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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８月１日（月） 午後２時 00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，大野光一， 

渡辺三代子，大金和夫，澤畠政志，仁瓶正，江尻大祐，横山香織 

(2) 執行機関 

三宅正人，須藤文彦，大嶋実，中村良太，村石俊弘，小林健典，坪井正幸， 

前田英明，小林光宏，小林一仁，小川邦明，高根尚久，弓野憲一，菅野康範， 

向井優騎，圷貴之，宇佐美忠之，鈴木秀樹 

(3) その他 

委員欠席 加藤昇，澤畑保男，横田富士雄，大山登志彦，橋本義彦，薗部修 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

議題 

(1) 昨年度までの検討内容と今年度の事業について（公開） 

(2) 水戸市自転車利用環境整備計画の策定について（公開） 

(3) 市道千波２号線社会実験の結果について（公開） 

(4) 幹線市道 39号線の整備について（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。）  ２人 

 

８ 会議資料の名称 

 資料① 「平成 28 年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会 資料」 

 資料② 「水戸市自転車利用環境整備審議会 委員名簿」 

 資料③ 「第４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，御出席いただきありがとうございます。 

ただいまから，平成 28 年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会を開催いたしま

す。私，本日の司会を務めます水戸市交通政策課の須藤と申します。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申し上げます。 

三宅市長公室長三宅市長公室長三宅市長公室長三宅市長公室長    

本日は，お忙しいところ，委員の皆様には当審議会に御出席をいただき，誠にありが

とうございます。 

 本市では，安全で快適な自転車利用環境を創出するため，水戸市自転車利用環境整備

計画を策定することとしております。 

本年５月には，計画の策定基本方針について，市の政策会議において決定したところ

であり，本日はその報告をするとともに，計画の重要な要素である自転車ネットワーク

路線の基本的な考え方や路線選定の方法について，皆様に御意見を頂きたく存じます。 

 また，昨年度実施いたしました市道千波２号線における社会実験の結果及び今年度整

備する幹線市道 39 号線の整備方針についての報告を行いますので，皆様におかれまし

ては，きたんのない御意見を頂きますよう，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，当審議会の会長である  から御挨拶をお願いいたします。 

会長会長会長会長    

 皆さん，暑い中お集まりいただき，誠にありがとうございます。本日も御議論をいた

だく前に，現在の自転車を取り巻く状況について少しだけお話ししたいと思います。 

知っている方も多いかと思うのですけれども，７月 20 日の朝日新聞に，「自転車用ゾ

ーン，車道での表示統一」という記事が大きく掲載されております。このように，全国

紙の一面で自転車に関することが大きく取り上げられることは，初めてではないかと思

います。 

世の中では，このように自転車に関しての記事が全国紙に出るようになりました。こ

の中身については，後に少し説明があると思います。 

また，茨城県の主催で，８月４日に自転車利用環境整備に関するセミナーが開かれま

す。今回は  さんをお呼びして，講演をしていただく予定です。このセミナーは，行

政の方を中心に 100 名前後の方にお集まりいただいて続けております。 

水戸市もそのような中で，自転車政策を前へ前へと進めていただきたいと思いますの

で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，役職者の変更及び人事異動によりまして，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。 

  様です。 

  様です。 
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  様です。 

また，本日御欠席でございますが，  様，  様，  様，  様，  様におか

れましても，委員に御就任いただくことを御報告いたします。 

委員の皆様には，本市における安全で快適な自転車利用環境整備に向けまして御協力

を頂きますよう，よろしくお願いいたします。 

なお，今回，新たに御就任いただく委員の皆様の任期につきましては，水戸市自転車

利用環境整備審議会条例第４条の規定により，前任者の任期の残任期間となります。 

また，本審議会の委員の皆様の任期は今月の 31 日までとなっており，事務局といた

しましては，引き続き，皆様に委員に御就任いただきたいと考えておりまして，後日，

改めて御依頼申し上げますので，よろしくお願いいたします。 

公募委員につきましては，改めて公募を行い，委員を選出してまいります。公募期間

は８月２日から８月 23日までとなっておりますので，御報告いたします。 

 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職員を紹介いたします。 

交通政策課の中村と申します。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。 

交通政策課の大嶋でございます。よろしくお願いいたします。 

同じく，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。 

観光課の小川と申します。よろしくお願いいたします。 

商工課の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

道路管理課の高根と申します。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。 

道路建設課の弓野と申します。よろしくお願いいたします。 

同じく，道路建設課の菅野と申します。よろしくお願いいたします。 

同じく，道路建設課の向井と申します。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。 

市街地整備課の圷でございます。よろしくお願いいたします。 

泉町周辺地区開発事務所の宇佐美と申します。よろしくお願いいたします。 

環境課の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

学校教育課の鈴木と申します。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 13 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２名であることを御報告いたします。 
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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，１の「昨年度までの検討内容と今年度の事業」につきまして，事務局から御説

明いただくわけですが，水戸市では，今年度，自転車利用環境整備計画の策定に取り組

むこととしており，事業計画と不可分でありますことから，２の「自転車利用環境整備

計画の策定について」と併せまして，１と２を一括して事務局から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    

「昨年度までの検討内容と今年度の事業について」及び「水戸市自転車利用環境整備

計画の策定について」を続けて説明いたします。 

資料１ページを御覧ください。 

本市では，安全で快適な自転車利用環境の整備に向け，当審議会を立ち上げ，皆様か

ら御意見を頂くとともに，様々な施策を行ってまいりました。 

平成 26 年度には，市民・高校生アンケートを実施して，自転車利用者のニーズ等に

ついて把握するとともに，社会実験の整備について，対象路線の検討，設定を行いまし

た。 

平成 27 年度には市道千波２号線において，自転車通行空間の路面表示による社会実

験を行い，現在においても，主に高校生を対象に通行指導を行っているところです。 

また，水戸市自転車利用環境整備計画の自転車ネットワーク路線選定に当たっての基

本的な考え方を検討しました。 

今年度においては，自転車利用環境整備に関する施策やプログラムについて検討し，

水戸市自転車利用環境整備計画の策定を行うとともに，幹線市道 39 号線において本格

整備を行ってまいります。 

次に２ページを御覧ください。 

（１）「水戸市自転車利用環境整備計画策定基本方針について」説明いたします。こ

の策定基本方針は，本年５月，市の政策会議において決定した内容の御報告となります。 

 まず，ア「計画の位置付け」でございます。 

 本計画は，水戸市第６次総合計画に基づき，水戸市公共交通基本計画や水戸市中心市

街地活性化基本計画等の上位計画，関連計画との整合を図り，安全で快適な自転車利用

環境創出ガイドラインの考え方に準拠し，安全で快適な自転車利用環境の創出を目指す

ものです。 

３ページをお開きください。 

 イ「計画策定の基本的姿勢」のとおり，安全で快適な自転車利用環境の実現を目指し，

①自転車に乗ってみたくなる「意識づくり」，②自転車に乗ってみたくなる「道づくり」，
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③自転車に乗ってみたくなる「しくみづくり」の三つの基本方針を掲げ，計画の策定に

取り組んでまいります。 

 まず，①の「意識づくり」については，自転車の通行に関するルールやマナーを利用

者が正しく理解し，実践するため，自転車利用者はもちろん，自動車運転者に対しても

安全教育を実施する機会を設けることで，安全意識の向上を図ります。 

 また，自転車を利用することの楽しさやメリットについての情報を発信し，日常生活

での自転車の利用促進を図ります。 

 ②の「道づくり」は，ハード整備です。限られた道路空間を歩行者，自転車，自動車

が分け合い，又は共有することで安全の確保を図ります。また，ネットワーク化する路

線を選定し，重点的に自転車利用環境の整備を図ります。 

 ③の「しくみづくり」は自転車の利用を促進するため，レンタサイクルの拡充や駐輪

環境の整備など，自転車を気軽に利用することができるしくみづくりに取り組んでまい

ります。 

 ４ページを御覧ください。ウ「計画の構成及び期間」についてです。 

①「計画の構成」は，主に四つの項目で構成いたします。「本市における自転車利用

環境整備の考え方，計画の策定趣旨」，「自転車ネットワーク計画」，「ソフト施策」，「自

転車利用環境整備プログラム」とし，特に自転車ネットワーク計画については，利用環

境整備計画の中で位置付けてまいりたいと考えております。 

 ②「計画の期間」は，第６次総合計画の計画期間と同じ，平成 29 年度から平成 35 年

度までの７か年といたします。 

 ５ページをお開きください。今年度中に計画を策定するためのスケジュールについて

記載しております。当審議会は，計画を策定するまで，今回を含め，４回の実施を予定

しております。 

 ここまでが，５月開催の政策会議で決定した，水戸市自転車利用環境整備計画の策定

基本方針となります。 

 次に，６ページを御覧ください。 

 （２）「自転車ネットワークについて」説明いたします。 

 国土交通省及び警察庁は，安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインにおいて，

地域のニーズに対応しつつ，自転車通行空間を効果的，効率的に整備することを目的に，

連続的かつ面的な自転車ネットワーク計画の策定を求めております。 

 本市においては，先ほども申し上げたとおり，この自転車ネットワーク計画を水戸市

自転車利用環境整備計画の中に位置付け，計画的に整備を行ってまいります。 

 ここで，安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて，７月 19 日に一部

改定が発表されましたので御報告いたします。別添の右上に「参考」と記載された資料

を御覧ください。 

 平成 24年 11 月に，国土交通省及び警察庁は共同で，安全で快適な自転車利用環境創

出ガイドラインを策定し，自転車ネットワーク計画の作成方法や自転車通行空間設計の

考え方について提示したところです。 

 しかし，自転車ネットワーク計画を策定した市町村は一部にとどまっており，自転車

と歩行者の分離により，安全性が高く，かつネットワークとして連続した安全な自転車
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通行空間の整備が遅れている状況にあります。 

