私は思いますけれどもね。ただ，それもなかなか，協議を行わないとできない。 

 それから，先ほど校長先生がおっしゃられた，御茶園通りに向かう上り坂なのですけ

れども，白線の外側，真ん中寄りではなくて，歩行者側の左寄りを走っていると。そこ

は路面標示と違うということで目論見どおりにいっていないということですけれども，

実は，目論見どおりといいますか，これじゃないとやっていけないということなのです

よね。 

ここは朝，大量の自転車が上っていき，夕方は大量の自転車が下りてくる完全な逆向

きになっているので，そこを，朝・夕同時に満足できるようなデザインは作れないので

す。だから，歩行者は，朝，正直に右側を歩いて下りてくると自転車とぶつかってしま

うので，むしろ，左側を歩いてもらわないと困ってしまう。そのようなことが実際にあ

ります。 
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 カーブの所とか，水戸土木事務所にいろいろしていただきましたけれども，その辺い

かがでしょうか。 

        委員委員委員委員    

 ハードを今日明日でやるということはなかなかできないから，認識してもらうという

ことでこのような路面標示を行い，それが受け入れられているのかどうかについては，

私も非常に興味を持っています。 

会長会長会長会長    

 水戸土木事務所には，縁石を移動してもらって，歩道を狭めて，車道を拡幅するなど，

いろいろ御協力を頂きました。それでここまでできたと思いますけれども，全体を通し

て，警察ではいかがでしょうか。このようなやり方に納得していただいて，このような

形で県のネットワークや市のネットワークを考えていくことに関して何か。 

        委員委員委員委員    

 先生がおっしゃったように，ここは，極めて道路が狭い，交通量がある，人家が張り

付いているということで，環境としては非常に良くない道路だと思います。その中で，

歩行者と自転車と自動車を混在させて交通事故を起こさせないようにしていくという

ことで，いろいろ各関係者が協力されていると思うのですけれども，我々交通管理者と

しては，交通事故が起きないことが最も大切です。皆様で知恵を絞っていただいて，ど

うしたら危険性が減っていくのかということについて考えていければと思いますので，

どうぞよろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    

 この際，皆さんから，ここはちょっと危ないのではないでしょうかとか，ここは何と

かならないかなどの御意見があれば，言っていただきたいと思います。 

今回ここを整備したのは，全国では警察庁と国交省が，自転車は車両だ，もう自歩道

じゃないのだというところなのだけれども，市ではなかなかそのようなものを進めてこ

なかった。このような時に，できるだけ自転車を車道に下ろしていくということで，歩

行者と自転車の交通事故を減らしていくということが趣旨ということで，このことに関

して，疑問や質問があれば，この際，皆さんから言っていただきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 資料 29 ページの社会実験の結果のところで，自転車利用者の４割は安全になったと

認識している一方，１割は危険になったとの見解を示しており，その理由として，道路

横断箇所の増加及び自動車との距離が近くなったことを挙げているということなので

すけれども，もうちょっと分析とか生の声のようなものはありますか。聞かせていただ

けると有り難い。ここが一番問題なのだろうと思うのです。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 御指摘ありがとうございます。関連するところは資料 21 ページ，問３のＱ１「あな

た自身の通行の安全性」というところで，ここで「安全になった」と答えた方が 40.4％，

「危険になった」と答えた方が９％でしたので，１割の方が「危険になった」という見

解を示しているという結果でまとめたものでございます。 

その一方で，「変わらない」と答えた方が 47.8％いらっしゃるということで，ここを

どのように評価するのかが難しいところでございまして，路面標示を行った前と後で
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「変わらない」という捉え方をするのか，車道を走るということを徹底したにもかかわ

らず，「変わらなかった」という評価だったことを，「よかった」と評価するのかは難し

いところでございます。 

危険だと感じている方のコメントを確認しますと，今までは歩道を走っていた状況だ

ったが，車道を走るようになったことによって，自動車との距離が近くなることから危

険になったという意見が散見されたということから，ここにまとめさせていただきまし

た。 

        委員委員委員委員    

 先ほど  委員がおっしゃった点で，一つ気になったのですが，小学生が道路を渡れ

ないということですが，それは，横断歩道ですよね。横断歩道を渡れないということは，

茨城県は別のことを何かやっていますか。 

 歩行者が横断歩道を渡ろうとしているときに，自動車が止まらない，自転車も止まら

ないというのは茨城県のルールですか。これは，やっぱり変えていかないと歩ける状況

ではないですよね。観光客が増えてくる，外国の方がいっぱいいる。茨城県に行ったら，

茨城県のルールで，歩行者が自動車や自転車優先と言って止まるのだという常識じゃ困

ると思いますね。 

そこをどう変えるかという，どこかで変えなければならないので，変えるためのすご

く良い教材だと思うのです。その辺は，学校では教えていらっしゃらないのですか。 

東京でも問題があるのです。手を挙げて横断歩道を渡りなさいと子どもに教えると，

救急車が来ても手を挙げて横断歩道を渡るのです。肝心なことを教えていないですね。 

だから，交通についてきちんと教えるということをやっておかないといけないと思う

ので，今回の場合，地面に描いたので，みんな誰でも，自転車はこっちの方向でこの辺

を通るのだなと分かると思うし，線が引いてあって，ここは歩行者が通るのだなと分か

ると思うのです。 

「見える化」されて分かりやすくなったらすごくいいと思うのですけれども，今度，

「見える化」の整備をどうやってみんなに伝えるかというところに知恵を絞らなければ

ならないと思うので，この辺は，交通管理者の方々の旗振りが重要だろうと思います。

ぜひ，その辺はよろしくお願いいたします。 

        委員委員委員委員    

 ちょっときつい言い方になるかもしれないのですけれども，ちょっと，雑なものを感

じてしまいました。 

なぜかと申しますと，自転車の交通量などを比較してみますと，金沢市の中央小学校

前というのは，これと同じくらいの自転車が通っておりまして，歩行者と自転車の通行

状況をビデオに撮ったのですけれども，事前の状況だと，駅に電車が到着すると，自転

車が 500台くらい通りまして，その時に小学生が道路を渡れない状況がございました。 

しかし，整備後は，自転車が通る方向が決まったことと，小学生，歩行者が渡る場所

があるのですけれども，そこの所でちゃんと渡れるようになるためには，自転車に対し

て，横断歩道に人が立ったら止まるようにと指導マニュアルを作って指導しました。 

だから，完璧に足を付けては止まらないのですけれども，間合いを計って止まるよう

になったりして，ちゃんと歩行者を認識するように変わってきているので，その辺の状
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況がきちんと取られていなければいけないと思うし，もう一つは，歩行者である小学生

