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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 10 月 17 日（月） 午後２時 00 分から 

 

３ 開催場所  水戸市役所本庁舎南側臨時庁舎 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，小林成基，川崎辰男，大野光一，渡辺三代子，大金和夫， 

澤畠政志，澤畑保男，横田富士雄，薗部修，井野功一，渡辺修宏 

(2) 執行機関 

三宅正人，須藤文彦，大嶋実，中村良太，村石俊弘，坪井正幸，前田英明， 

小林光宏，小林一仁，小川邦明，木村修，弓野憲一，菅野康範，向井優騎， 

久木崎隆，加藤久人，鈴木秀樹 

(3) その他 

委員欠席 三国成子，山口美知子，加藤昇，大山登志彦，橋本義彦，仁瓶正 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

議題 

(1) 水戸市自転車利用環境整備計画・骨子（案）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。）   ２人 

 

８ 会議資料の名称 

 資料① 「平成 28 年度第２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 「平成 28 年度第１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。ただいまから，平

成 28 年度第２回水戸市自転車利用環境整備審議会を開会いたします。私，本日の司会

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まして，誠に

ありがとうございます。本年９月１日から審議会委員の新たな任期が始まりましたが，

委員の皆様にはよろしく御審議のほどお願いしたいと存じます。本市では，安全で快適

な自転車利用環境を創出するため，本年度，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。前回８月の委員会では，計画の策定基本方針についてお示しをし，

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

頂いたところでございます。本日は計画の骨子（案）について皆様にお示しをいたしま

す。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。簡単ではございますが，挨拶とさせていただきます。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

    続きまして，今回，委員の改選がございましたので，委員の皆様を名簿順に御紹介さ

せていただきます。 

〔委員紹介〕 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

    以上，委員の御紹介でございました。    

 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自己紹介という

形で御紹介申し上げます。 

〔執行機関の自己紹介〕 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

    以上，事務局職員及び本日出席の職員でございました。 

 本来ですと，ここで議事の進行を会長にお願いするところでございますが，委員の改

選がありましたので，会長が選出されるまでの間，事務局で進めさせていただきます。 

 それではまず，本日の出席者数を報告させていただきます。委員定数 19 名のうち，

出席委員は現時点で 12 名でございます。委員の半数以上が出席されておりますので，

水戸市自転車利用環境整備審議会条例第６条第２項の規定に基づきまして，本審議会は

成立いたします。また，本日の審議会の傍聴者は２名でございますことを報告いたしま

す。 

 続きまして，会長の選出についてでございます。 

 同条例第５条第１項の規定によりまして，委員の中から選出していただくことになり

ますが，いかがいたしましょうか。 

        委員委員委員委員    

事務局に一任したいと思います。 
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執行機関執行機関執行機関執行機関    

今，事務局に一任とのお声がありました。それでは，事務局案でございますが，  様

に引き続き会長職をお願いしたいと考えておりますが，いかがでございましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

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す。それでは，会長は引き続き  様にお願いいたします。  会

長におかれましては，会長席に御移動をお願いします。 

 それでは，委員を代表いたしまして，  会長から御挨拶をお願いします。 

会長会長会長会長    

 それでは，改めまして，  でございます。よろしくお願いいたします。 

この審議会も，思い返すと，もう３年目になります。最初，平成 25年度の終わりに，

この話を市の方から頂いて，やっと水戸市も自転車のことをやる気になったのかと思っ

たわけです。それで３月の末に初回の審議会をやりました。 

最初どのように進めるかといった時に，実態の調査や，アンケート調査等をしていま

したが，水戸市においては自転車を考える下地があまりない。全国的なところでは，計

画を作る前に５年も６年も何年にもわたって，いろいろな形で自転車のことをやってき

て，それで計画を作ろうという流れが多いですが，水戸市においてはそういう下地がな

い状態でした。 

最初に，事務局も委員も，みんなで自転車のことを勉強しながら考えてみましょうと

いうことで始まりました。そして，勉強したところ，先行事例という形で，実際に自転

車の通行帯を作ってみようということで，二つの候補路線を挙げました。 

１年目の平成 26 年度はいろいろな自転車の利用状況を調べて，先行事例として実施

する路線を決めていきました。平成 27 年度は，その二つの候補路線の中から，市道千

波２号線という生活道路の改善を実際にやったということです。その辺は，この間も事

前事後の報告をいたしまして，かなり良い結果が出たのではないか，改善されたのでは

ないかということが言えます。今年度は，もう一本残っています幹線市道 39 号線を実

際に進めていくということと，併せてお手元にある整備計画というものを作っていると

いうことになります。 

２年とちょっとの間，皆さんと勉強してきて，やっと水戸市が計画を作る段階になっ

たということで，ぜひ本年度，お手元にある今日検討します整備計画ですが，今後何年

かにわたって，この計画を基に整備していくということでございますので，よろしく御

検討いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 会長，ありがとうございました。次に，会長職の代理者でございますが，同条例第５