 そこで，有識者による検討委員会が開催され，同委員会から「自転車ネットワーク計

画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」に向けた方策の提言が出さ

れました。 

 この提言を踏まえ，「自転車通行空間の計画」と「自転車通行空間の設計」について

改定を行ったのが，７月 19 日に出されたガイドラインとなります。 

 主な改定内容としては，参考資料にございますとおり，「自転車ネットワーク計画の

段階的な策定方法の導入」，「暫定形態の積極的な活用」，「路面表示の使用の標準化」，

「自転車道は一方通行を基本とする考え方の導入」等です。 

この４点について，説明いたします。 

 まず，「段階的な計画策定方法の導入」について説明いたします。 

 これまでのガイドラインでは，全体の対象エリアを設定し，そのエリアにおける一括

の策定方法を示しておりましたが，この方法では，ネットワーク計画の策定が全国的に

進まなかったことから，全体のエリアの中で，優先計画策定エリアを選定し，そのエリ

ア内のネットワーク計画の策定を行い，事業の概成に応じてネットワーク計画策定エリ

アの順次拡大を図る，「段階的なネットワーク計画の策定」について示しました。 

 次に，「暫定形態の積極的な活用」についてです。例えば，本来，自転車道として整

備すべき箇所の整備が，様々な理由から当面困難である場合，これまで，暫定形態とし

て，自転車歩行者道（自歩道）の活用が明記されていましたが，特にネットワーク計画

対象路線については，自転車歩行者道の活用を整備形態の選択肢から外し，車道通行を

基本とした，自歩道や車道混在などの「暫定形態の積極的な活用」を図っていくことと

いたしました。 

次に，「路面表示の仕様の標準化」についてです。以前のガイドラインには自転車ピ

クトグラムや矢羽根の標準的な仕様がありませんでした。このため，地域によって路面

表示の使い方やデザインが異なり，特に細い矢羽根が表示されているところでは，その

細い幅でしか自転車が通行できないかのような誤解を与えかねないなどの問題があり

ました。そこで，自転車ピクトグラムは進行方向に対して左向きで，矢印と組み合わせ

て表示を行うなど，向きや大きさも標準化しております。 

最後に，「自転車道は一方通行を基本とする考え方の導入」については，自転車道に

おける双方向通行は，自動車と逆方向に通行する自転車との出会い頭での事故の危険性，

交差点での自転車同士の交錯の危険性等があることから，自転車道の通行は一方通行を

基本とするものです。 

改定されたガイドラインの説明については，以上になります。 

会長会長会長会長    

 今，説明があったとおりですけれども，当審議会には，国の検討委員会のメンバーで

ある  委員と  委員がいらっしゃっているので，後ほどお話をしていただければと

思います。 

 実は，３年前にガイドラインができたけれども，なかなかネットワーク計画を作る自

治体は多くありません。作ったはいいけれども，車道ではなくて相変わらず自歩道を活

用しているということがありまして，それをどのように変えていくかということでガイ
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ドラインを改定したということです。 

 ネットワーク計画が作りにくいということに関しては，計画のエリアは大きなエリア

で考えなくても，当面必要だとされている地域でいいので，必要なエリア内でネットワ

ークを作ってどんどん整備を進めなさいということです。 

 それから，整備形態に関しては，自歩道はネットワーク路線としては駄目ですよとは

っきり明記されています。 

 とにかく，車道に矢印や自転車のマークを表示して，車道混在でいいからどんどん進

めなさい。そうすれば，自転車はそこを通りますということですね。 

 そのようにしていけば，今，歩道をやむなく通っている自転車が車道に移るといった

ところが大きい変更点だと思います。 

  委員，  委員から何かありますか。 

        委員委員委員委員    

 路面表示の仕様の標準化が，ガイドラインの改定で出ています。この一番大事なとこ

ろは，路面表示の幅ですね。幅が狭いと危険なので，幅をちゃんと守るということと，

ピクトグラムは，自転車に見えないものもあったので，自転車の形が分かるものを使用

するというのが基本です。 

 それで，この矢羽根の青色につきまして，基本として示されましたが，実は金沢市は

景観の問題で青は使わないで，灰桜色という色を使っております。 

それにつきましても，ガイドラインにも出ておりますが，効果があるものに関しては

妨げるものではないということで，例えば，青色でも灰桜色でも，夜の視認性が悪いの

で，矢羽根の横に白線をつけて視認性をよくするとか，安全が保たれる効果があるもの

であれば使ってもよいという方針が出ました。 

        委員委員委員委員    

 何のために車道の左側に法定外の路面表示をしているのかということが，いまだに分

かっていらっしゃらない方が多くて，そんな危ないことをするよりも，歩道を通したほ

うがいいのではないかという議論が，相変わらずたくさんの人の声として出てきていま

す。 

 ポイントは，矢羽根とかピクトグラムを何のために付けるのかというと，自転車利用

者のために付けているのではないということが，一番肝心なところです。 

これは，自動車のドライバーに注意喚起を行うために付けているわけですよね。自動

車のドライバーから分かりにくいような小さいものや目立たないものを作っては駄目

なわけです。そこがまず理解されなければならない。 

自動車のドライバーが自転車の存在に気が付けば事故は減っていくのですが，それを

もっと促進しようという動きを，去年の 11 月に愛媛県が始めました。これはホームペ

ージを見ていただくと出ておりますけれども，思いやり 1.5ｍ運動という名前で，自転

車を見かけたら，自動車が自転車を追い越すときには 1.5ｍ離れようというルールを愛

媛県が呼びかけて，愛媛県警と一緒になってやっています。そのためにバスのラッピン

グ広告まで作っているわけです。 

 ただ，世界の標準は，自転車から1.5ｍ離れて追い越しなさいということなのですが，

前提条件があって，時速 60㎞未満です。時速 60㎞未満で走る自動車の場合は 1.5ｍ離
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れなさい。時速 80㎞で走るのであったらもっと離れなさいということになります。 

 世界中のルールとしては，1.5ｍ離れることができなかったら追い越すなというのが

ルールですが，愛媛県はどうしてもそこが突破できなくて，1.5ｍ離れることができな

かったら徐行しなさいということで，速度を落とせば追い越してもいいですよというと

ころで妥協しています。 

全国でこれに追随している自治体が結構ありますので，おやりになるのでしたら早い

ほうがいいと思います。 

 やはり，自動車のドライバーに意識を持たせるということが，今度のガイドラインを

含めて，一貫して呼びかけているもので，自転車だけに注意しろと言ったってどうにも

ならないですよね。その辺のところを前提条件として理解していただけると，このガイ

ドラインが何のために改定されているのかというのがよく分かるのではないかと思い

ます。以上です。 

会長会長会長会長    

 自転車ピクトグラムに関しては，後で出てくる市道千波２号線において先取りしてや

っているところがありますので，その辺も御注目いただければと思います。 

 では，説明を続けてください。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 資料の７，８ページをお開きください。 

 本市におけるネットワーク路線について説明いたします。 

 本市では，「路線を選定するための基本的な考え方」の下，「路線選定の手順及び選定

方法」に基づいてネットワーク路線を選定してまいります。 

 まず，７ページの「路線選定の基本的な考え方について」は，二つの考え方を設定い

たします。「高校生及び大学生の通学支援」と「まちなかのにぎわい支援」です。 

 ①の「高校生及び大学生の通学支援」については，多くの高校生及び大学生が，水戸

駅及び赤塚駅からの２次交通として自転車を通学に利用しており，通学時の安全性の向

上を目的とした自転車通行空間の整備に重点的に取り組んでまいります。 

 ②の「まちなかのにぎわい支援」については，まちなかには多くの観光施設などが立

地しており，新たな市民会館の建設も予定されております。これらの魅力資源のアクセ

ス性と回遊性を高めることで，まちなかのにぎわい創出を目的とした自転車通行空間の

整備に取り組んでまいります。 

以上が路線選定の基本的な考え方となります。 

８ページには，先ほどの二つの基本的な考え方の下，Step１から Step４までの選定

手順及び選定方法に基づいて，ネットワーク路線を選定してまいりたいと考えておりま

す。 

Step１として，施設立地や自転車利用の状況を勘案して地域を抽出してまいります。 

選定方法として，通学支援の考え方からは，①として，高校や大学の立地状況を踏ま

えて，生徒及び学生が水戸駅や赤塚駅から通学する際に，主に自転車を利用している地

域を抽出いたします。これは，ガイドラインの対象エリアの設定に当たるものです。 

また，にぎわい支援の考え方からは，②として，観光施設等の立地状況を踏まえ，自

転車を利用することにより，アクセス性，回遊性の向上を図ることができる地域を抽出
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いたします。 

Step２は，候補路線の抽出です。Step１で抽出したそれぞれの地域において候補路線

を抽出いたします。ここでは，目的地と駅や駐車場やレンタサイクル貸出所を結ぶ路線，

また，既に自転車の通行空間が整備されている路線を抽出します。 

Step３のネットワークの形成では，Step２で抽出したそれぞれの候補路線を重ね合わ

せ，連続性を確保しながら路線を整理，選定するとともに，近くで並行する路線を整理

し，ネットワークを形成します。 

Step４では，Step３で形成したネットワークに係る費用や期間等を勘案して，実際に

実現性の高い路線を選定してまいります。 

９ページからは，「基本的な考え方」及び「路線の選定手順及び選定方法」に従って

路線を具体的に選定した場合，どのようになるのかについてお示ししたものです。 

 資料の９ページを御覧ください。 

 Step１から４に従って具体的に路線を抽出するとどのような形になるのかを試みと

してお示しいたしましたのが，資料の９ページから 15ページになります。 

 まず，Step１では，施設立地や自転車利用の状況等を勘案した地域を抽出しようとい

うことで，オレンジ色のエリアを示しております。ここでは，平成 26 年３月に実施し

た高校生アンケートの結果から，緑色で示した路線が主な通学路ということで，実際に

高校生から回答があった路線を抽出しております。 

また，高校と大学という立地を基本的に網羅すると，このようなオレンジ色のエリア

になると考えております。 

 なお，茨城大学に関しましては，周辺のアパートに住んでいる方が大学に通学するこ

とが当然推定されるところでありますけれども，現在の考え方としては，水戸駅や赤塚

駅から大学に通うことを想定したエリアになっております。 

 10ページは，「まちなかのにぎわい支援」の考え方から，主に観光資源を地図上に落

としたものを網羅するために，薄紫色でエリアを示しております。また，青色の星印は

レンタサイクル貸出所を示しております。さらに，既存のサイクリングロード，サイク

リングマップにおけるサイクリングルートということで，これは自歩道も指定されてい

るところがあるのですが，まちなかを回遊するにはこのような形になるということで既

存の考え方を試みとして地図上に落とし込んだものが，10ページの図になります。 

 続きまして，11 ページをお開きください。Step２として，候補路線の抽出でござい

ます。高校生及び大学生の通学支援でございまして，高校生へのアンケート結果により，

通学路として太い緑色の線が示されております。連続性を確保する路線として，緑色の

点線，これは国県道を中心に選定しており，実際にこのようなルートを取ると，路肩が

狭い，幅員が狭いなど，様々な問題があると思いますが，現在の考え方としては，国県

道を中心に抽出した場合ということで図中に表記しております。単独で通学路として成

り立つというわけでなく，連続性をあえて確保するとなるとこのようなルートになるの

ではないかということでお示ししました。 

 また，11 ページのまちなかのにぎわい支援の考え方から見た路線については，同じ

ように連続性を確保する路線としてオレンジ色の点線の路線を設定することで，やや面

的に回遊することを担保する状況を作ってまいりたいと考えております。 
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 次に，13 ページ，Step３「ネットワークの形成」になります。本市におけるネット