が，どのような所を渡っているかとか，そのようなところもきちんと見て，そこにきち

んと渡る必要がある場所があるならば，横断歩道を整備するなりの対応が必要なのだと

思います。坂の途中で自転車に止まれというのは酷ですから，やっぱり平坦になった所

でちゃんと渡れるようになる場所を作ってあげるとか，そういう工夫をもっときちんと

して，やはり，その時間帯で交通弱者として考えられるのは小学生だと思うので，その

ような体制をきちんと取るということが，社会実験としても大事なことだと思います。 

会長会長会長会長    

 今の小学生の横断については，  委員がまとめてくれたとおりなのですけれども，

一つは，私は小学生の横断については，  委員に言われるまでそれほど気になるほど

見ていなかったのですけれども，ちょっと注意してみたいと思うのですが，一つは実態

として，小学生を中心とした横断がどうなっているのかということを見てみる必要があ

ります。 

それから，交差点などで人が横断しようとしている時，今回自転車にそのような指導

はしていないですよね。だから，次回は，横断しようとしている歩行者がいた場合は，

歩行者を優先させるということをやるということと，自動車にも何らかのことをやって

いくことができないかですね。 

茨城県では，人が横断歩道を渡ろうとしていても，自動車はなかなか止まりません。

なかなか止まらないですね。無理に渡ろうとすると自動車にひかれます。横断歩道では，

自動車を全部通してからでないと多分渡れないと思います。だから，全体を変えていか

ない限りは，なかなか厳しいかなと思います。 

 さて，皆様からの御意見があれば，この際，頂きたいと思うのですけれども。 

        委員委員委員委員    

 補足になるかもしれませんが，恥ずかしながら，この案内を頂くまで市道千波２号線

で社会実験が行われているということを知らなくて，今朝，回り道をして，市道千波２

号線を御茶園通り方面から自転車で通行したのですが，高校生の流れとは逆となりまし

て，車道の中側を走っておりますと，後ろから来た自動車にクラクションを鳴らされて

しまいました。 

矢羽根などが付いていてもこのような状況なのだと，非常にがっかりきてしまったの

と，ちょっと頭に来てしまいまして，「マークが見えないのですか」というぐらいのこ

とを言ってしまいました。茨城県や水戸市もそうですけれども，車道通行の教育が遅れ

ているなと思います。 

 また，普段，旧６号国道を通りますけれども，時々大型車が自転車の脇のぎりぎりの

所を通っていきます。信号で停まった時に，運転手さんに「今のは危ないじゃないです

か」と言うと，「白線の内側を自動車が走っていて何が悪いのだ。どこを通ろうが自動

車の勝手だろう。自転車こそ白線の外側を走りなさい」というようなことを，何度も言

われています。 

 やはり，そういうところで，自転車を追い越す時は，安全な間隔を保って追い越して

もらうとかですね，そういう教育をドライバーの方に徹底していただきたいということ

を自転車利用者からは言わせていただきたいと思います。 



15 

 

会長会長会長会長    

 今回，ここを整備するに当たりまして，自動車には何もやっていないのですよね。そ

れから，全市的なＰＲとか，マスコミとかに対してのＰＲのお願いとかは市道千波２号

線の整備ではやったのですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 今回の対象路線が生活路線という性格が非常に強いこともありまして，当初は幹線市

道 39 号線という大きい道路とともにＰＲを行うということも想定しておりましたが，

今回，市道千波２号線のみを先行整備するということになりましたので，ＰＲは沿線の

住民の方とか，非常に限定的なものになっております。 

会長会長会長会長    

 ４月になって新入生が入学した後，通行指導をやるのですよね。それだと，次に，幹

線市道 39 号線の整備もあるので，全体として，自転車だけでなく自動車も含めてこの

ように変えていくのだよということは，どこかの段階できちんと言っておかないと，自

動車に気づいてもらわないといけないといったところはありますよね。その辺をちょっ

と頭に入れておいてほしいと思います。 

        委員委員委員委員    

 実は金沢市でも同じような状況がありまして，香林坊という所の裏通りに，せせらぎ

通りという所があるのですけれども，そこでは，自動車は一方通行です。自転車は自動

車と一緒に走らないといけないのです。 

そこで何が起きているかということは，やってみて分かったのですが，高校生が自動

車に追い立てられて，「お前ら殺すぞ」と言われた事例も出てきました。そのような時

に，石川県警の規制課の課長たちと相談をしまして，自動車には，前に自転車がいる時

には追い越してはいけないのだということは，ちゃんと法定速度を守ればそうなるはず

なのに，そのことはまずいということで，そのことを何とか伝えなくてはいけないとい

うことで，法定外ですけれども，自動車のマークと自転車のマークを描きました。 

その時，私は「自転車優先」という言葉を入れようと思ったら，県警から「そのよう

なことは困る。だからこのような絵にしよう」ということでアイデアを出し合って，自

動車が自転車を追い越すのを，黄色のバツで示した法定外の路面標示を作ったのです。

それが結構効果があったというか，全国から見に来られる方がその写真を撮られており

ます。 

今，自動車というのは，自分たちが優先だという感覚で，自転車なんかどけという気

持ちがまだまだあるのですね。だから，自転車に対して路面標示をしたように，自動車

に対しても，法定外であっても路面標示をして教育をしていくということが，今の段階

なのではないかと思います。そのような工夫があってもいいのかなと思います。 

        委員委員委員委員    

 愛媛県で，自転車を追い越す場合は，1.5ｍ離れろということで，今，県を挙げてポ

スターを作成したり，ＰＲを行っています。これは，愛媛県が進んでいるのではなくて，

世界からは，ようやく始めたかという状態で，欧米ではこのことはずっと前からキャン

ペーンが行われております。法律で規制されているわけではないのです。でも，自動車

は自転車から 1.5ｍ離れて追い越しなさい。1.5ｍ離れることができなければ追い越す
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なということです。1.5ｍの根拠を尋ねたら，自転車が倒れたときに頭をひかれないよ