条第３項の規定により，会長が指名するということになっておりますので，  会長か

ら御指名をお願いいたします。 

会長会長会長会長    

 はい，では私から指名させていただきますが，引き続き  委員にお願いしたいと思

います。いかがでしょうか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

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す。それでは，会長代理は引き続き  委員にお願いいたします。 

それでは，本日の議事に入るわけでございますが，同条例第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になります。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，議事進行を務めさせていただきます。まず，本審議会にお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。まず， 

  委員，よろしくお願いいたします。それと，  委員，よろしくお願いいたします。 

 では，議事に入りたいと思います。 

 お手元に次第がございますけれども，(1)水戸市自転車利用環境整備計画の骨子案に

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    

 水戸市自転車利用環境整備計画・骨子（案）について説明いたします。お手元の骨子

案をお開きください。こちらには，序章から第５章まで記載してあります。計画の構成

は，自転車を利用するメリットを前面に押し出した構成となっております。 

序章として，計画策定の背景と目的，位置付け，期間を示した後に，自転車利用のメ

リットとして，五つを示しております。 

次に，第１章として水戸市における自転車利用環境の現状から，課題を抽出しており

ます。現状としては平成 25 年度に行った市民アンケートの結果，現在の自転車利用環

境，また交通事故の状況や交通安全教室の開催状況等から課題を抽出いたしました。 

第２章は，計画の基本的な考え方であり，本年５月に政策決定いたしました基本方針

等について記載いたしました。 

第３章には，施策の展開として，現状から整理した課題と対応方針に基づき，施策を

まとめております。 

第４章は，自転車ネットワーク計画として，本市の自転車ネットワーク路線とその整

備方法について記載し，第５章で計画の進捗管理を記載いたします。このような構成の

下，実際に計画内容を記載したものが，次のページからになります。 

まず，序章「計画の策定にあたって」でございます。自転車に対する関心の高まりと

国の自転車施策の強化の中，水戸市は自転車の交通事故の件数が県内で最多であり，安

全性の確保が課題となっております。また，自転車はまちなかの回遊性の向上に資する

交通手段としての役割も期待されているところです。そこで，本審議会を設置し，皆様

から御意見を頂きながら，安全で快適な自転車利用環境整備の推進のため，市道千波２

号線での社会実験などの施策を行ってきたところでありまして，これらの取組の検証を

行い，安全で快適な自転車利用環境創出のため，水戸市自転車利用環境整備計画を定め
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るものでございます。２ページにありますように，計画は上位計画との整合，連携を図