ワークの考え方といたしましては，「通学支援」と「まちなかのにぎわい支援」を考え

ますが，二つのエリアを統合したものが Step３の図となります。それぞれ，通学支援

とにぎわい支援で抽出した路線を色分けしてありますので，どちらの色でルートが選定

されたのかということが分かると思います。 

 なお，14 ページには高校生アンケートの結果から，高校生の通学ルートと通学ルー

トにおける危険箇所を示した図を掲載しておりますので，後ほど参考に御覧いただきた

いと思います。 

 15 ページには，13 ページで二つのエリアを統合し，重複する路線を除いたものを表

にしました。表の右側の重複を除いた延長は 46.87㎞，およそ 50㎞弱が，前述の二つ

の考え方を取った場合に選ばれるということがお分かりになるかと思います。 

 先ほど，国道及び県道を中心に抽出するというお話をいたしましたが，中には，路肩

や幅員が狭い路線があるかと思います。その際には，これに変わる代替路線として，こ

の路線と平行に走っている市道などを選定してまいりたいと考えております。 

 以上が，「通学支援」と「まちなかのにぎわい支援」という考え方の下，試みとして

Step１から Step４という選定方法で抽出した場合に選定されると考えられるネットワ

ーク路線でございます。 

会長会長会長会長    

    今から 30 分くらい，御質問や御意見を頂きたいと思うのですけれども，最初に説明

がありました資料３ページから５ページが，市の政策会議で決定しているということで

す。ですから，主に議論は，７ページ以降になると思います。積極的な御意見，御質問

を頂きたいと思います。 

 最初に，私から確認です。３ページの計画策定の基本的姿勢に関しては，①から③と

ありますけれども，これはよく，基本計画を立てるときに，自転車が「守る」，「走る」，

「止まる」，「利用する」と四つくらい目的を設定いたしまして，「守る」は交通規則と

かルールの交通教育について，「走る」は自転車が走るハード整備について，「止まる」

は駐輪場，「利用する」は利用促進のためのいろいろなシステムということになるので

すが，水戸市では三つ掲げており，先ほどの四つの目的は入っているということだと思

います。 

 あとは４ページの計画期間について，計画が７か年というのは，第６次総合計画の期

間と合わせるということなのですが，普通，基本計画ということですと，もう少し長い

期間で考えて，実際の整備は３年なり５年なりで考えるのではないかと思うのですが，

基本的な考え方はどのようになっていますか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 ただいまの御質問にお答えいたします。資料４ページに，②「計画の期間」と書かれ

ておりまして，今年度の平成 28 年度にこの計画を策定いたしましたら，翌年の平成 29

年度から平成 35年度までの７か年の計画とすることを想定しております。 

 通常 10 か年や 20 か年の計画期間を考えたときに，７か年というのは半端な期間にな

っておりますけれども，これは水戸市で計画を策定するときの統一的な考え方になって

おりまして，第６次総合計画の最終計画年度が平成 35 年度までということになってお
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ります。特に，施設整備を伴うような計画の場合は，この計画の期間の最終年度に合わ

せるということが前提になっているところでございます。 

 ただ，いきなり７か年でやるべきところを計画に位置付けるということだけではなく

て，全体的な考え方として，自転車ネットワークはこのようにあるべきという構想段階

の内容を固めた上で，７か年でやるべきところを定めていくといった計画の立て方も可

能性があると考えておりまして，その場合は，第６次総合計画における基本構想の部分

で，平成 40 年度までの期間になっているということもございますので，構想の考え方

は 12 か年の考え方，そのうち実際に整備していくのは７か年と二段構えの整理になる

可能性はあると考えております。それについては，市の分野別計画を総括している政策

企画課と協議して進めてまいりたいと考えております。 

会長会長会長会長    

 そうすると，６水総の基本構想レベルの期間と合わせることができる。今回７か年と

したならば，その時点で次のところを考えるということになるということですね。分か

りました。 

    では，委員の皆様から御意見，御質問をお願いいたします。 

        委員委員委員委員    

 14ページですけれども，自転車ネットワーク路線の選定について資料の 14ページに

高校生の通学ルートの危険箇所と書いてあるのですが，危険箇所というのは，実際に事

故があった箇所なのか，アンケートで抽出したものなのか聞かせてほしいのですが。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 御質問ありがとうございます。こちらの図は，過年度に調査を行ったアンケート結果

から，危険だと思われる箇所を集約したものでございます。一方で，事故現場を抽出し

た図面も当時作成しておりますけれども，自転車に関係する事故という形ではなかった

ため，今回，自転車を乗るに当たり危険だという箇所について，アンケート調査で得ら

れた結果を地図化したものでございます。 

        委員委員委員委員    

 そうしましたら，これは高校生が感じている危険箇所であると思います。例えば，こ

のルート上で，観光などに使われるルート上でも車道が危険とか出ているのですけれど

も，その危険な箇所がある路線をネットワーク路線に選ぶわけなので，どのような危険

があって，どのように改善するのかなどについて，事務局としてはどう考えているので

しょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

 本年度はネットワーク路線を選定するに当たりまして，過年度の調査内容を再度分析

いたしまして，その危険をどのように改善していくのか，また，改善が得られないよう

な場合は，その路線は採用しないでそれに並行する道を選定するとか，そういったこと

が必要になってくると思いますので，これから詳細について詰めていきたいと思います。 

        委員委員委員委員 

 その辺をよく詰めていただいたほうがよいと思います。 

会長会長会長会長    

   委員からの御指摘は，ここは意識レベルで危険であるということです。ただ，も
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う一方で，事実として事故が起こっている箇所と，事実として危険な箇所が一致しない

場合もかなりあるので，両方を検証していくと。だから，実際に事故がどこで起こって

いるのかというデータも，確か部分的にはとってあると思いますので，そちらを参考に

してください。 

その上で，実際事故が起こっている箇所は，事故が起こらないように改善しなければ

ならないし，起こっていなくても，危険だと感じる箇所だったならば，その危険意識を

避けない限りは車道を通らないだろうと。そのようなことですね。 

        委員委員委員委員 

 資料の７，８ページなのですけれども，Step１はどの程度の期間でやる予定なのです

か。全部を７か年でやるということは分かったのですけれども，Step１が終わる見通し

がつくのはいつ頃なのでしょう。 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

資料８ページのネットワーク路線について，水戸市の場合は，水戸市自転車利用環境

整備計画の中にネットワーク計画を位置付けるということを考えております。 

 そのネットワーク計画を策定するに当たりまして，ネットワーク路線をどのように選

定していくのかという手順がこの Step１から Step４であり，新しいガイドラインに記

載されている内容にのっとりまして，水戸市が Step１で考えているのは，ガイドライ

ンにおける検討対象エリアを設定していくということです。その検討対象エリアの中で

路線を抽出してまいりまして，ネットワーク化を行い，７か年で整備していく路線を組

み上げていくということを想定しておりまして，その作業自体は今年度中に作成してい

きたいと考えております。 

        委員委員委員委員 

 考え方は分かるのですが，資料７ページの①と②を見ると，まず高校生と大学生の通

学支援をポイントにしようということで，地域に密着した喫緊の課題に取り組むことは

いいと思うのですが，自転車は別に，高校生と大学生だけが使うわけではなくて，例え

ば乳幼児の保育園や幼稚園への送り迎えがありますよね。それは，そのまま買い物に発

展するわけですよね。また，年々高齢化が進み，自動車を運転するなと家族に言われて

仕方なく自転車に乗り換えるお年寄りも増えてくるわけですよね。 

そのような人たちも，結局，高校生・大学生の通学支援の環境にある程度めどが立た

ないと，次が着手できないということになるわけですよ。 

同時にこれをやるっていうと，広がって何も進まないということにもなるわけで，一

点突破で高校生・大学生の通学支援をまずやってしまう。早急にやって，それからお母

さんたちや子どもたちやお年寄りたちのことを考えたまちづくりに発展させていかな

いといけないと思うのですが，そこがちょっと見えてこないのが気になります。 

もう一つが，まちなかのにぎわい支援についてですけれども，私は自転車を持ってき

てあちこちを走ってみたのですけれども，自転車を止めるところがないですよね。 

例えば，観光施設はたくさんあるのですが，どこに行ってもまともに自転車を止めら

れないのですよ。こんなところに止めておいて，中で１時間，２時間散策してお茶を飲

んで出てきたら，僕の自転車は残っているのかなと心配になります。 

そこで，あのような状況でいくら路線を作っても意味がないわけで，同時に観光地に
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人を受け入れる体制というのを考えないとならないと思います。具体的にいうと，まと