うということだそうです。 

ようやくそれが，どうやら台湾経由で入ってきて，愛媛県で採用されて，東京都でも

考え始めているということです。今そういう流れになってくると思うのです。どこかで

いいことを行うと広がっていく。そのようなことがあるので，それを考えたほうがよろ

しいかと思います。 

 もう一つ，これは今，法律的にいうと，自転車は軽車両で車両の一種だから，車道の

左側を自動車と同じ方向に走るのが原則です。例外はいろいろありますけれども原則で

す。しかし，原則どおりに走っている自転車を守れない行政ってあり得ないですよね。 

つまり，現実に市道千波２号線や幹線市道 39 号線がそうですけれども，一人でもそ

こをルールどおりに走っている人がいたら，ルールを破っても向こうへ行きなさいとは

言えないですよね。それが原則だということをいろんな自治体が考え始めて，子どもた

ちにもそのように教え始めている。その場合に，分かりにくさとか伝わりにくさという

のがあると思うのですが，ようやく市道千波２号線で始まったので，これがいろいろあ

ちこちでできてくると水戸市民だけでなく茨城県民，そして，ここを通る人たちみんな

が気付き始めるわけです。慣れの問題だと思うのですけれども，そこへ持っていくため

には増やすしかないのです。 

増やす時に，ちょうど資料 10 ページの整備概要のところに路面標示がありますが，

これ，事務局に文句を言ってはいけないかもしれないけれども，「路面標示」とタイト

ルがありますよね。この「標」は「表」です。法定外の場合は「表」です。 

それで，自転車ピクトグラムに関しては，先ほど見てきましたが，自動車で走ってい

るとちょっと見にくいので，時速 20 キロメートルぐらいのスピードで走っても見やす

いように，倍ぐらいの長さにして描くということも必要だと思います。それから，白色

の矢印はすごく見やすいので，もう少し矢印に幅を持たせたほうが分かりやすいと思い

ます。 

でも，よく工夫されていて，  委員の御指導のおかげかと思うのですが，細街路か

ら出てきた所の自転車ピクトグラムの向きが変わっているのはすごくいいと思うので

す。一方，矢羽根の向きが分かりにくいとか，矢印がはっきり分からないとか，たくさ

ん置くのはいいのだけれど，ピクトグラムが少し分かりにくいですよね。自転車のマー

クは，せっかくヘルメットを被せて，ライトも付けてかごも付いているわけですから，

そこがはっきり分かるように，車輪と人間がくっきり分かるように，スピードが出てき

た時でも分かるように，少し工夫をしていただきたい。他で展開する場合にはぜひお願

いしたい。 

 もう一つ，これは会長も含め何度も繰り返しおっしゃっておりますけれども，本当は

通過する自動車を規制するのが一番良いのですが，そこに住んでいる人が増えてきたし，

あそこはアパートとか新興住宅もたくさんできているので，そこに住んでいる人たちが

自動車で出かける時に出られないと話になりません。 

 少なくとも，半分くらいは通過交通ですよね。通過交通さえなくせば相当いいはずな

のですが，自動車は量が減ると，不思議にスピードが上がるのです。これからの課題は

どのようにスピードを落とさせるかということだと思います。 
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国交省が，ハンプだとか構造的，物理的に速度を抑制するための基準を発表しました。

ようやくこれで，日本でもあちこちで作れるようになるので，第１号は他でやってしま

うと思いますが，早めにそのようなものを作っていただいて，交差点ですとか，横断歩

道の手前ですとか，それから，幅員が狭い所，外側線も引けないような所の手前にハン

プを付けてあげたほうがいい。先ほど見てきましたが，自動車のスピードが相当速いで

すよ。 

時速 40キロメートルまでは出ていないにしても，時速 30キロメートルオーバーで突

っ込んでくる自動車が結構いるので，慣れの問題だと思うのですけれども，スピードを

落とさせる工夫を今のうちにしないと，周りの家の建ち方を見ていると，ちょっと怖い

なと思います。ぜひ，危険だと感じているアンケートの答えに応えるために早急にやっ

ていただきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございました。 

 市道千波２号線は先行整備ということで，関係者と研究しながら，次の水戸市の全体

に展開していくということです。いくつか反省点，改善点もあるということで，先ほど

の資料 10 ページのいろいろな路面標示，これはガイドラインですとか，他の事例を参

考にしながら作っていただいて，自転車のマークで，買い物かごとヘルメットを付けた

ものは全国で初めてかと思うのですけれども，そのような工夫は非常に良いと思うので

す。 

一方で，自動車から見たことを考えるともう少しシンプルでないとなかなか見えにく

いですとか，坂道では，見え方が違うとか，水戸市は坂が多いので，独自の工夫を今後

しないといけないかもしれない。このようなことも踏まえて今後の整備計画の中では，

ガイドラインは一般論として，水戸市の場合には，ここをこのようにやったほうがいい

というものがあれば，そこを考えていただきたい。 

 ここはちょっと危ないのではないかとか，ここはどうだとか特に私がこのように問題

を感じているといった場合には，ここで言っていただいたほうがいいと思うのですけれ

ども，後で全体を通して，御意見を頂きたいと思いますが，時間もないので先に進みた

いと思います。 

 何かここで，御意見がある方がいらっしゃったらお願いします。 

        委員委員委員委員    

    この審議会を設置して，水戸市の皆様は大変熱心にここまでやってこられました。私

は土浦市に住んでおりますから，大変感銘いたします。 

私，全国自転車商協同組合の理事長をやりまして，47 都道府県の自転車商協同組合

の方々と７年間接してきて，ここにいらっしゃる  委員とは何回もお会いしておりま

す。 

 今，茨城県は，交通事故死者数が 45 名で全国ワースト１位ですよね。これは県民と

して大きな恥なのですよ。 

私どもは，自転車商協同組合の助成を受け，中学校，高校において，自転車の安全点

検事業というのをやっております。 

今，交通死亡事故が大変多くなりまして，昔の日本というのは，自転車は単なるおも
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ちゃという感覚でおりましたが，本来ならば，今，  委員がおっしゃっていたように，