るものといたしまして，計画期間は水戸市第６次総合計画との整合性を図るため，平成

29年度から平成 35年度までの７年間といたします。 

次のページからは，自転車利用のメリットについてまとめました。（1）「環境にやさ

しい」では，二酸化炭素の排出量の削減について記載しました。（2）「体にやさしい」

では生活就活習慣病の予防効果について記載しました。次のページを開いていただきま

して，（3）「家計にやさしい」，こちらではガソリン代や維持費の節約，また，（4）では

「近距離移動での自転車の効率性」，（5）「心にやさしい」では，自転車はストレスが少

ない移動手段であることについて記載いたしました。 

さらに次のページにおきましては，自転車の先進都市のイメージを分かりやすく示す

ために，事例といたしまして，まず（1）のロンドンは，オリンピックを機に自転車施

策に取り組んで自転車利用環境を整備した例，（2）のパリはレンタサイクルによる公共

交通との連携，また（3）日本での先進事例として金沢市を挙げまして，こちらでは公

共レンタサイクルの，「まちのり」というレンタサイクルですけれども，こちらの事例

や，また様々な団体と協働して自転車利用環境を整備しているという先進事例の紹介を

行います。 

 次のページを御覧ください。第１章「水戸市における自転車利用環境の現状と課題」

です。1「自転車利用の状況」として，平成 26年に行った市民アンケートの結果を示し

ております。（1）「自転車の利用状況」は，10 代の利用が９割を超え，60 代以上は７割

という結果でした。（2）「自転車利用の主な目的」としましては，10 代，20 代が通勤，

通学で利用し，30 代以上では買い物という利用目的が高くなっておりました。また，

次のページの（3）「自転車の利用頻度」といたしましては，ほぼ毎日自転車を利用する

という方が 10 代，20 代，70 代で高くなっている結果になっております。（4）「自転車

の移動距離と時間」といたしましては，自転車の最も利用される移動距離は，主に５キ

ロメートル以内，また移動時間は 30 分以内という結果になりました。次のページ，（5）

「自転車利用に関するルールの遵守」では，本市は自転車利用に関するルールを知って

いても守っていない人が多く，特に車道を通行することの遵守度が低くなっているとい

う結果が出ました。 

 次のページ，２「自転車利用環境の整備状況」といたしましては，まず，自転車等駐

車場の状況についてお示ししています。本市は，水戸駅及び赤塚駅周辺に自転車等駐車

場を整備いたしまして，併せて放置自転車対策を実施したことにより，放置自転車の撤

去台数はピーク時の３分の１まで減りました。一方，平成 25 年度に実施した市民アン

ケートにおきましては，自転車通行空間の整備とともに，駐輪環境の整備を望む声が多

く見られ，本市の観光施設やまちなかには，十分な駐輪環境が整備されているとは言え

ない状況から，自転車を利用したまちなかの回遊性の向上を図るため，更なる駐輪環境

の整備を行う必要があります。 

 13ページを御覧ください。（2）「レンタサイクル」は，現在，３か所の貸出所があり

まして，水戸駅より南側の貸出所で相互貸出，返却が可能となっております。また，レ

ンタサイクルの利用状況を調べると，市外からいらっしゃる方の利用が多く，観光目的
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の利用が多いと考えられます。 

15 ページを御覧ください。（3）では「自転車通行空間の整備状況」について，２路

線を挙げました。一つが，昨年度整備いたしました県民文化センター入口交差点から御

茶園通りまでの市道千波２号線，さらに，国道 50 号バイパスの水戸桜ノ牧高校周辺の

自転車道について記載しました。 

次に，３「自転車の安全利用」ですけれども，まず交通事故の状況といたしまして，

本市では，自転車が関連する交通事故数は減少し，人口 10 万人当たりの自転車事故数

で換算しても，全国平均値よりも下回っております。しかし，茨城県の平均よりも高く，

県内最多の状況が続いておりまして，自転車の安全対策が課題となっております。 

次に 17ページの安全利用に関する状況といたしましては，現在，市では小・中学校，

高校を対象に自転車の交通安全教室を行っており，今後様々な年代へ交通安全教育を広

げていく必要がございます。 

18 ページには，これまで示した現状から課題を導き出し，本計画における対応方針

を設定いたしました。なお，課題の解決には，自転車利用のメリットを最大限に活用し

て施策に取り組むものといたします。 

上から順に見ていきますと，「環境負荷の低減」には「近距離移動での自転車利用の

促進」，「生活習慣の改善」には「自転車利用による運動習慣の促進」，「自転車利用者の

ルール遵守」には「自転車利用に関する安全教育の充実」，「歩行者及び自転車の安全確

保」には「歩行者及び自転車の通行空間の確保」，「連続的な自転車通行空間の確保」に

は「自転車通行空間の連続的な整備による回遊性向上」，「まちなかにおける自転車利用

の利便性向上」には「まちなか等で自転車を気軽に利用できる利用環境の整備及びシス

テムの導入」，「自転車と公共交通とのさらなる連携」には「自転車と多様な公共交通と

の連携」を対応方針として設定いたしました。 

 次のページを御覧ください。第２章では，計画の基本的な考え方をお示ししておりま

す。１としまして，自転車には様々なメリットがあること，本市における車道左側通行

が守られていないという状況から，自転車は車両であるということを明確化する必要が

あること，また，近距離移動では自転車の方が自動車より早いという現状から，近距離

移動の利用を促進する移動手段として，本市の交通体系に位置付け，バスなどの公共交

通機関を補完する役割を果たすことができるよう，その利用環境整備に取り組んでまい

ります。 

 ２の基本理念といたしましては，安全で快適な自転車利用環境を実現するため，「自

転車に 乗ってみたくなる まちづくり」を掲げまして，この基本理念の下，基本方針

を定めました。自転車のメリットの発信と安全意識の向上を図る，基本方針１「自転車

に乗ってみたくなる 意識づくり」，自転車通行空間を整備しネットワーク化を図る，

「自転車に乗ってみたくなる 道づくり」，自転車利用の促進のため，自転車を気軽に

利用することができる「自転車に乗ってみたくなる しくみづくり」の三つについて定

めたところでございます。 

これらを体系図としてまとめたものが，次のページの第３章「施策の展開」にある施

策体系です。基本方針を掲げまして，本市の現状から整理した課題と対応方針に基づき，
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基本施策を整理し，施策を整理いたしました。 