もな駐輪場ですよね。盗まれたり，いたずらされない環境を同時に作らないと絵に描い

た餅になってしまうと思うので，そこは考えていただきたいと思います。 

特に，子どもの送り迎え，買い物，高齢者の増加などを踏まえて，まず高校生・大学

生から取りかかるのは大賛成だし，早急に取りかからなければならないと思いますが，

この先どのように展開するのかということを見えるようにしていただかないと，自転車

ネットワーク路線として完成しないような気がするので，お考え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す。今の御意見はポイントが２点あったのですけれど，２点目の

駐輪場については，資料３ページの基本方針の③で駐輪場の整備などと入っているので，

これはやると考えてよろしいのですよね。 

もう１点の，資料７ページで，ここは私も気になっているところなのですけれども，

いわゆる，生活利用ですか，  委員が買い物や高齢者と言っていた，高校生・大学生

の通学以外，観光以外で，通常の生活利用もあるのではないのかというところは，今回

入れないのですか。 

つまり，７か年の計画の中には入れないで，その後やるのか。今回入れることも考え

得るのか。非常に大事なのは，そこですよね。この辺に関しては，他の委員の皆様はい

かがでしょうか。 

 では，そこに関して，事務局から回答があればお願いします。 

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。７ページの路線選定の基本的な考え方というところで

すが，まず２点に絞って考え方を示したところでございます。 

 水戸市におきましては，まだ自転車の利用環境整備というところでかなり遅れている

という状況がございまして，どこから手を付けていったらよいかということを考えたと

きに，水戸市には，在籍しているだけでも 13,000 人の高校生がいまして，人数は，こ

こ数年ずっと一定して減ることなく，通学するのはこのようなルートという状況がござ

います。 

 また，大学生も水戸市内のキャンパスに通っている方が 7,000 人程度いらっしゃると

いう状況がございまして，まずは高校生や大学生の通学の環境を作っていくということ

を７年間の最優先課題としたいと考えております。 

もう１点が，「まちなかのにぎわい支援」でございます。 

 御指摘のとおり，観光施設に行っても自転車を止める場所がないところがございます。

またレンタサイクルの拡充が必要だという課題がございます。そのような部分を，ネッ

トワーク計画を補完するソフト施策という形で，利用環境整備計画の中にきちんと位置

付けてまいりたいと考えております。当面７か年の計画の中では，この２点の部分を先

行して実施するというところでございますが，  委員もおっしゃるように，それで終

わりということにならないように，まずは高校生・大学生の通学環境を整えたら，次に

どのように生活環境につなげていくのかということも計画の中にきちんと明記してい

ければと考えております。御指摘ありがとうございます。 
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会長会長会長会長 

 ７か年の整備計画を作るときに，基本計画があって，ある程度目指すところを示さな

いとよく分からないと思います。 

 あとは，ハード整備だけではなく，例えば啓蒙活動，ルール等の周知活動をやるとき

に，高校生・大学生の通学と観光が目的だから，それのみを対象にやって，一般の市民

への啓蒙活動をやらないということなのか，一緒にやるのかというところはどうなので

すか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

 そのような点も計画の中にきちんと位置付けていく予定でございます。そこで，４ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

現在考えております自転車利用環境整備計画の①「計画の構成」で，４点記載させて

いただいておりまして，さきほどの自転車利用環境整備の考え方で，大きい考え方をま

とめたところで，７か年でこの考え方に基づいてどのようにやっていくのかということ

を全体的に整理し，それでネットワーク計画を利用環境整備計画の中に位置付け，また，

ソフト施策，これはレンタサイクルや駐輪場だけではなく，意識啓発やどのように安全

教育をしていくのかということは当然含まれてきますけれども，そのような施策をきち

んと計画に位置付けていくという構成で計画を策定していきたいと考えております。 

会長会長会長会長 

 公募委員の方は，御意見等いかがでしょうか。 

        委員委員委員委員 

 市民目線で考えるということになるかもしれませんが，７か年でこれだけというのは

ちょっと寂しいかなと思います。進められるほうとしたら，最初はなかなか大変な面も

あるかと思いますが，やっていくうちに一気に広められるときもあると思いますので，

相乗効果的に広がっていくようなことも考えながら，もっと大胆にといいますか，規模

を広げて，生活圏ですと，周りにも地域の買い物とか住宅地とかありますので，そのよ

うなところもある程度視点としておきながら，後でつながっていくような，先ほど，国

の方の資料を見させていただきましたけれども，できるところからやっていって，最終

的につながるということでもいいのかなと思いましたので，もう少し広げるということ

もよろしいのではないかと思います。 

会長会長会長会長    

 目指すところは，もう少しきちんと書いておいたほうが分かるだろうということです

ね。具体的に進めることに当たっては，７か年とその次という形で，段階的な進め方で

いいのではないかという考え方でよろしいですか。 

 他に，御意見はございますか。 

        委員委員委員委員    

 私も一市民なので，市民としての気持ちも若干入っており，  委員と同じ感想でし

た。７か年でできることだけを書くという意識が事務局にはあると私は感じています。

そうではなくて，水戸で自転車を乗っている人は少なく，また，自転車で歩道を走って

いる人がほとんどだという状況から一気に脱却するには，市の覚悟というか，ここまで

やるのだという姿勢を見せることが重要だと思います。でなければ，自動車から自転車
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への転換は無理だと思います。 

 そのような意味で，７か年でやるべきことはもちろん，最終的には，短期計画で考え

て落とし込んでいくのだろうと思うのですけれども，その前に，先ほどの基本構想の

12 年間という期間でもいいのですが，ネットワーク路線としてここまでやるのだとい

うことを示していただきたい。ネットワークの密度でもいいですし，路線別の自転車の

交通量，  委員もおっしゃっていた事故の統計を考慮して，整備すべき路線というの

はもう少し客観的なデータに基づいて抽出するプロセスがあってしかるべきだと思い

ます。 

 今のプロセスを見ますと，知っている路線だけとか，アンケートでたまたま出てきた

路線だけを持ってきて，他はやらないのかということですよね。また，高校生及び大学

生以外は無視するのかというふうに見えてしまうので，そこは長期のビジョンを示しな

がら，でも最後に書き込むところは，優先順位をつけて７か年ではこれを優先してやり

ますということがあるべき姿だと僕は前から思っていて，そうしてほしいと今でも思っ

ています。 

 その中で，将来を担う高校生や大学生を優先することに対しては反対しないし，そこ

は優先順位を上げてもらって早めにやるということでいいと思います。でも，高校生は

駅から来る人だけじゃなくて，水戸市に住んでいる人は，駅から来ないで，水戸市内の

様々なところから来るわけですよね。そのような人たちは，自宅から高校へ通うわけで

すけれども，そのような人たちをなるべく拾うためにも，先ほどのネットワークの密度

じゃないですけれどもある程度，地図の中の空白地帯もいっぱいありますよね。そのよ

うなところをなるべく少なくするような，最低限の幹線は優先的にやるというような書

き方もできるのではないかと思います。 

 多少は多めに書いておけば，７か年といっても不確実なところがあるのではないかと

思うのですよ。急にやれと市長が言うかもしれませんし，数年後に別にピクトグラムを

打たなくても車道を走ることが当たり前になってくれれば，そこは自転車のネットワー

ク路線だと言える時代が来るかもしれませんよね。そうすると，そのようなことも含め

てなるべく多く書いておくというのは，そのようにすべきだと思います。 

会長会長会長会長        

 委員の皆さんは，大体同じような意見だし，  委員の言っていた高齢者の自転車と

いうことについて，今度，茨城県主催の自転車のセミナーにいらっしゃって講演なさ 

る  さんが，一つのテーマにすると言っていました。 

        委員委員委員委員    

 私も一市民で，自転車生活とバス生活をしておりまして，このような計画路線を見て

みると，国道 50 号線については非常に広いところもあるし，途中狭くなっていて通れ

ないところもあるわけですよね。そのようなところがこれからどのような計画で整備さ

れるのかということについて非常に疑問があります。 

そのような点で，国道 50 号の自由が丘から先の赤塚駅に向かう道路は，片側２車線

の道路になっていて，その車線が非常に狭いですよね。それで，自動車で走ったときは

危ないなという思いで走っています。その中で，自転車が車道を走るということになる

と無理があるという感じがします。であるならば，国道 50 号に関しては，片側２車線
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を１車線にして，自転車の優先道路を設けたほうがいいのではないかと思います。 

 それから水戸駅南口から水城高校の坂を上がるところ（幹線市道 39 号線）は，一部

歩道が狭い状態ですよね。それで水戸工業高校の生徒は，水城高校の生徒が左側を歩く

ので右側を逆走するという形で，一つの路線が全部確保されているというわけではない

ですよね。ここではネットワークと書かれていますけれども，本当にできるのかどうか

という感じがします。そのような中で，できるだけマークを付けて，しっかりと意識を

持たせて，逆走をさせないというところから始めたほうがいいのではないかと思います。 

 もう一つは，個人的な意見です。私は見和に住んでおりまして，ここへ来るのに御茶

園通りを通ってきます。そこには歩行者専用の押しボタン式信号機が四つか五つありま

す。その中で，自転車は，押しボタン式信号機が押されて赤になった車両用信号を無視

します。ぜひ押しボタン式信号機で歩行者が渡るとき，自転車も止まるのだという表示

が必要ではないかと思っています。 

 朝の時間にごみ出しをして，押しボタン式信号機を押して道路を渡ろうとすると，止

まった車の脇から自転車が飛び出してきて非常に危険性を感じているので，交通ルール

の徹底というか，自転車も一つの車両という意識の中で，停車するよう指導してもらい

たいというのが個人的な意見ではありますが，付け加えてもらいたいなという思いがあ

ります。 

会長会長会長会長    

 今２点ありました。両方とも今後検討していくところで，信号の件は交通ルールの周

知徹底あるいは通行指導の中でやっていくといったところもあるし，表示も適切な表示

を付けるということで，今後，計画策定の中で考えていくことだと思います。 

 それから，ネットワークを作った時に，この次の段階があって，そこをどのような整

備形態にしていくのかというのも併せて検討していくと。で，なかなか難しいところも

あるのですけれども，２車線を１車線にするとか一方通行にするとか，できるだけいろ

いろな方策の中で考えていくということになろうかと思います。 

 御意見として伺っておきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 先ほど  委員もおっしゃっていて，私も感じていたことで，この計画を見たときに，