乗れば軽車両ですよね。日本は法治国家ですから。 

この問題で今御討議されておりますが，自転車に乗っている高校生が，私らもそうで

すが，法治国家でありながらも，法を守る意識といいますか，茨城県は特に天災，地震，

気候は温暖で何もない所，今日はたまたま地震がありましたが，平穏な県なのですよ。

ですから，水戸でこのように整備をされて，子どもたちが，このようなことをしてもら

ったら有り難い。ゆっくり気をつけて乗りましょうとなること，まずそれが一番大事だ

ということが感じられます。 

 それともう一つは，自転車は車両ですから，乗る前に整備点検ときちんとするという

ことです。 

また，要は県民性といいますか，心持ちですよね。心持ちが良くなれば，これまで水

戸市がこれまでやったことはね，県内の方が水戸市を見に来ますよ。そのような交通体

制になるかなと思ってこの審議会に参加していたのです。校長先生もおられるようです

が，子どもたちに，市役所ではこのようなことをやっているのだよ。これを守ろうよと

いうことを教えてもらわないと。 

信号が悪い，こっちが悪いとか言っているのではなく，あくまで既存のものを大事に

使いましょう。そのようにお願いしたいと思います。 

会長会長会長会長    

 今，  委員がおっしゃったことは，私が先ほど申しました自転車利用環境向上会議

で，子どもたちにどのように教えていくのかという時に，自転車は自分の道具だから，

整備もきちんと自分でやるといったことから教えていくことも大切で，交通ルールだけ

ではなく，人格形成ですかね。自転車とはそのようなものであるとかなり広く捉えてい

るところが印象に残りました。 

        委員委員委員委員    

 資料 26 ページに危険箇所と出ておりまして，区間②の急カーブの所における「道路

構造に起因する危険」が 74件と回答件数が突出して多いです。これは，12ページの写

真を見ていただいた方が分かりやすいです。県民文化センターの擁壁の部分で，今回そ

の前のゼブラゾーンになっている場所を県民文化センターからお貸ししていただき，動

線が確保できたわけで，大変感謝しておりますけれども，まさにこの坂に入っていく所

ですね，先ほどの 74 件の回答は，おそらくこの見通しが悪い所が危険だということで

御指摘されているのだと思います。 

先ほど，  委員と  委員と一緒に現地を見てきた時に，植栽の関係で若干見通し

が悪い箇所もございましたので，今回の動線の整備に伴う新たな危険箇所については，

ぜひ前向きに危険箇所の除去に継続して取り組んでいただきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 私からもその点について補足いたしますと，このカーブの所が危険であるとなってい

るのですけれども，これはカーブですから危険という意見が出て当たり前です。これは

元々自転車が歩道を走っていた時に聞けば危険という意見が出るし，スピードを出しす

ぎた高校生が壁に激突したということもありました。だから，ここは元々危険な所なの

ではないかなと思います。 
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 今回，自動車と混在させたので，その分危険を感じるのは間違いない。ただ，歩行者

と一緒に通行しなくなったので，その分，歩行者と自転車の接触はなくなったと。その

ような見方をしたほうがいいと思います。 

 他にございませんか。 

 ないようですので，次に，議事（３）「幹線市道 39 号線の整備について」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 31ページを御覧ください。 

 幹線市道 39 号線は，水戸駅南口から国道 50号バイパスまでの幹線道路であり，歩行

者，自転車，自動車の交通量が多い路線です。平成 26 年度に行った調査では，事故箇

所やアンケートによる危険箇所が区域内に集中しているとともに，比較的広い路肩が存

在し，整備を行った場合のＰＲ効果も高いことから，当初，市道千波２号線とともに社

会実験路線として整備することとしておりました。その後の市内部の調整において，整

備路線として変更し，整備区間を国道 50号バイパスまで延長して平成 28 年度に整備を

行うものです。 

 なお，この整備は，国庫補助金を活用して行うものであり，交付金額によっては整備

区間に変更がある場合がございます。 

 整備方針につきましては，32 ページに記載しておりますとおり，自転車専用通行帯

による整備形態を基本といたします。自転車専用通行帯は，道路交通法に定められた自

転車が通らなければならず，自転車を含む軽車両以外が通行してはならない車両通行帯

です。 

しかし，路肩が 1.5ｍ確保できない箇所もあり，その区間につきましては，市道千波

２号線と同様の車道混在の形態とし，自転車通行指導帯として，路面標示をしてまいり

たいと考えております。 

 また，全区間において，自転車の歩道通行を可とする自転車歩行者道の指定を外して

まいりたいと考えております。 

 33 ページを御覧願います。こちらからは，区間ごとの整備概要について説明いたし

ます。 

 掲載写真は，全て水戸駅南口から国道 50 号バイパス方面に向かって写真を撮ったも

のです。 

 区間①として，水戸駅南口駐輪場から幹線市道２号線の交差点部までです。この区間

は，最初の交差点部までは，１車線を使用して自転車専用通行帯として整備いたします。

自転車の通行スペースは幅２ｍで青く塗り，車道側へゼブラゾーンを設置して安全性を

高めます。また，自転車ピクトグラムと矢印を設置してまいります。 

 また，幹線市道２号線までは，右側の写真のように，広い路肩が存在することから，

路肩を青く塗って自転車専用通行帯といたします。 

 34 ページを御覧願います。区間②は，幹線市道２号線から市道駅南４号線までの区

間です。市道駅南４号線との交差部は，水城高校がある交差点です。こちらも写真のと

おり広い路肩が存在いたしますので，路肩を自転車専用通行帯とし，幅 15cm のブルー

ラインを車道の外側に設置するとともに，自転車ピクトグラムと矢印を用いて誘導して
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まいります。 

 区間③は，市道駅南４号線から国道 50 号バイパスまでの区間です。この区間につい

ては路肩が 1.5ｍ以上確保できない箇所があり，車道混在で整備を行っていきたいと考

えております。 

 交差点部の整備は，歩道に隣接する自転車横断帯を消去し，青色矢羽根により横断を

誘導することを基本に整備してまいりたいと考えております。 

 なお，使用する路面標示は，36 ページに記載しておりますが，実際整備するに当た

っては，先ほど委員から頂いた御指摘を反映してまいります。 

幹線市道 39 号線の整備は以上のとおりとなります。整備に関しては，今後も引き続

き，県警と協議を行ってまいりたいと考えております。 

会長会長会長会長    

 大まかな整備については，７月に開催した審議会と同じ内容ですね。前回の審議会で

一度，このような整備内容についてはお出ししていると思うのですけれども，再度ここ

で状況等を踏まえて御確認いただきたいと思います。 

 それでは，この件に関しまして，御意見，御質問等がございましたら，お願いいたし

ます。 

        委員委員委員委員    

 これはお願いなのですが，先ほど多くの委員の方が「茨城県は道路を横断しようとし

ている人がいるのだけれども自動車が止まらない」というようなことをおっしゃってい

ました。 

 現に昨年末ぐらいから年始にかけて，道路を横断している歩行者がはねられる事故が

起こりました。これに対して，警察でも取締りを強化して，ドライバーに対して注意喚

起を行ってまいりました。しかしながら，先ほど，  委員がおっしゃったように交通

事故死者数は全国でワースト１位となっております。 

また，自転車を乗っている方のマナーが果たして良いのかという問題もあり，右側を

通っている自転車がいっぱいいます。そのような現状がある中で，幹線市道 39 号線の

整備に関しまして，警察からは，よほどの慎重な御検討をお願いできればという，その

ようなお願いをしたいと思っております。 

        委員委員委員委員    

 二つ質問をしたいのですけれども，茨城県公安委員会はどのように判断をしておられ

るのですか。幹線市道 39 号線に関しましては，自転車歩行者道の指定を外すことにな

っておりますね。 

        委員委員委員委員    

 茨城県公安委員会は交通規制課の所管なのですけれども，自転車は車道の左側を走る

ことが原則であること，それはもちろんのことでございます。ただ，茨城県では，先ほ

ど申し上げましたとおり事情がありまして，果たして，車道が安全な所なのかというこ

とがございます。 

        委員委員委員委員    

 議論がおかしくなってしまってはいけないのだけれども，そうしたら，今までどおり

でいいのかということにはならないですよね。 



21 

 