 基本方針１の「自転車に乗ってみたくなる 意識づくり」に基づく基本施策といたし

まして「マイカーに依存しない意識づくり」を挙げ，施策として，「自転車利用による

健康増進」，「自転車通勤の推奨」，「イベント開催時における自転車利用のＰＲ」を位置

付けます。同じように，（2）「安全への意識づくり」に基づき，「自転車利用者への安全

教育の充実」，「自動車運転者への啓発機会の充実」，「自転車損害賠償保険の加入促進」

を位置付けます。 

基本方針２「自転車に乗ってみたくなる 道づくり」としましては，（1）「安全で快

適な道づくり」として，道路事情に応じた「自転車通行空間の整備」，「整備路線の適正

な維持管理」，（2）「連続性を確保した回遊性の高い道づくり」といたしまして，「自転

車ネットワークの構築」と「自転車用案内誘導サインの設置」を位置付けます。 

基本方針３「自転車に乗ってみたくなる しくみづくり」として，（1）「気軽に利用

できるしくみづくり」では，「駐輪環境の整備」と「コミュニティサイクル等の整備」

を位置付けます。（2）「公共交通と連携できるしくみづくり」といたしましては，「サイ

クル・アンド・ライドの推進」と「公共交通機関との連携策の検討」を位置付けました。 

それぞれの施策を，次のページから説明いたします。21ページをお開きください。 

 こちら，①としまして，自転車利用を促進して健康増進を図ります。例えば，健康マ

イレージ事業に自転車利用を追加いたしまして，利用を促進します。また，30 代～50

代の男性は肥満者の割合が高く，自転車利用率が低い傾向にあることから，当年代に対

して重点的にＰＲを行います。 

 ②は自転車通勤の推奨です。自転車利用のメリットをＰＲし，自転車通勤の促進を図

ります。また，事業所を対象に自転車通勤のメリットをＰＲし，企業イメージの向上な

ど自転車通勤を積極的に支援する事業所を増やします。 

 ③は，イベント開催時における自転車利用のＰＲとして，水戸まちなかフェスティバ

ルや環境フェスタ等のイベントにおいて，健康面，環境面等から自転車利用のメリット

についてＰＲする場を設けてまいります。 

 ④自転車利用者への交通安全教育の充実として，現在，小・中学生や高校生を対象に

行っている自転車の安全教育について，一般市民や高齢者等にも対象を広げ，各年代に

応じた教育を行ってまいります。 

また，市道千波２号線の整備では，自転車通行空間の整備と併せて，通行指導に力を

入れたことで，秩序ある自転車通行の形成につながりました。通行指導に併せて，通行

方法のパンフレットの配布など，効果的に啓発活動を行ってまいります。 

 23ページをお開きください。 

 ⑤は自動車運転者への啓発機会の充実です。自動車運転免許証の更新時や安全運転管

理者等講習の機会を通じまして，自動車運転者に対しても自転車の交通ルールについて

周知することで，自転車に対する安全意識を高めます。 

 ⑥といたしまして，自転車損害賠償保険の加入促進でございます。自転車が加害者と

なり，高額な賠償を命じる判決が相次いでいることから，自転車販売店と連携し，傷害

保険と賠償責任保険が付いているＴＳマークの貼付けの推進や，損害賠償保険加入の重
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要性を周知してもらい，自転車利用者に事故の危険性を認識してもらうことで，安全な