水戸駅と赤塚駅から出発するという形で考えているなと感じました。自動車から自転車

に乗り換えてもらうためには，電車以外の公共交通であるバスも考えなければならない

と思うのです。そうするとバス路線のところで，例えばバスから降りて自転車に乗り換

えるとか，そのようなこともあり得ると思いますので，もう少し公共交通などいろいろ

なものとの連携も考えて計画を立てたほうがいいのではないかと思いました。 

 それから，この計画作りについてなのですけれど，例えば，金沢市で基本計画を作っ

たのが平成 23 年度なのですけれど，現在，平成 28 年度で，まちなかから今度５km 圏

外にネットワーク計画を伸ばそうとしております。大体５年くらいたつとこのままじゃ

まだ足りないねって気付いてくるので，やっぱり７年間で何とかというのは甘いような

気がするので，もうちょっと期間を長く考えるのと，中間見直しの時期をしっかり考え

ておいたほうがいいと思います。 
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会長会長会長会長    

 大体御意見を頂いたと思うのですけれども，今回の案は７か年で区切った時の段階計

画と言えると思います。しかし，その先の目指すところについても少しきちっと書いて

おかないと，なかなか形としては見えにくいのではないかといったことが考えられます。 

それから，通学だけではなくて生活交通もあるのではないか。そうすると，駅からの

出発だけではなくて，それ以外のＯＤもあるでしょうということと，バスなどの公共交

通との連携といったことも考えられるという御指摘がありました。 

次に，議事の３「市道千波２号線社会実験の結果について」，事務局から説明をお願

いします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 それでは事務局より，市道千波２号線社会実験の結果について報告いたします。 

資料は 16 ページから 33ページとなります。また関連資料として，実際に使用したア

ンケートを２部，グラフが記載されている資料を皆様にお配りしております。表題とし

て，「市道千波２号線の整備効果に関するアンケート調査」と記載したものが，高校生

対象アンケート，左上に「Ａ」と書かれているものが，沿線住民対象アンケートになり

ます。 

時間が限られておりますので，内容の詳細な説明につきましては，割愛させていただ

きます。 

グラフが記載されている資料は，茨城大学が整備後に行った交通量調査，自動車の速

度調査の結果をまとめたものです。結論を申しますと，整備前と整備後で変化がなかっ

たという結果になっております。詳細につきましては，事務局報告後に質問等で対応さ

せていただきたく思います。 

それでは，お手元の資料の 16 ページから説明いたします。 

こちらには，これまでの検討経緯として，本年３月の審議会で提示させていただいた

ものと同じものを掲載してございます。内容を御確認いただければと思います。 

続きまして 17 ページをお開きください。 

こちらでは，本年２月の社会実験開始以降の経緯をまとめております。 

原則として定期的に１か月に１回，通行指導を実施しております。通行指導を行って

いる箇所は下記図面にお示ししている３か所です。 

そして，先月７月に社会実験の効果検証のため，審議会会長であります  先生の御

指導の下，茨城大学と水戸市の合同で，高校生，沿線住民，市道千波２号線を通る歩行

者を対象としたアンケート調査を実施いたしました。本日は，このアンケート調査の結

果について報告いたします。 

続きまして 18ページをお開きください。 

 まずは，高校生に対するアンケートについて説明申し上げます。 

 こちらのアンケートは，整備前と整備後を比較して交通環境が改善されたか，残され

た課題はあるかを把握することを目的に，自転車のメインユーザーである高校生を対象

にアンケート調査を行ったものです。 

 アンケート実施期間は平成 28 年７月４日から平成 28 年７月 23 日です。緑岡高校，

水戸葵陵高校，水戸啓明高校の３校に御協力を頂き，アンケートを実施いたしました。
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配布人数，回収人数，集計の対象人数はお手元の資料の表を御確認ください。 

なお，水戸啓明高校については，まだ回収中となっておりますので，後日報告いたし

ます。今回のアンケートの集計結果には反映されておりません。 

 続きまして 19ページをお開きください。 

 こちらには高校生アンケートの概要を記載してございます。全 46 問による選択式無

記名マークシート回答方式にて実施しております。 

路線を，下の図面にお示ししているとおり，区間Ⅰから区間Ⅲに分割し，それぞれを

「行き」と「帰り」に分けた計６区間として質問を行っております。下記のとおり，各

区間の整備前後の通行位置，利便性・安全性を問う質問と，各区間特有の難所について

の質問を行いました。そして市道千波２号線全体への感想や，今後の整備方針に関する

自由回答欄も設定しております。 

次に 20ページをお開きください。 

 続きまして，沿線住民に対するアンケートについて説明いたします。先ほどの高校生

アンケートと同様の目的の調査となります。 

アンケート実施日は平成 28 年７月１日から平成 28 年７月 11 日です。調査対象は下

の地図にお示ししております下本郷第１町内会と下本郷南部町内会の二つの町内会で，

町内会長さんから各班長さんを通じて，各世帯に３部ずつ配布しております。配布数と

回収数はお手元の資料の表を御確認ください。 

次に 21ページをお開きください。 

 こちらには，沿線住民アンケートの概要を記載してございます。 

こちらでは，徒歩，車，自転車にそれぞれの利用状況下における質問を設定しており，

それぞれの交通手段を利用した際の，整備前後の通行位置，利便性・安全性について質

問しております。そして，高校生アンケートと同様に，市道千波２号線全体への感想や

今後の整備方針に関する自由回答欄を設定しております。 

次に，22ページをお開きください。 

 続きまして，歩行者に対するアンケートについて説明いたします。先ほどまでと同様

の趣旨の質問を，市道千波２号線を実際に通行していた歩行者を対象に，聞き取り調査

を行いました。 

 ７月７日の朝と夕方，さらに７月 12 日の午前中に実施し，34 人から回答を得ること

ができました。聞き取りを行った場所は，下の地図のとおり県民文化センター入口前付

近です。 

次に，23ページをお開きください。 

 こちらには，実際に調査に用いた質問票を掲載してございます。こちらの質問票を御

覧いただきながら，直接回答を聞き取って記録いたしました。質問は全７問で，各区間

の整備前，整備後の良し悪し，今後の整備についての意向などについて質問をしており

ます。 

続きまして，24ページをお開きください。 

 ここからは，アンケートの結果について，代表的な項目を抜粋して報告させていただ

きます。先ほど申しましたように回収中の調査票もございますので，内容は速報値とい

うことで，御承知おきいただければと思います。 
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ただいまお示ししている資料は，自転車通行に関する交通ルールの遵守度を検証する

質問として，高校生アンケート内で，整備前と整備後の自転車の通行位置についての質

問に対する結果をまとめたものです。行き方面の，県民文化センター入口の交差点から，

御茶園通り方面へ向かう際の自転車の通行位置の回答結果です。 

整備前の区間Ⅰ，区間Ⅱにおいては，高校生の９割が歩道の右側を通行しておりまし

たが，整備後は，そのまま９割以上が車道の左側を通行するようになりました。区間Ⅲ

については，ほとんどの高校生が整備前から左側通行をしていたことが分かります。 

25ページをお開きください。 

 こちらは，帰りの御茶園通り方面から水戸駅方面へ向かう自転車の通行位置を示して

います。行きと同様に，整備後は全区間において，９割以上の高校生が車道の左側を通

行するようになりました。 

 続いて 26 ページをお開きください。 

 こちらには，沿線住民に対する自転車の通行位置に関する質問の結果をお示ししてお

ります。こちらの質問では，水戸駅方面に向かう時と，御茶園通り方面へ向かう時との

それぞれで歩道と車道のどちらを通行することが多いかを質問しております。 

 半数以上の方が車道を通行することが多いと回答しているものの，歩道を通行するこ

とが多いとしている方も４割近くおります。このことから，高校生以外の沿線住民や一

般市民への周知活動が，今後の課題として挙げられます。 

 次に 27 ページをお開きください。 

 ここからは，利用者個人の意向として，整備前と整備後のどちらが良いかを質問した

結果の報告となります。 

 まず，こちらにお示ししているのは区間Ⅰについての結果です。歩行者・沿線住民で

は，整備後が良いと答えている方が７割を超えております。一方で，高校生では，整備

後が良いと答えている方が４割以上ありますが，整備前が良かったとする回答も３割近

くあります。 

 次に 28ページをお開きください。 

 こちらは，区間Ⅱです。先ほど同じく歩行者・沿線住民では，整備後が良いと答えて

いる方が７割を超えております。高校生でも，整備後が良いと答えている方が６割を超

えているものの，変わらないとする回答も 25％あります。 

 次に 29ページをお開きください。 

 区間Ⅲになります。先ほどまでと同様に，歩行者・沿線住民では，整備後が良いと答

えている方が７割を超えております。高校生では，整備前からほとんどが車道の左側を

通行していたこともあるせいか，変わらないとする回答が６割近くありますが，整備前

が良いとする意見は極めて少なくなっております。 

 次に 30ページをお開きください。 

 こちらでは，全体的な視点からの意向として，他の歩行者や車の安全も含めて考えた

とき，どちらが良いと思いますかとの質問に対する結果です。 

 歩行者・住民では個人の意向そのままに，７割が整備後のほうが良いと回答しており

ます。区間Ⅰでは意見が分かれていた高校生でも，この質問では整備後が良いと回答す

る割合が６割を超えております。全体的に，整備後が良いとする意見が多数を占めてお
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り，整備前が良いとする回答は１割以下となっております。 