        委員委員委員委員    

 ですから，そこで申し上げたのは，慎重な御検討をお願い申し上げたいということで

ございます。 

        委員委員委員委員    

 慎重の意味が分からないのだけれど，つまり，だから今触らないほうがいい。先送り

にしろということではないですよね。ということを聞きたいのです。 

        委員委員委員委員    

 実証的に安全なのかということも。 

        委員委員委員委員    

 安全については，全国でやってそう出ているわけですから。 

        委員委員委員委員    

 安全と言っても，場所によって違いますから。 

        委員委員委員委員    

 委員がおっしゃっていることはよく分かります。しかし，だから交通事故死者数がワ

ースト１位なのではないですか。ここは。何かやらなければ改善しないですよ。 

 それから，自歩道の指定を外すか外さないかは別として，外そうが外すまいが自転車

は歩道を通ることが多いのですよ。現実にここだってそうです。だって，横断歩道で歩

行者が横断するときは止まるのが当たり前とルールに書いてあるのに止まらないのだ

から。 

 それをどのように改善するのかといったら，横断歩道では止まりなさいと教育をする

のも大事だけれども，自転車ならば，自転車はここで止まれとか，自動車についても止

まらなくてはいけないのだということを示す路面標示だとか，矢印だとかを明示する。 

だから，先ほどおっしゃったように逆走についても，矢羽根を描いて，矢印を描いて，

市道千波２号線を見ていると，私が短い時間で見た限りでは，逆走はいないのです。 

描かなかった時は逆走をたくさん見ました。でも，描いたらなくなるわけです。 

つまり，描いたらましになるわけです。速度はゼロにはもちろんならない。完璧にな

るわけはない。だけれども，そういう努力は当然していくのだろうねっていうことを前

提にしないと話が進みませんよね。 

 やるのは怖いし，奨励もされていないので，先送りにしてというわけではないですよ

ね。それだけを確認したいのですよ。 

        委員委員委員委員    

 そこはですね。先送りというのも一つの選択肢なのではないかとも思っております。 

        委員委員委員委員    

 慎重にとはそういう意味ですか。 

        委員委員委員委員    

 それも含めてということです。 

        委員委員委員委員    

 目の前で事故が起きているのに，これを放っておくのですか。 

        委員委員委員委員    

 ドライバーに対する安全教育というお話がありましたけれども，人を先に渡らせると
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いうことを昔から繰り返しやってきてはいます。 