利用を促してまいります。 

 ⑦は，道路事情に応じた自転車通行空間の整備を行ってまいります。こちらは，歩行

者，自転車，自動車が安全で快適に通行できる空間を確保するため，自転車は軽車両で

あり，車道左側通行であることを原則として，道路事情に応じて自転車通行空間を整備

してまいります。 

 ⑧は，整備路線の適正な維持管理として，自転車通行空間の整備を行った後，機能や

安全性の維持のため，違法路上駐車車両等の排除に取り組んでまいります。 

 次のページを御覧ください。 

 ⑨は，自転車ネットワークの構築です。自転車通行空間の連続的かつ面的なネットワ

ークを構築してまいります。他市においては，自転車ネットワーク計画を単独に定めて

いる例がございますけれども，本市は利用環境整備計画の中に位置付けてまいります。

こちらの詳細は，第４章に記載いたします。 

 ⑩は，自転車用案内誘導サインの設置です。自転車等駐車場の位置情報や観光施設等

のアクセスについて，例に示しておりますような路面表示や看板等を設置し，自転車に

よるまちなかの回遊性の向上を図ります。また，サインはピクトグラムを活用するなど，

外国人観光客にも分かりやすいものを採用してまいります。 

 ⑪は，駐輪環境の整備として，まちなかの施設等に安心して自転車を駐車できる施設

を整備して，まちなかの回遊性を高めてまいります。 

 ⑫は，コミュニティサイクル等の整備として，回遊性の向上及び公共交通網の補完の

ため，既存のレンタサイクルの拡充やコミュニティサイクル等の整備について検討しま

して，適切なシステムを導入してまいります。 

 次のページ，⑬は，サイクル・アンド・ライドの推進を行ってまいります。鉄道やバ

スと自転車の乗り継ぎの利便性を高めるため，鉄道駅や主要なバス停など，乗り継ぎが

便利な場所にサイクル・アンド・ライド用駐輪場を整備いたします。 

 ⑭公共交通機関との連携策の検討としましては，自転車と公共交通機関との移動の連

続性を確保し，自転車の利便性を高めるため，例に示しておりますような連携策を検討

してまいります。 

 以上が施策の内容となります。 

 次のページには，施策の実施プログラムを記載する予定です。 

 ７年間の計画の中で，それぞれの施策について優先的に取り組む事業を先行して実施

してまいります。 

 次に，第４章「自転車ネットワーク計画」でございます。 

 まずは，１「自転車ネットワークとは」ということで，自転車通行空間は連続性を確

保しながら整備することが求められますけれども，空間的な制約や整備費用，整備時間

を考慮すると，市内の全ての路線に自転車通行空間を整備することは現実的ではありま

せん。そこで，効果的，効率的に整備していくために，地域のニーズを把握し，路線を

絞り込んだ上で，面的なネットワークを構築してまいります。 

 ２「本市における自転車ネットワークのあり方」として，本市での将来的なネットワ



9 

 

ークについて，（1）～（8）のように若い世代の通勤通学，まちなかの回遊性の向上，

買い物の利便性などの考え方に基づいたネットワークを構築していくということをお

示しいたました。 

 その中で，３「自転車ネットワーク優先整備路線の選定」といたしまして，本市の交

通の状況やまちづくりにおける課題から，本計画の７年間で優先的に整備する路線の考

え方をお示ししております。以前，皆様にお示ししました考え方のとおり，「高校生及

び大学生の通学支援」，「まちなかのにぎわい支援」の二つの考え方の下，（2）「路線選

定の手順及び選定方法」にございますとおり，ステップ１で地域を抽出し，ステップ２

で候補路線を抽出し，ステップ３でそれぞれの候補路線を重ね合わせ，連続性を確保し

ながら路線を整理します。最後に，ステップ４でネットワーク路線を選定してまいりま

す。 

 次のページをお開きいただきまして，こちらは自転車ネットワーク優先整備路線（仮）

といたしまして，前回お示ししたネットワーク路線の案を示しております。今後，こち

らのネットワーク路線は，関係機関との調整の上，設定してまいりたいと考えておりま

す。 

 次のページ，５「整備手法の検討」といたしまして，（1）にて，市道千波２号線にお

ける社会実験の結果を反映させることといたしました。市道千波２号線では，アで示し

た路面表示を使用し，通行指導の実施によって，秩序ある自転車通行の形成につながり

ましたが，ウの整備結果にありますように，自転車ピクトグラムは自動車からの視認性

が悪く，青色矢羽根は夜間の視認性が悪いとの意見が得られました。このことから，次

のページにございますとおり，ネットワーク路線で使用する路面表示といたしまして，

自動車からの視認性，また夜間の視認性を高めるため，自転車ピクトグラムは引き延ば

したものを使用し，矢羽根は白線を入れることで視認性を高めるということで，こちら

を使用することといたしました。なお，（3）「一般単路部における路面表示方法」とし

まして，自転車ピクトグラムは自動車と自転車の交錯の機会が多い区間に設置し，交差

点では向きや位置を工夫すること，矢羽根は 10 メートル間隔の設置を基本として，交

差点ではその設置間隔を密にすることとしておりまして，次のページに設置例を記載し

ております。 

 （4）「ネットワーク路線の整備形態」といたしましては，ガイドラインに示されてお

ります三つの形態，まず一つめは，工作物によって区切られた自転車道，二つ目は，専

用の車線を設ける自転車専用通行帯，三つ目は，車道内に自転車通行位置を明示する車

道混在，これらの３形態から選定してまいりたいと考えております。 

 次のページの（5）では，自動車の速度や交通量といった通行状況について，整備の

完成形を選定したいと考えております。この中で，自動車通行量１日 4,000台の目安と

いたしましては，国道 118 号線の水戸地方気象台付近が挙げられます。また，将来形は

この三つを考えておりますけれども，早期に整備路線の連続性を確保できる車道混在の

方法を，当面の整備の中心としたいと考えております。 

 次に，自転車ネットワークの整備スケジュールでございますけれども，こちらはネッ

トワークがまだ決定していないためお示しできませんが，それぞれの路線の整備スケジ
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ュールを位置付けてまいります。 