 続いて 31ページをお開きください。 

 こちらでは，各区間の難所を質問した結果のうち，代表的なものを抜粋してお示しし

ております。 

 区間Ⅲの車線幅を狭くすることに対する意見や，区間Ⅱの危険個所への感想，区間Ⅰ

における車道走行への抵抗感に関する質問への結果などを掲載しておりますので，後ほ

ど確認いただければと思います。 

続いて 32ページをお開きください。 

 アンケート結果の最後は，今後の整備方針に関する質問についてです。 

 市道千波２号線のような自転車の車道走行を促す整備を，今後，水戸市内に普及させ

ていくことに賛成ですか，反対ですかという問いに対する回答結果です。 

 歩行者，住民，高校生の全てで賛成とする意見が８割以上あり，市道千波２号線の整

備手法はおおむね受け入れられていると結論付けられます。 

次が最後になります。33ページをお開きください。 

アンケート結果のまとめと今後の検討課題を箇条書きでお示ししております。各アン

ケート結果でも触れさせていただきましたが，まとめとして再び述べさせていただきま

す。 

整備により高校生の交通ルール遵守度は明らかに向上しており，社会実験の主目的で

ある自転車通行に関する交通ルールの認知・遵守度合いは，高校生に関しては達成でき

たと言えます。一方で，高校生以外の沿線住民の遵守度は高いとは言えず，周知活動な

どが課題となっています。 

整備後の評価では，歩行者及び沿線住民の７割は「整備後のほうが良い」と回答して

います。高校生では，区間Ⅰにおいて，「整備後のほうが良い」と回答した割合が４割

程度にとどまっており，その要因としては，整備前の歩道を通行するルートは，道路横

断を伴うことがなかったからだと思われます。 

全体的視点からの評価は６割以上が肯定的な意見であり，否定的な意見は少なくなっ

ています。 

市道千波２号線のような整備手法に賛成する意見は８割以上に達しており，自転車の

車道通行を促す整備は受け入れられていると結論付けられます。 

そして，社会実験を踏まえた上で，市道千波２号線のような，自転車の車道通行を促

す整備を今後，水戸市内に普及させていくための検討課題として，２点ほど挙げさせて

いただきます。 

１点目が，路面表示について，見づらいとの意見が複数見受けられたため，表示方法

の改良を検討する必要があること，２点目が，一般市民への周知活動を検討する必要が

あることです。 

事務局からの報告は以上です。 

会長会長会長会長    

 では，５分から 10 分くらいの間，御質問があればお受けしたいと思うのですけれど

も，33 ページにあるところで言いますと，住民の方の車道通行をする率が若干低いと

いうのは，むしろ住民の方には周知活動をやっていない結果ですよね。 
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ですので，矢羽根やピクトグラムが実はそれは自転車に対してだろうと言えないこと

もないけれど，どうなのだと聞かれれば，そのことはきちんと説明を行っていないとい

うことがございますし，千波大橋のほうから走ってきた自転車に対して車道通行をする

ようにという案内は行っていないですよね。だから，気付かないで歩道を通行して美術

館のほうまで行ってしまうということは，むしろやむを得ないといってもいいかもしれ

ない。 

その辺の案内が高校生ばかりに目が行っていたので，住民への案内・周知が不十分だ

ったということが出てきているということでしょうね。 

 結局，事務局の方といたしましては，おおむね市道千波２号線の整備はうまくいった

という考えですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 市道千波２号線は社会実験という形で，水戸市でこのような形で路面表示を行ってい

くことは初めてだということがありまして，私どもは毎朝，高校生に通行指導をしなが

ら実施いたしました。 

 そこでは水戸警察署や高校の先生方，地元住民の方の御協力なども頂きまして，朝の

通行指導を行ったということは，とても大きなことだったと思いますが，高校生もよく

ルールを守っていただいたということがございましたので，今のところは成功している

のではないかというふうに捉えております。 

会長会長会長会長    

 委員の皆様から御質問とかございますか。 

        委員委員委員委員    

 私もたまにこの路線を利用しますけれども，実験路線と御茶園通りがあまりにも極端

に差があると思います。昔は，御茶園通りに出てから，自転車が通行する空間があった

のですけれども，今はない。１年前か２年前くらいには，外側線もなかったので，要望

して外側線は引いてもらったのですけれども，両サイドの路側帯の線の確保が全然でき

なくて，予算がないからできませんと。それで交差点付近の５ｍくらいだけしか白線を

引かないという状態で，実験路線とそれに接続する道路の整備が極端に違いすぎるので

はないかというのが私の印象です。 

 もう少し，接続する御茶園通りの白線はきちんと引くべきだと思っております。 

会長会長会長会長    

 それは御茶園通りの自転車通行空間の整備とかもきちんとやったほうがいいという

意見ですか。 

        委員委員委員委員    

 できればやったほうがいいと思いますけれども，路肩の線が消えているのですよ。中

央線の確保しかしていないので，以前はあったのですけれども，それがなくなっている

ので，高校生が自由に走り回っている。 

それで，私なんかは怖くて歩道しか通行しないという状態になっていますので，あそ

こは道路幅が広いので，ぜひ白線を引いてほしいというのが希望です。 

会長会長会長会長    

 あの辺は市道千波２号線に接続する道路だし，御茶園通りは白線を引いておけばその
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ままでも自転車が通れるところですよね。あそこはきちんと，白線なり，自転車の通行

空間であるようなマークを打っておけば通りやすい道路でしょうね。 

        委員委員委員委員    

 自転車の一方通行の表示は最低でもあったほうがいいと思いますよ。 

会長会長会長会長    

 私もそう思います。 

        委員委員委員委員    

 実験区間に接続している道路なので，あまりにも極端すぎるのではないのかなと思い

ます。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 ただいま御指摘があった区間について，資料の 16 ページを御覧いただきますとお分

かりになると思います。 

市道千波２号線の全区間が示されておりまして，図面の右のほうが，県民文化センタ

ー入口の交差点で区間Ⅰというところになります。図面の左側のほうの終点の部分，区

間Ⅲの左側のところ，そこで御茶園通りという名前が表示されておりますが，大体延長

900ｍの区間が市道千波２号線になっておりまして，そこから御茶園通りまでのところ，

ここで高校生が大通りに出る形になるのですが，そこで区画線が消えてしまっていると

いう状態であるとの御指摘だと思います。 

 今回，社会実験という形で 900ｍだけ路面表示を行いました。接続する路線まで路面

をきちんと区画線とかセンターラインをきちんと明示していくべきという御意見と思

いますけれども，そこまでの配慮が足りなかったということは受け止めていきたいと思

います。 

 元々，この通り自体は片側一車線，両側で二車線ということになっておりまして，路

肩が大変広い道路になっております。 

 この路線の活用ということも今後のネットワーク計画の中で，連続性を確保する路線

という位置付けで今後可能になってくると思いますので，そこを含めて検討していきた

いと考えております。 

会長会長会長会長    

 他にございますか。 

        委員委員委員委員    

    自動車を利用する人へのアンケート結果はありますか。 

会長会長会長会長    

 住民に対しては，自動車を運転する立場からどうですかという質問はしております。 

 それは分かりますか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

 今回は速報値ということで抜粋して御提示しているところでして，自動車利用に関し

てというところで，今，データ自体はあるのですけれども，何らかの形でお示ししてい

きたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 自動車からの評判が悪いほうがいい。 
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会長会長会長会長 

 受け入れるという形ではありますね。自動車は受け入れるという形では出てきていま

す。 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

 自動車利用に関しての評価で，以前の通行環境と今の通行環境のどちらがよろしいで

すかという質問で，今の通行環境がいいと答えた方が 37％，どちらかといえば今の通

行環境がいいと答えた方が 41％ということでしたので，78％ぐらいの方，つまり８割

弱の方からは今のほうがいいという回答を得られております。 

会長会長会長会長    

 ただし，これ以上速度を落とすために幅員を 30cm くらい狭めたらどうかと聞いたら

嫌だというような意見はありますね。今ぐらいならいいと。 

 それでは，私自身も関わったので，感想を申し上げますと，一つは，このような整備

をして自転車の通行空間を車道に作った時に，全国で見てみますと，必ずしもうまくい

っていないところもかなりあるのです。作った後，自転車で走って何の問題もないけれ

ども，相変わらず自歩道を走っているというのもあるのですけれども，ここでは，何回

かの指導でこれだけきれいに，９割以上の自転車が車道に移っているというのは，大し

たものだと私は思います。 

だから，言ってみれば，高校生はきちんと指導すれば，きちんとルール通りにしてく

れる。今までそういう指導をしてこなかった大人のほうが悪いというふうに私は思いま

した。 

 うまくいかないところもたくさんあるのです。いくら指導しても駄目なところもあり 

ます。岡山市の国道 53号はそうですよね。走って何の不思議もないのに全くうまくい 

っていないといったところもありますよね。だから，おおむね，うまくいったほうだと 

思います。 

 ただ，課題としては，先ほど御茶園通りと交差するところの交差点，あそこが相当錯

綜していますので，何らかの改善は今後必要でしょうということです。もう一つは近代

美術館前の歩道の自歩道指定が相変わらず解除されていないですよね。 

 あそこで私が注意しても，自歩道じゃないかと言って反論してくる人も一般人でいる

のです。あそこは自歩道指定を解除しても全く問題ないと思いますので，警察で前向き

に御検討いただきたい。 

 あと，住民からの意見で非常に強いものですけれども，一方通行なのに逆走する自動

車が非常に多いのですよね。かなりいるのです。 

 それは表示が見えにくいので間違って入ってくる人もいるのですけれども，分かって

いるのに入ってくる自動車もいます。それは自転車が，自動車は一方通行だと思って通

行しているとかなり危ないので，その辺もできれば，事務局と警察で早めに，これは前

から住民の人たちが言っているので，早く対応していただきたいと思います。 

 それから，お手元に茨城大学と書かれたカラー刷りの両面の資料があるのですが，そ

の裏面に，結局自動車のスピードは，整備前が，数字を切り上げて時速 33km，整備後

は，数字を切り下げて時速 32kmで全く同じなのです。見ていただくと，整備後の方で，

時速 70km以上の数字が出ているのもあるのです。 
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 これはやっぱり白線を引いたので，そこは自動車のスペースだと思う人がいるのかも