        委員委員委員委員    

 効いていないのですよね。 

        委員委員委員委員    

 効いていないです。しかし，これをやり続けるしかないのです。 

        委員委員委員委員        

 そう。やるしかない。 

        委員委員委員委員    

 そのようなことを合わせて全部，検討していっていただかねばならない。 

        委員委員委員委員    

 その効果が出るまで待っていられないでしょうということを私は言っているのです。

現実に周りはやっているのだから。東京みたいな混み合った所でも始めたのだから，こ

こでできないはずがないでしょうということを申し上げているのです。ぜひ，慎重にお

考えいただきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 どうもありがとうございました。 

 そうしますと，県警といろいろ協議しながら，御当地の事情も考え，一方，全国の動

向の中で，茨城県が置いていかれないようにすることも考えていきたいと思います。 

 一つは，市道千波２号線に戻りますけれども，私が実際に見ていて，かなりうまくい

っていると思うのですよ。それは，高校生への指導も相当に力を入れてやっていただい

たということもあると思うのですけれども，私は，自転車がもっと歩道を突っ切ってく

ると思っていたのです。いないわけではないけれども，ほとんどいないです。 

下りの自転車は，もちろん県民文化センター横のカーブの所の 1.5ｍ幅の歩道には絶

対に入ってこないし，朝，上ってくる時には，ピークの時にはみんなが指定どおりの所

を走っておりまして，一人二人がその列から抜けるということはまずないと思います。 

 ただ，昼間の時間帯，ピークを過ぎた時間帯には，一人二人の高校生が歩道を上がっ

てくるのをまれに見ます。それを私は捕まえて注意します。 

ただ，指導のおかげか，高校生に言ってあげると，こんなにも言うことを聞くのかと

思いました。だから，おそらく，高校生は，幹線市道 39 号線においても，きちんと指

導して，車道を走るのだと言ってあげれば分かるのだろうと思います。 

 もう一つは，交通事故死者数が例年ワースト３位くらいに入っていて，どうしたもの

かと思うのですけれども，その原因は分析されているのだろうと思うのですが，幹線市

道 39 号線に限ってみると，昨年度，詳細な事故データを出していただいておりました

よね。 

だから，全国で見られるように，自転車の事故というのは，単路の部分ではなく，交

差点で起こっているということが出てきているので，そのようなことを考えると，原則

通り車道に下ろしていくというのは，私自身は間違っていないのかなと思っているので

す。一方で，警察も懸念があるということですので，そこは十分な教育をしないといけ

ないと思います。 
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        委員委員委員委員    

 以前の審議会で，警察から出していただいている幹線市道 39 号線の詳細な事故デー

タ，あれはまさに物語っていて，やはりあれを見て，８割から９割は逆走をしていたと

か，交差点で，出てきた自動車に引っ掛けられています。 

それを防ぐために，逆走をするな，左側を走れ，出てくる自動車に対して，ここは自

転車が通る所であると，指導の中でも，自転車は車道の左側を走るということを言われ

ているわけです。 

ですから，まともに走っている人を守れるように，最大限の標示をやっていくべきだ

と思います。まさに事故の客観的データがあり，説得力がありますので，  委員がお

っしゃったように，もう少し長い区間の事故データを分析したら，予期しない事故が防

げるかもしれませんし，そういう意味では，あのようなデータが既に出ている中で，こ

こで対策を行うことは，間違いなく安全になると私は確信していますが，もちろん慎重

にいくべきことはそのようにすべきと思います。 

会長会長会長会長    

 事故を防ぐことになるのではないかということが，自転車政策を専門にやってこられ

た方の御意見かなと思います。 

 他に，これに関しての御意見，御質問はありますか。 

        委員委員委員委員    

 幹線市道 39 号線は，私が日頃から利用している道で，坂道で自転車が，駅に向かっ

てすごいスピードで降りてくるのですよね。 

会長会長会長会長    

 それは，歩行者としてか自動車を乗っていてかのどちらでお感じになったのでしょう

か。 

        委員委員委員委員    

 自動車を乗っていてです。それで，自転車の通行する場所を線引きするというのは良

いことだと思うのです。ただ，私が自動車の免許証の書換えをしてきた時に，茨城県は

交通事故死者数がワースト１位であることも聞かされました。その中で，高齢者の事故

が一番多いというデータが出てきているので，やはり，自転車をまちづくりに入れてい

くということを考えた時には，高齢者もいるし，先ほど話にあった，ベビーカーを押す

方もいるということも含めて，線引きの構図は必要だと思います。 

会長会長会長会長    

 ドライバーにも高齢者はいるし，自転車にも歩行者にも高齢者がいるということなの

で，高齢化を考えた時に，どのように安全を確保していくかということですよね。他に

いかがでしょう。 

        委員委員委員委員    

 社会実験ということなので，市道千波２号線の結果を聞かせてもらうと，前後の比較

が足りなかったなと思います。ですので，幹線市道 39 号線の整備をするときには，何

を狙うのかということですね。今の状態を客観的にとるとすれば，動態を抑える。 

一つは，ビデオカメラ撮影というのも方法としていいと思うし，それと主観的には事

前に，このような狙いでやりますのでという周知を，歩行者と自転車と自動車に対して
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できればいいかなと。それをやった後，もう一回フォローして，どのようになったか。 

社会実験なので，危険性も少しあるなど，そこはきちんと周知を行って，力をもう少

し注いでくれると結果として良くなるかなと思います。 

会長会長会長会長    

 その辺，事務局でも，周知とＰＲについて頭に入れてほしい。それから，きちんと事

前事後の効果分析ができるように。 

 市道千波２号線については，大学で事前のデータを取っておりまして，市としてもも

う少しきちんと分析をやっていきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 数年前まで，県民文化センター付近の，市道千波２号線の坂を上がった途中で市民農

園を作っており，そこで近所の人たちと交流があったのです。高校生に対するアンケー

ト結果については，興味を持って見ました。確かに良くなっていると思います。私が市

民農園を作っていた頃と比べて全然違います。 

 そこで，地元の住民の方々はこのことをどのように受け止めていらっしゃるのかにつ

いて知りたいと思ったのですが，地元の意向はどうなんでしょうか。 

会長会長会長会長    

 地元とどのように進めてきたのかとか地元の受け止め方ですね。その辺をお願いしま

す。手元に，住民の人たちに関してのアンケート結果とかがありますけれども，この辺

のこととか，市道千波２号線についてどのように捉えているのかなどをお願いいたしま

す。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 ２種類の参考資料を配布いたしました。市道千波２号線の通行方法に関するアンケー

ト調査とその調査報告ということでカラーのものです。 

 私どもは，市道千波２号線を整備するに当たりまして，地元の町内会の皆様の御意向

を把握しておきたいということで，茨城大学に御協力を頂き，事前のアンケート調査を

実施いたしました。 

 また，工事を施工する前には，地元説明会ということで，地元の方々にお越しいただ

きまして，意見交換をさせていただきました。意見交換の際には，このような整備を行

っていきたいという説明に対して，事前に高い評価を頂きました。 

 事後の調査といたしましても，再度，茨城大学に御協力を頂きまして，地元の住民の

皆様にとってはどのような評価だったのかということについて詳しく調べていきたい

と思っております。 

 本日の審議会で，委員から御発言がありましたとおり，自転車通行環境のルール化が

された一方で，小学生の子どもたちの安全性はどうなったのかという重要な御指摘がご

ざいましたので，そのようなところは，路面標示とは違う，新しい課題ということで，

きちんと受け止めて，その改善等をきちんと進めていきたいと考えております。 

会長会長会長会長    

 ちょっと補足しますと，付属のアンケート調査は，市と我々でやったのですけれども，

最後のほうに，「どのような整備を望みますか」ということで，今回やったような整備

案と，「整備しない」，「現状のまま」，その間に二つ案をおいて，四つのうちどれがいい
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かという質問に関しては，ここを歩行者，自転車利用者，自動車利用者として利用する

時に，皆さんが，今回整備したこの形がいいということで意見を頂き，皆さんの御意見

のとおり，整備を行ったという結果になりました。 

 実は，私も市道千波２号線の沿線に住んでいるのですけれども，何度か歩いている人

に聞いてみましたら，非常に良くなったという意見が多いと私自身は感じております。 

 もう一度，４月か５月くらいに地域住民に対してアンケート調査を行い，良くなった

か問題点はあるかということを確認したいと思っております。 

それでは，議事（４）「自転車ネットワークの考え方について」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 37 ページをお開きください。 

 来年度，自転車利用環境整備計画を策定するに当たり，計画の重要な要素として，自

転車ネットワーク路線の選定があります。 

 自転車ネットワークとは，短期間で，全ての道路に自転車通行空間を整備することは

現実的でないことから，移動目的や施設の立地状況に応じて，連続性を持った自転車通

行空間を整備することを目的に，優先的にネットワーク化を図る路線を選定するもので

す。 

 本審議会では，自転車ネットワーク路線の設定に当たっての基本的な考え方や，ネッ

トワーク化すべき地域の抽出について御検討いただきたいと思います。 

 38，39 ページには，水戸市の自転車利用に関する状況と課題を記載しております。

特に，39ページの２「対象となる自転車利用目的」は，市民アンケートによりますと，

通勤，通学，買い物であることが分かります。また，上位計画及び関連計画におきまし

ても，自転車施策を位置付けており，これら計画との関係性についても考慮する必要が

あります。 

 そこで，41 ページにおいて，どのようにネットワークを考えるかという視点をまと

めました。 

 先ほどの市民アンケートによりますと，通勤，通学，買い物が自転車利用の主な目的

であることが分かります。また，上位計画及び関連計画において位置付けられておりま

すように，観光の振興と中心市街地の活性化は本市にとっての重要な政策課題であり，

自転車を活用することにより，回遊性の向上を図ることが求められておりますことから，

「通学支援」，「日常生活支援」，「まちなかのにぎわい支援」の３つのポイントを，ネッ

トワークを考える上での基本的な考え方としてお示しいたしました。 

 また，42 ページを御覧願います。ネットワーク路線を設定する上での基本的な考え

方をまとめております。 

「ネットワークの効果を早期に発揮するため，既存の道路や事業中の道路から構成路

線を選定すること」，「通勤，通学，買い物及び観光の各目的が重なる水戸駅周辺から段

階的に整備範囲を広げていくこと」，「新たな路線整備時等には，自転車通行空間の確保

を推進すること」の３点を，ネットワーク路線を設定する上での基本的な考え方といた

します。 

さらに，路線選定の要件といたしまして，「拠点間連絡」，「既存路線・施設の有効活

用」，「ネットワークの連続性」の３つから選定してまいりたいと考えております。 
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 まず，43 ページでは，高校及び大学の立地状況から「通学に係る地域」を抽出して