 最後に第５章として，「計画の目標の設定」を行ってまいります。１「計画目標の設

定」として，(1)「自転車利用者の増加」，(2)「自転車が関連する交通事故の減少」，(3)

「ネットワーク路線の整備延長」，(4)「レンタサイクル利用者数の増加」を目標に設置

いたしまして，ＰＤＣＡサイクルによって継続的に改善を行ってまいります。 

 説明は以上になります。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございました。では，これから御質問と御意見を頂きたいと思います。ど

こからでも受けたいと思いますが，最初，私から質問しますと，今御説明いただいたの

は整備計画・骨子（案）ですけれども，この骨子というのはどういうことでしょうか。

概要ではないのですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

 骨子という意味合いですが，目次に示してありますように，この計画の構成，このよ

うな形をしているということをまずお示ししたいという意味合いで，骨子としておりま

す。その中で，第４章の部分ですが，まだ内容は記載されておらず，仮に位置付けてい

るという状況でございますので，単純に，概要版とはまだ申し上げられないような内容

になっております。ですから，この計画書の構成といたしましては，このような構成で

記載させていただくということとともに，記載が進められるところは記載して，整備計

画を推し進めるようになっている点で，単純に，ダイジェスト版，要約したような形で

の内容というようなことを今回はお示しできないことから，骨子（案）という形をとっ

て説明しております。 

会長会長会長会長    

 整備計画ができた時に，見てもらう相手というのは誰でしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 現在のところは，水戸市民を対象にしておりますが，そこから更に対象の絞り込みは，

今のところはしていません。 

会長会長会長会長    

 では，水戸市役所内部の資料ということではなく，一般の人たちが「水戸市の自転車

というのはこうなるのだね」というのを分かるようにするということですね。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 はい。そのような位置付けでございますので，書き方も，今は行政が策定した記載の

仕方ということになっておりますが，水戸市民が分かりやすいようなものにするための

アドバイスを頂戴できればと思います。 

会長会長会長会長    

 専門の皆さんだけではなく，公募の市民の方もいらっしゃいますけど，皆様も見て分

からないと駄目だということですので，何なりと御質問，御意見を頂きたいと思います。

よろしくお願いします。 

        委員委員委員委員    

 今日頂いた骨子（案）の構成のページの最後に，用語解説と附属資料という表記があ
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るのですが，附属資料は今日の審議会の式次第や名簿を指しているのだと思いますが，

用語解説は別紙に資料があるのでしょうか。本題とは関係ないとは思うのですが，確認

と思いまして質問させていただきました。 

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。最終的にこの計画を取りまとめていく際は，巻末に用

語解説と附属資料とを添付するということで，こちらの目次に記載させていただきまし

て，今回は提示しておりません。 

会長会長会長会長    

 附属資料というのは，具体的にどういうものを想定していますか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 用語解説は分かりにくい言葉を説明したものを想定しておりまして，附属資料として

想定しておりますのは，この計画を策定するために扱ったバックデータ等を記載します。

例えば，条例やガイドラインの抜粋であるとか，そういう国や地方公共団体での取り決

めのような資料を添付するということを想定しております。 

会長会長会長会長    

 国のガイドラインとか，参考になるものの大事なところは，市民の人たちが見て，「な

るほどね」というふうに動向が分かるという意味ではある程度は載せておいた方がいい

かもしれないけれども，専門の人たちも使うと思うので，参照しなければいけない文献

のリストみたいなものも出しておけばいいのではないでしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 アドバイスありがとうございます。文献リスト等も検討してまいりたいと思います。

あと，先ほど言い忘れましたが，何年に検討をスタートして，こういう社会実験を行っ

て，こういう計画書が出来上がったという策定経過を載せておきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 はい，他にどうでしょうか。 