しれないということで，これは何とかしたいというようなことがあります。それから，

一番下のほうは，時間帯ごとの区間Ⅱのカーブのところできちっと車道通行をしている

のか，カーブで歩道に入ってきている自転車がいるのかというのを調べたところ，これ

は，通行指導が午前７時から午前８時 20 分までという影響もあってか，午前７時前の

違反者と午前８時過ぎてからの，急いでいて，もういいだろうと思っている高校生が少

しいるということですね。このような人を，今後，全体で見れば５％とか非常に少ない

のだけれども，これによって，住民の意見の中に，自転車が入ってくるから以前と変わ

らないじゃないかということが出てくるということですね。 

   委員，何かありますか。 

        委員委員委員委員    

 指導がこんなに効くのだなと改めて思いましたし，事務局もお忙しい中，御苦労様で

したということと，住民への指導は難しいなというところは一緒に考えていきたいなと

思います。 

会長会長会長会長    

 皆さんよろしいですか。 

 では，事務局の方，高校の先生にも御指導いただきましたし，茨城県警さんにもいろ

いろ御参加いただいてやったところですけれども，本当に御苦労様でしたといったとこ

ろで，今後も引き続きよろしくお願いいたします。 

 では，議事の４番目は，幹線市道 39 号線の整備について 10 分くらい説明していただ

いて，終了予定時間を 10 分くらい延長させていただきますけれどもよろしいですか。 

 では，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    

幹線市道 39 号線の整備内容について説明いたします。 

まず，路面表示等につきましては，市道千波２号線における検証結果と平成 28 年７

月改定のガイドラインを踏まえ，お示ししている図のような案で検討しております。 

自転車マークは，縦に引き延ばすことを検討しています。矢羽根は，平成 28 年７月

改定のガイドラインで新たに提案があった視認性を高めるための白線を，矢羽根の車道

側に入れたものの採用を検討しています。また，自転車の車道逆走防止の啓発のために，

標識の設置も検討しています。 

 次に，38ページをお開きください。 

 整備位置図をお示ししております。 

 幹線市道 39 号線の整備延長は，右下に記載があるとおり約 2,600ｍになります。図

面内の赤書きは，交差点箇所と，幹線市道 39 号線と交差する道路名を示したものです。 

 次に，39ページをお開きください。 

 単路部の整備内容のうち，平面的な構成について説明いたします。 

 まず交差点１から交差点４の区間については，自転車通行指導帯として２ｍの幅員を

確保し，車道の外側線に沿う形で幅 15cm のブルーラインを設置し，さらに，自転車ピ

クトグラムと矢印を 20ｍ間隔で設置いたします。 

 整備イメージ拡大図を資料左下にお示しいたしました。 



25 

 

 また，水戸駅南口自転車駐車場から市道千波２号線への自転車ネットワークを整備す

る観点から，図面左下にあるように，市道駅南１号線へ誘導するための矢羽根やピクト

グラムの設置を検討しているところです。 

 続いて，40ページをお開きください。 

 こちらには，交差点４から交差点 10，国道 50号バイパスまでの区間の整備内容をお

示ししております。 

 路肩は 1.7ｍの幅員を確保し，基本的には，自転車ピクトグラムと矢印を 20ｍ間隔で

設置することのみで，自転車通行指導帯を整備します。ブルーライン，青矢羽根は交差

点部や特に必要だと思われる場所に絞って設置するようにします。整備イメージ拡大図

を資料左下にお示ししております。 

 以上の二つが単路部の基本構成になります。 

 次に，41ページをお開きください。 

 こちらには，交差点部の標準的な整備方法についてお示ししております。 

 交差点部は，青色矢羽根と自転車ピクトグラムと矢印による自転車通行帯の明示を行

い，自転車用停止線，自転車溜まりの設置を基本とします。 

これに伴い，既存の自転車横断帯は消去し，歩行者・自転車専用信号の標示板は撤去

し，自転車は車両用の三色灯信号に従うことを原則とします。 

ただし，１か所だけ例外の運用を検討している交差点がございます。 

次の 42ページをお開きください。 

 例外運用を検討している交差点は，こちらにお示ししております，交差点３になりま

す。幹線市道 39号線と幹線市道２号線が交差する交差点です。 

続きまして，43ページをお開きください。 

 こちらの交差点は，特殊な信号の運用がなされております。普段から通行されてお気

づきの方もいらっしゃるかと思いますが，この交差点は歩車分離信号となっております。 

現状では，南北方向に移動する歩行者と自転車が幹線市道２号線を横断できるのは，

車道用信号が直進矢印の時だけです。この信号の時，自動車は左折することができない

ため，左折巻き込み事故防止に対し効果を発揮しています。左折する自動車は左折矢印

の表示以外の信号では左折できないようになっており，この時には直進矢印も表示され

ている状態となっています。そして，左折矢印表示が出ている間は歩行者・自転車用の

南北方向の信号は赤信号となり，横断はできないようになっております。 

これは，幹線市道２号線を横断する歩行者及び自転車と，自動車による左折巻き込み

事故を防止する観点から運用されているものです。 

 これらの信号形態のまま，ただいまお示ししている図面のとおりに，自転車を車道通

行として，車両用信号に従わせる運用をした場合，自転車の南北方向の直進が左折矢印

が出ている間も可能となるため，左折車両と直進自転車による交錯が発生し，左折巻き

込み事故が発生する危険性があります。そのため，事故防止の観点から，自転車と自動

車の信号を分ける方法を考え検討する必要があります。 

 警察との協議により，事務局案を作成いたしました。 

次の 44ページを御覧ください。事務局案がこちらです。 

 この交差点３だけ，自転車を歩道に上げて，歩行者・自転車用信号に従い，自転車横
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断帯を通行させる案です。つまり，これは，現状の通行方法をそのまま継続させるとい

うことになります。ここにお示ししているのはあくまでも事務局案になります。 

 この交差点の運用方法については，ぜひとも審議会委員の皆さまのお知恵をお借りし

たいと思っておりますので，御審議のほど，どうかよろしくお願いいたします。  

事務局からの説明は以上です。 

会長会長会長会長    

 今年度整備する幹線市道 39 号線について，これまでも審議会で何度か案を示してき

たところです。 

 ポイントは，39 ページからの整備については，改定されたガイドラインとの整合は

できているということでよろしいですね。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 一例を申し上げますと，ピクトグラムの間隔 10ｍにしていくとかそのようなところ

を，どの程度すり合わせしていくのかという課題はありますけれども，できるだけガイ

ドラインに準拠するという形で設計をしていきたいと思います。まだ設計中というとこ

ろで，新しいガイドラインを反映させる作業はこれからとなります。 

会長会長会長会長    

 ガイドラインが改定されたばかりなので，同じにしてもらいたいのだけれど，まずは，

ガイドラインを熟知してもらって，どこが同じなのか，どこがずれているのかというチ

ェックをお願いしたいと思います。 

 気になったのは，39 ページのブルーラインを引いて，自転車ピクトグラムと矢印と

いうのは許されるのかということが気になるのですが，ブルーラインが使えるのは専用

通行帯のみだったと思いますけれど，違いますか。 

        委員委員委員委員    

 専用通行帯だけがベタ塗りです。 

会長会長会長会長        

 専用通行帯だけでしたか。 

 いずれにしろ，その辺が改定ガイドラインでこれをやったら専用通行帯になるので，

勝手にやらないでということもあるので，そこは確認してください。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 ３月の審議会でお示しした際には，当面の整備方針ということで，専用通行帯として

整備を進めていきたいというふうにお示ししたところでございますが，その後の協議を

経て，現在の整備方針としては，自転車通行指導帯における車道混在の暫定形態という

形で進めていきたいということで，方針を転換しております。 

 なおかつ，改定ガイドラインによります表示の在り方とか，そのようなところを研究

して設計内容を固めていきたいと思います。 

 現時点では，一車線をつぶして青でベタ塗りすることを想定しておりました 39 ペー

ジの区間の一部ですけれども，それを改めまして，一部 15cm 幅のブルーラインを表示

することで，ここは自転車を優先していくということを表示していくというように変更

しているところでございます。 
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        委員委員委員委員    

 37 ページですけれど，自転車マークの上に矢印がありますよね。これはあちこちで

ガイドラインが改定されてから議論があって，あちこちで修正がかかっているのですが，

このヘルメットの上から矢印までは，もう少し間隔を空けてください。これはくっつく

と，実際に何だか分からなくなってしまうというのがいっぱい出てきたのですよ。 

 ヘルメットから腕ぐらいまでの長さの間を空けるようにすると見えるようになりま

す。今のままだと，自動車で走ると，矢印とピクトグラムがくしゃくしゃになって潰れ

てしまい，分からなくなってしまいます。これはガイドラインを改定するのに間に合わ

なかったので，ヘルメットと矢印の間は開けていただきたいということがお願いです。 

 また，これは，  委員のほうがいいかもしれませんが，細街路から出てきたり，駐

車場から出てきたりする合流部分，丁字型の合流部分がありますよね。そこのところの

矢羽根の間隔はちょっと工夫をしたほうがいいと思いますよね。 

        委員委員委員委員    

 細街路のところで金沢市で採用しているのは，矢羽根と，真ん中に自転車が通るであ

ろうと分かるようなマークを入れているということがあります。それから，もう一つ意

見としては，東京都でもよく見かけますが，例えば，国道は矢羽根が付いているのです

けれども，交差する都道に矢羽根がないために，自転車で走ってきた人は幅寄せされて

とても危険だと。 

 ただ，市の道路だとすれば，交差する一部だけでも矢羽根をちょっと前に付けてない

と，いきなり交差点に行って矢羽根を通れというのと，下手すると歩道から出てきたり

するから，かえって危険なので，交差点部の数ｍ手前には矢羽根がないと，車道を走っ

てきてあそこを目指して通行するのだということが分かりにくいと思います。特に交差

点部は自動車が寄ってくるので，その辺の配慮は必要だと思います。 

会長会長会長会長    

 改定ガイドラインに従ってもらうこともあるだろうけれども，プラスアルファの工夫

もあるだろうというところなので，その辺は，  委員，  委員にお聞きすることも

あるかと思いますので，後ほど聞いてください。 

 委員の皆様どうでしょう。今年度，この幹線市道 39 号線を市道千波２号線でやった

ような形で，矢羽根や自転車マークを打って，今，歩道を走っている自転車を車道にで

きるだけ移していくと。それで逆走はなくすように工夫をすると。ただし，自歩道指定

は残すので，子どもとか高齢者はそこを通ることもあり得るだろうということですけれ

ども，この辺について，何かございますか。 

        委員委員委員委員    

 この拡大したＡ３の図面の中で，教えていただきたいことが一つあります。 

車道混在で左側を来ますね。それで左側にバス停が設けられております。自転車がず

っと来て，バスがとまっていたときに，自転車はバスの右側を通ることになると思いま

す。 

バスの運転手には，この整備を実施することになった時にはしっかりとその危険性を

教えますけれども，一つ，事務局にお願いです。あそこはものすごく自転車の逆走が多

いのです。だから，逆走を完全になくせば，危険性は相当なくなるのです。逆走があっ
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てなおかつ，バスを追い越す自動車と自転車，そうすると前と後ろで２台が行き来する