おります。44 ページでは，商業施設の立地状況から「買い物に係る地域」を，45 ペー

ジでは，観光施設の立地状況から「観光に係る地域」をそれぞれ地図上に示しておりま

す。 

46 ページでは，これら３つの地域を重ね合わせた地図を記載しておりますので，今

回は，自転車ネットワークにつきまして，本市の考え方を整理するに当たりまして，委

員の皆様からきたんのない御意見を頂きたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    

 来年度，自転車利用環境整備計画を考えていくに当たり，ネットワークの考え方が示

されているのですけれども，今日は御意見を伺うといったことでよろしいですね。 

 では，皆様から，アドバイスや御意見を頂けたらと思います。 

        委員委員委員委員    

 資料 42 ページの考え方で，視点①・②・③というのは，もし，整備に入ったら，整

備の優先順位の１位，２位，３位ということと関係があるのでしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 資料 42 ページの路線選定の要件で，視点を三つ考えておりますけれども，それぞれ

について，順位により優劣を付けているわけではございません。列挙しているだけでご

ざいます。 

        委員委員委員委員    

 そうすると，この視点に当てはまる路線をピックアップすると，そのどこから整理す

るかという優先順位はその後，別の話になるのですか。そのことは，ネットワーク計画

では扱わないということですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 ネットワークの考え方についてですけれども，平成 28 年度に策定を予定しておりま

す自転車利用環境整備計画の中にネットワーク計画を位置付けたいと考えております。

ですので，この自転車利用環境整備計画自体を何年間の計画期間で考えていくのかが，

非常に重要な点であると考えております。 

例えば，５年間で考えるということですと，抽出される路線はかなり限定的と考えら

れますし，また，20 年，30 年という長い期間で考えていくということになりますと，

もう少し抽出する路線の数が増えていくということになります。 

また，今回お示ししている，地域の考え方でございますけれども，中心市街地に限る

ということですと狭い面積で限定して考えればよいと思うのですが，水戸市内には高校

が市街地の外側に点在しているという状況がございます。そういった点からも，どのよ

うなエリアで考えていけばよいかということも市としては結論が出ていない状況でご

ざいます。 

今回は，この対応について初めて審議会の委員の皆様にお示しするという状況でござ

いますので，これを一つの議論の材料にしまして，水戸市にとってはどうあるべきかと

いうアドバイスを頂戴できればと思います。 
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会長会長会長会長    

 自転車ネットワーク計画というのは，全国の自治体で作ってきていると思うのですけ

れども，計画に基づいて着々と進んでいる自治体もありますが，作ったのはいいが，全

く整備が進んでいない自治体もあります。 

計画がないと，なかなか方向性が定まらないということで，作らなくちゃいけないと

思うのですが，実際に実施していくことができるように，整備の形態ですね，車道混在

か自転車専用通行帯か自転車道か，そのような整備形態と，それから，事業費について

も考えながら，実際に何年でここまでやるということもめどを付けていただきたい。 

計画だけ作って何もやらないということが結構多いので，そのようなことがないよう

に。特に，市道千波２号線でやったように，または，来年度に整備を予定している幹線

市道 39 号線でやろうとしている，具体的に自転車が走って改善したほうがいいという

点は，どんどん実行できるような計画にしていただきたいと思っています。 

        委員委員委員委員    

 個人的には，路線を抽出する段階においても優先順位のようなものがあってもよいの

かなと思います。優先順位がなかったら，全部の道路ということになってしまいます。

事故が多い所とかよく利用されている所とか，そのような優先順位が，選ぶ時にあった

ほうがいいかなと思います。 

        委員委員委員委員    

 質問なのですが，資料 42 ページの視点②のところで，自転車専用道路と自転車歩行

者専用道路が整備されている路線をうまく使おうということなのですが，45 ページを

拝見すると，サイクリングロードが赤線で描いてあって，サイクリングルートが点線に

なっていて，駅の北側に点線があります。この点線が商店街の真ん中を貫いていますよ

ね。 

私，いろいろな所を見ているのですが，自転車専用道路というのはどこにあるのでし

ょうか。それと，自転車歩行者専用道路はどこなのでしょうか。 

 いくつか見ると，自歩道指定されている所の話のようですが，自歩道指定されている

所だと困ってしまうのです。 

        委員委員委員委員    

 自転車専用道路と自転車歩行者専用道路というのは，道路法で道路管理者が指定して

いる所ですよね。 

        委員委員委員委員    

 ですよね。道交法上は，自歩道になっていると自転車は徐行ですよね。サイクリング

はできないですよね。意味が分からないのです。 

それについて教えていただければ有り難いです。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 資料 45 ページに赤色の実線と点線で示されているルートでございますけれども，こ

の赤の実線で示されている所がサイクリングロードで，赤の点線の所は，レンタサイク

ルの管理をしている水戸観光協会で，サイクリングを推奨する道路としてマップに表示

してある所を地図に表示しているものでございますので，御指摘の自歩道である点です

とかそのようなものがこの図上に表示されてしまっております。 



28 

 

 その辺は，既存の通行空間の指定等に捉われないで，きちんと整理してまいりたいと

思います。 

会長会長会長会長    

 歩行者と自転車が一緒になっている自歩道のような所は，自歩道として使っていくの

ではなく，そこも再度検討していくということですね。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 資料 45 ページには，観光に係る地域ということで，点在している観光スポットであ

るとか，あとは推奨するサイクリングコースとしてどのような所が示されているのかと

いうことを，参考までに提示させていただいたものです。 

会長会長会長会長    

 サイクリングロードは，全国的に９割方自歩道で歩行者と共存なのですよね。その問

題認識については混乱しているので，サイクリングロードがいいとは思わないでやって

いただきたいのです。 

        委員委員委員委員    

 ネットワーク化すべき地域の抽出という考え方としては，このようなものを挙げまし

たというのはいいのですが，資料 46 ページのように，一番重なった所に，というのは

間違っている気がします。 

一番大事なのは，まず，今自転車がどこの路線をどうして走っているのかとか，そう

いう現実をしっかりと調査すること，現状を調査することが一番大事だと思います。 

そして，先ほどの観光ルートも，本当にここは自歩道なのかとか，そのようなことを

きちんと調査して，では，それをどのように改善するのかとか，そのようなこと含めて

やっていかなければならないので，やっぱり優先順位としては，自転車利用者が多い所

で，そして安全を図らなければならない所とか，そのように一つずつ段階を決めていく

ようなルールを作っていくことが必要だと思います。 

会長会長会長会長    

 資料 38 ページにも書いてありますとおり，利用状況は把握しているのですよね。そ

こをきちんと押さえていくということですね。 

私としては，市道千波２号線のように，高校生の通学のルートになっていて大量の自

転車が通る所は優先的にやっていくべきだとは思いますけれどね。 

   先生が言われたように，優先順位をしっかり付けていただきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 お願いですけれども，資料 39ページに，「道路利用者のマナーの向上」とあります。 