        委員委員委員委員    

 昨日か今日ですけれども，テレビでこういうことをやっていたのです。自転車が信号

のない交差点などで横断するのに止まっていると，車が止まらないで行ってしまう。止

まってくれる車は，７％とか８％であるということを取り上げていました。自動車運転

者への啓発という点，というか，私も自動車で無視して通っていた記憶があります。だ

から，ページで言えば該当するのは 22，23 ページのところになるでしょうか。これに

ついて，もっと自動車が一時停止してくれるような工夫というのはないものでしょうか。 

会長会長会長会長    

 今の指摘は自転車に対してですけども，歩行者も同じですよね。歩行者が横断歩道で

立っていても，自動車は全然止まってくれない。 

        委員委員委員委員    

 歩行者に対してのほうが，自動車が止まる率が高いですよね。自転車だと止まってく

れない。 
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会長会長会長会長    

 今の意見は自動車ドライバーへの教育ですね。自転車もそうですし，歩行者に対して

も，ドライバー教育といったようなことで，その辺は 23 ページに記載してあるという

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    

 資料の 23 ページの⑤の施策の中で，単に自転車利用者の方だけということではなく

て，実際に自動車を運転する方に，自転車が走るということがどういう状況なのかとい

うことを理解していただく必要があるということで，啓発機会の充実と位置付けさせて

いただいておりますが，水戸市の現状に照らした中で，単にこの５行程度で充実を図る

というふうに記載するだけでなくて，そのポイントとして，どういうところをＰＲして

いくのかということも，この 23 ページの箇所に記載を充実させていきたいと思いまし

た。ありがとうございました。 

会長会長会長会長    

 他にいかがでしょうか。 

        委員委員委員委員    

 事前に頂いた資料がありますけれども，これは皆さんに配布されていますか。その中

で，前の資料にはあって，この資料にはないものがあるので聞かせてもらっていいでし

ょうか。 

以前に配布された資料の中で３ページですけれども，この一人当たりのＣＯ２の排出

量について，同じような市町村の例が載っているわけですけれども，平塚市が 1.02 と

いう非常に低い値が出ているのですけれども，その理由が分かったら教えていただきた

いと思いました。本日の資料にはなくなってしまったので，事前に貰ったときに非常に

気になったものですから，お聞かせいただければと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 今日の配布資料ではなく，事前の配布資料ということで，お手元にない皆さんもいら

っしゃるかと思いますが，今，  委員から御指摘いただきましたのは，2007 年度の

人口一人当たりのＣＯ２排出量の類似都市比較という棒グラフを記載しておりました。

その中で，水戸市が他の都市に比べましてＣＯ２の排出量が多いということを示した棒

グラフを載せていたのですが，なぜ多いのか，また，平塚市でなぜ少ないのか，そうい

った背景の部分について，この表を掲載した上で説明するには詳細な調査が必要だとい

うこともありまして，グラフ自体を抜いてしまったという経緯がございます。今回はこ

のグラフはなしという形で，御了解いただければと思います。 

        委員委員委員委員    

 この資料があればと思って聞きたかったのは，やはりそのまちの特徴があるのではな

いかと思うのですね。この資料ですけれども，つくば市は 1.31 で，自分なりに考えて

みると，自転車が非常に利用しやすいということが数字として表れたのかと。また，平

塚市は分からないので，どういう状態なのかなという思いがありました。 

水戸市として考えた場合，偕楽園公園という水戸のまちなかに大きい公園があります

けれども，他に主だった自転車通行帯は桜川のサイクリングロードしかないのですね。
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ですから，赤塚のほうからも千波のほうからも，わざわざ国道 50 号バイパスのほうか

らも流れてきたり，いろいろな流れを作ることができるのではないかと思うので，こう

いった偕楽園公園という水戸の中心市街地にある公園の園路を利用すると，手っ取り早

いのではないかと思います。今，私が学生時代に通った道路，また通学に通った道路付

近は，もう 10 年も 20 年もそのままの状態です。ほとんど変わっていない。非常に自転

車には不利な道路であるというのが現状だと思いますので，偕楽園公園という空間をう

まく利用するのも一つの方法なのではないかというのがあるので，ぜひ一案の中に入れ

てもらえればと思います。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございました。私から補足しますと，問題のＣＯ２排出量はどうしたら出

るのか，あまり細かい議論はしないほうがいいですね。平塚市は先ほど言ったように

1.02，つくば市が 1.31ですけれど，つくば市の自転車のシェアは 15％くらい，平均く

らいです。決して高い方ではないですよね。自動車も走っていますから，数字のマジッ

クみたいなところはあるかもしれません。 

２番目にありましたサイクルロードを使うといったことは，今回の 31 ページにサイ

クリングロードとかサイクリングコースとか入っているのですけれども，これは実は全

て歩行者と共存している自転車歩道通行可の道路です。あそこの２メートルか３メート

ルくらいのところを歩行者も自転車も通るので，ここに自転車を通すかというと非常に

問題が大きい。千波湖の園路もそうですけれども，散歩やマラソンや自転車だとか，い

ろんな方が走っていて結構ごちゃごちゃしているので，サイクリングロードと名前が付

いているからこれを優先的にそのまま使うのかというと，全然そうではない。ちょっと

気を付けていただきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 水戸市がこういった計画を進めているのは大変結構だと，有り難いと，水戸市民とし