ことになると思います。 

ですから，まず逆走をなくすということと，バス協会としては，運転手に対してバス

の発進の際には後ろをしっかり見て確認するように周知をしていきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 これはとっても大事で，金沢市でも最初にバスレーンの整備をやった時にそうでした。 

まず大事なのは，実は，自転車で走っている人は，バスが発車するとか止まるとかと

いうことが分からないのです。というのは，自動車の運転者はウィンカーでそのような

判断をするのですが，自転車しか乗らない人はウィンカーを見る習慣がないので，発進

することが分かりません。 

一番大事なことは，自転車に乗る人が車道に出るということは，車のウィンカーの意

味をきちんと指導しなければならないということです。金沢市で初めてやった時は，バ

ス停での対処の仕方として，バスは止まってもすぐに発車するということで，ウィンカ

ーをまず見るということを，チラシや高校生の指導マニュアルにもちゃんと書いてやっ

ています。 

 もう一つは，バスは車体が長いですから，それを追い抜くということはかなり危険を

伴うので，バスはそんなに長くとまっていないから，待っているとか，そのような特別

な指導をしなければならないということです。技術がない人が右側を追い抜きする時に，

後方確認をしないで追い抜きしたら，後ろから自動車が来ることもあるので，必ず車道

に出るときの心得として，後方確認をする，肩越しに後方確認ができる技術を持つとか，

そのような指導をきちんと入れないと，路面表示をしただけで全てが良くなるわけでは

ないと思います。 

会長会長会長会長    

 ここのバスの頻度はそんなに多くないですよね。そんなに乗降客も多くないですよね。 

        委員委員委員委員    

    水戸工業高校の生徒が，雨の日に相当バスを使います。乗車するのに５分ほどとまる

こともあります。満員で乗れないくらいで，続便のバスを新たに作ったのです。 

会長会長会長会長    

 国道 50 号みたいにずっとバスが年中通っていて，乗降客も結構いるという状況だっ

たらどうしようかというところがありました。幹線市道 39 号線はそんなにバスが頻発

しているわけではなく，多くないのかなと思っていたけれど，多い時もあるということ

ですね。 

        委員委員委員委員    

 図面の交差点３の事務局案とされているのはいろいろな協議の結果だと思いますが，

私は反対です。全くひどいと思います。ここでいったん自転車横断帯に入ってしまった

ら，自転車は車道に戻りません。バス停に溜まっている人がいるとしたら，そこに突っ

込んできます。 

 東京都でも札の辻交差点の例があるのですけれども，左折専用帯を変えたのです。こ

れは警察との協議しか手はないのですが，要は原則を破って，ここは例外的にこうです

よってやってしまうと混乱するだけですよ。説明がつかなくなってしまいます。 
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 左折の自動車と直進の自動車というのはどのくらいの台数ですか。平日と土日それか

ら時間帯によって，特に高校生が通る時間帯に，左折の車がどのくらい発生しているの

でしょうか。 

 つまり，左折専用の信号現示を作らなければならないくらい多いのであれば，また別

の方法を考えたほうがいいと思います。 

 事務局はまだ数字を持っていませんよね。 

 これは，完全に歩車分離信号になっているわけですよね。そうすると，スクランブル

交差点ではないですね。斜め横断はできないけれども歩車分離になっている。その時に

自転車は何に従うかというと，子どもたちに教えなければならないのは，自転車は三灯

式信号に従えと他では教えて，ここでは違うことを教えるのです。これは無理で，これ

実は第一車線を左折専用にした場合でも，軽車両はこれに従う義務は全くないわけで，

ここで事故が起きた場合，どっちが悪いのかといったら自動車が悪いということになっ

てしまうので，自動車のドライバーに意識啓発をしなければならないですが，それはす

ぐには間に合わないでしょうね。 

 だとしたら，直左に代えるか，左折についてどこかでいったん止める形にしないと無

理ですよね。 

 そこで，当然，他のところは自歩道の指定は外しますか。それとも，ここだけ残すと

いうことですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 自歩道の指定は全区間で残すことになります。 

        委員委員委員委員    

 だとしたら，自転車を車両として扱うという原則を崩すということになるわけですよ

ね。 

事故は何としても防がねばなりません。事故を防ぐには，自動車をどこかで止めなけ

ればならないということですよ。 

 そのためには，ちょうどその東京の札の辻交差点の例が一番いいと思います。そこは，

左折信号が先に出て，そのことによって自転車は渡れなくて大問題になったのですが，

左折信号を直進の後で出すように変わっているのですよ。警視庁が変えたのですけれど

も，それによって左折巻き込みはなくなっているわけです。それは実例を研究してもら

うと一番いいと思います。指導に当たったのは  先生で，警視庁と  先生に聞けば

分かるはずなので，私が聞いてもいいですけれども，どのように信号現示を変えていっ

たらいいのかということについては，指導を仰いだほうがいいと思います。 

会長会長会長会長    

 その点についてよろしいですか。 

 ここについては難しいところで，私も昨日と一昨日に信号を見てきて，今は完全に歩

車が分離されていて，今の段階で自転車を歩道に入れていくと，確かに自動車との錯綜

はなくなるのですよ。 

 そのような面ではすっきりしているかなと思いますが，自転車がどの信号に従うのか

という原則論からここだけ外れるということは，ちょっと痛いですね。 

 今は警察との協議をやっているところですか。 
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執行機関執行機関執行機関執行機関    

 現在協議中です。今日この場でアドバイスを頂戴して，この場で決定というわけでは

ないので，じっくり取り組んでいきたいと思います。安全が第一ですので。 

会長会長会長会長        

 歩車分離の時の考え方ってありましたでしょうか。 

        委員委員委員委員    

    自動車と同じように自転車を止めるということです。今，それをやろうと考えていま

す。歩行者と一緒に渡らせない。歩行者扱いしない。 

会長会長会長会長    

 ただ，そうしたときに左折の自動車と混ざってしまうということですよね。 

        委員委員委員委員    

 だから分けるために信号現示を変えるのです。 

会長会長会長会長    

 現状では歩車分離になっていて，サイクルは非常に短いです。だから結構うまくさば

けているのは確かです。現状ではうまくさばけているというのがあって，そこのメリッ

トを生かしたほうがいいのではないかということで，この案はできているのではないか

と思うのだけれども，そこだけ原則論を崩すのかということ。 

この案で行けば，私が見た時にはそれもありかなと思ったのだけれども，自転車横断

帯をもう少し広げるとか設計上のことはできるだろうと思います。しかし，ここだけ原

則論を曲げるのかと言われるとちょっと痛いですね。 

 今のところは，結構他のところでも悩ましいところで，信号現示を変えるというのは

悩んでいるところもあるということですので，その辺は  委員からも意見を頂きなが

ら，もう少し最適案があるかどうかを考えてということでよろしいですか。 

 あと５分くらいで終わりにしたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 実は私は元学校の教員で，水戸工業高校にも勤めていました。水城高校から見て水戸

駅に近い信号がありますね。生徒の通学時の指導をしていると，大体水城高校のほうに

はいかないで，水城高校の反対に生徒は渡ってきます。大体駅南通りの信号の前後で渡

ってしまいます。 

 そのような状況の中で，南消防署の前を逆走しないように，坂を上っていくに当たっ

ては，逆走をしないように歩道を通りなさいという指導をしていて，地域の方に迷惑を

おかけしていたという現状があるので，水戸工業高校生の流れをしっかりと把握しない

と，難しいのかなと思います。 

 水戸工業高校生は，国道 50 号バイパスの手前に一方通行のグラウンドに入る道路が

あるのだけれども，このグラウンドの横を通って水戸工業高校の南門に入って行くとい

った経路を取りますから，この幹線市道 39 号線というのは，ほとんど西と東では西の

歩道を走ってくるという形になりますので，水戸工業高校生の流れを踏まえていかない

といけないのかなと思います。 

会長会長会長会長    

 その辺は，現状を踏まえてきちんと検討していきたいと思っております。 
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 事務局よろしいですね。 

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。 

 市道千波２号線もそうでしたけれども，沿線の高校の先生方に通行指導に御協力いた

だいて実現したということがございます。今回の幹線市道 39 号線においても，水戸工

業高校を始め，水城高校など，学校と連携して通行指導をしていくことが必要だと思い

ますので，通行実態はきちんと把握した上で，きちんと守れるルールを確立していきた

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。 

 そろそろ時間ですので，水戸警察署さんのほうから全体を通して何かございましたら

お願いします。 

        委員委員委員委員    

 私が懸念しているのは交通事故です。皆さんがおっしゃっているように高齢化社会と

いうことで，高校生・大学生という対象で検討している段階ですが，やはり高齢者や一

般の方も含めて安全対策を常に意識してやっていかねばならないということですね。 

交差点関連については，今後も検討していきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 どうもありがとうございました。 

 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    

 本日は時間を超過してまで，熱心な議論を頂きありがとうございました。今日頂きま

した意見を踏まえまして，協議を進めてまいりまして，また，皆様方にもお諮りし御意

見を伺ってまいりたいと考えております。 

 本日はありがとうございました。 