自転車ネットワークを作る上で，東京では先ほど  委員がおっしゃったように，も

のすごく苦労して，路線バスと自転車の住み分けをして，今はうまくいっているのかな

と思いますが，ネットワークの中で，バスと自転車，歩行者も含めてルール作りをしっ

かりして，それを周知する必要があるのかなと。 

もちろんバス会社に対しては，バス協会でこのようにやりなさいと指示します。さっ

きの 1.5ｍのルールとかですね。 

 反対に，幹線市道 39 号線については，自転車の逆走がすごく多くて，バスの運転手

からすごく苦情が来ています。だから，それについてもしっかりと，ネットワークと併
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せてルールを作って，ソフトの面もしっかり対応していただきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 警察でもおっしゃっていた交通事故を減らしていきますよというときに，狭い範囲の

部分だけではなくて，歩行者と自転車と自動車，子どもから大人まで含めて，水戸市内

の交通ルールに従っていないという所を改めて考えていくと，そうでないと駄目ですね。

ここだけ作ったらいいというだけではなくてね。 

 全体を通していかがでしょうか。 

        委員委員委員委員    

 ちょっとタイミングを逸してしまったのかもしれないのですけれども，国土交通省の

ほうも，先ほど  委員から話がありましたけれども，生活道路の安全対策において，

モデル地区ということで手を挙げていただいたら協力しましょうよということを始め

ました。 

今のところゾーン 30 とかぶることが多いのですけれども，それ以外の，ハンプにつ

いてもその中の対策として検討するのですが，なかなか地元の了解が得られないでいま

す。逆に危ないとか，なかなかできないこともあるのですけれども，実験的に，一時的

にハンプを付けてみるとか，そのようなことをされている所もあるらしいです。 

        委員委員委員委員    

 議論をしていても分からない。やってみないと分からないということがありますから

ね。 

        委員委員委員委員    

 地元の御理解が必要であるとの話を聞いておりますが，一つの事例として紹介したの

ですけれども，一部については，ちょっとした調査をお手伝いするようなことも聞いて

おりますので，うまく利用していただければと思います。 

会長会長会長会長    

 市の方，市道千波２号線の整備はこれで終わりではないですよね。まだ残された問題

もあるから，ちょうどゾーン 30 は良いと思うし，ここだけではなくて，他の箇所もい

っぱいあるので，ぜひ，今の御指摘を生かすように，手を挙げるようにお願いしたいと

思います。 

        委員委員委員委員    

 事前に自治体への周知期間がありまして，水戸市にお話をした時に，当該路線につい

てもお話が挙がってきたのですけれども，事業を面的に進めなければならないこともあ

りまして，今回は，他を優先してしまったのですけれども，手を挙げるチャンスは随時

ございます。 

        委員委員委員委員    

 前に国土交通省で，大工町から赤塚駅までに自転車専用道路を作るというような，あ

るいはバス停を作るという構想を出された時がありましたよね。 

会長会長会長会長    

 今回は自転車ということですけれども，水戸市は並行してバスのまちづくり，とにか

く，交通まちづくりという言葉もあるように，水戸市全体でまちづくりをどんどんして

いこうということが根底にありますので，狭い範囲で考えないで，先ほどの子どもの健
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全な成長といいますか，そのようなことも含めて，ルールを守ることを教えるというこ

とは必要で，ルールがあるのにきちんと教えないというのは完全に間違いですので，そ

のようなこともきちんと教えていただきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 基本的な考え方の後押しなのですが，選ぶルートというのは生活をしているのであれ

ば，どこでも自転車は通ってしまうのだから，ここを通ってくださいという話は難しい。 

そう考えるとやっぱり，現在の需要，事故が多い所をきちんと入れて，それに対して

どんなことをやるのかというのが整備計画だと思いますので，そうなってほしい。 

そして，社会実験も，整備の重要なツールですよね。そのために今，社会実験を行っ

ているのですから，そのようなことも整備計画の内容に盛り込んでほしい。今書いてあ

るものだけだと，足りないかなと思います。そこは何回も話し合って後押ししたいと思

います。 

        委員委員委員委員    

 これからやるに当たって，  委員から話が出ましたが，ゾーン 30 などの次には，

生活道路の件に関しても，住民の理解はすごく必要なのです。 

自転車施策も住民の理解がないとできないことなので，今，金沢市でうまくいってい

るのは，金沢河川国道事務所，石川県の道路管理課と金沢市の道路管理課と一緒になっ

て，自転車ネットワーク協議会を作っています。その中にはもちろん石川県警も入って

いますし，学識経験者として先生方も入っております。そのような形で，常にまちづく

りも含めて，一緒にやっていくことがすごく必要で，そうなるとタクシーとかバスの事

業者も適宜必要な時もありますし，やはり，これからどうやって進めていくのかという

ことを，今ここでは自転車というツールだけで考えているのですけれども，多分県警さ

んが心配されるのは，いろんな関係者が理解をしないと安全を確保できないですよね。 

そのように考えたら，やはりそのような土台作りがすごく大事で，実は今，私は頼ま

れているのですが，松山市でも松山河川国道事務所を通じてネットワーク協議会が立ち

上がりつつあります。 

そのような形で話す場，勉強する場を作って，ある一部で動いているのではなくて，

みんなが情報を共有できる形にすると，例えば県が今何をやっているのかとか，市が何

をやっているのかとかそのようなことが分かるし，警察がこんなことをしているのだと

いうことを発表されて，その努力がどう反映していくのかということが見えてくるので，

そのような協議会を作っていくことをお勧めしたいと思います。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございました。 

 今，  委員からもお話がありましたので，水戸市も変わっていこうという意識が強

く感じますので，これをきっかけとして，そのようなことを我々も進めてまいりたいと

思います。 

 今後とも御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 その他は，何かございますか。 

 ないようですので，本日の第４回審議会を閉会いたします。皆様お疲れ様でした。 

それでは事務局にお返しします。 
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執行機関執行機関執行機関執行機関    

 長時間にわたりまして，熱心な御審議，また貴重な御意見を多数頂きまして誠にあり

がとうございました。 

この場で頂いた御意見等につきましては，今後の計画の策定及び幹線市道 39 号線の

整備に反映させていただきたいと思います。 

今年度から交通政策課を設けまして，本格的に公共交通，自転車関係の施策に取り組

んでいるところでございます。着実にその成果を出しながら，５年，10 年たった時に

水戸市が変わったねと言われるような成果を出していきたいと考えております。 

引き続きの御指導，御協力をよろしくお願い申し上げまして，本日の会議を閉会にさ

せていただきたいと思います。ありがとうございました。 