て思っておりまして，７年と言わず，できることはどんどん進めていただきたいと思い

ます。ささいなことで申し訳ないのですが，31 ページで触れられた地図ですが，水戸

市民にこれを配るということで，自転車に乗る市民が具体的に関心あるのはこの地図だ

と思います。私もものすごく気になってしょうがないですけれども，まずそもそもこの

地図は白地図の状態で，未来の地図ではないかと思うのですが，今ない道路が入ってい

るようなところがございまして，要するに，水戸市の道路整備計画というのが別にある

のだと思うのですが，それが見えてこないと，これは何だろうという気がいたしました。 

ついでですが，私は実は千波湖の園路を使って自転車通勤しておりまして，これを整

備して，どんどん自転車は通れるようにするというのも確かに問題があると思うのです

けれども，赤い線が入っていない所，千波湖から川をずっと南に，水戸桜ノ牧高校の方

に向かっていく途中の川沿いが私の通勤経路であり，高校生もよく利用していまして，

ここはむしろこれから整備に力を入れていってもいいのではないかと考えております。

意見としてお話しさせていただきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 ２点目のほうはサイクリングロードとして留意するということで，１点目のほうの地
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図のところで都市計画道路が入っていて，できているところがあれば，できていないと

ころもあるということですが，その辺はどうでしょうか。 

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。31 ページの図面に使っているベースの地図があるの

ですが，都市計画図と称するものでして，現在まだ出来上がっていない道路なども書き

込んである地図になっております。一般の市民の方に分かりやすく情報提供するとなる

と，まだできていない道路を記載してお示しするわけにはまいりませんので，そのまま

になっていた部分を工夫して誤解のないようにしてまいりたいと思います。現在のとこ

ろは，前回の審議会で御提示させていただきました優先整備路線の案という形で，今回

の 31 ページは仮に表示しているイメージということで捉えていただければと思います

ので，次回の審議会までに具体的な路線をお見せして検討してまいりたいと思います。 

会長会長会長会長    

 私から聞きますと，こういう自転車の計画は，今，全国でブームと言われるようなと

ころまで来ていて，その辺は事務局で見ていただいていると思うのですが，ざっと目を

通すと，他の所と比べると，ちょっとやっぱり作りが水戸独自というところが結構ある

なということで，何を狙っているのか正直よく分からないところがあるのですけれども，

その辺のことを聞いておきたいです。 

結局，水戸市はこれから自転車の将来というのをどこに向かって行くのかよく分から

ないのです。それについてはどこに書いていますか。31 ページにはネットワーク路線

と書いてあるのですが，これは整備計画の７年間で作るのがここだということで，７年

間のものを全部示してあって，将来のものはまた別だということなのかどうか。将来が

どういうふうにあるのか，どういう方向に向かって行くのかというのが分からないです。

７年間で止まってしまっていて，普通だとその先があって，その中間の７年間がこれと

いうことだけれども，そういう示し方ではないとすると，どこに向かって行こうとして

いるのかどうも分からない。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 はい，19 ページを開いていただきたいと思います。この計画の位置付けというとこ

ろで，基本理念とそれに基づく基本方針を示しておりますが，この計画におきまして将

来像，どういうふうになっていくかというときに大事にしていきたい基本理念，基づい

ていく考え方が「自転車に 乗ってみたくなる まちづくり」，これを基本理念として

おります。その考えに基づきまして，方針としては意識づくり，道づくり，しくみづく

りという位置付けで記載しております。 

29 ページからの自転車ネットワーク計画ですが，水戸市の計画体系上，総合計画の

最終年度である平成 35 年を超えて，具体的に路線を位置付けていくということは，計

画体系上困難でありまして，今年策定しますと平成 29 年度からの７年間の計画という

形で位置付けていきたいと思います。ただ，一方で，７年間の長期とは言えない年数に

なってしまいますので，計画の中でどういうものを目指した上で最初の７年間なのかと

いった位置付けを，第４章の中で整理する必要があると思っております。 

第６次総合計画の構成としましては，基本構想の計画期間は平成 40 年度までです。
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それに基づき，総合計画の基本計画は 10年計画で，平成 35年度までという計画体系に

なっています。ですから，長い目で見ようとすれば平成 40 年までの構想を示した上で，

それに基づく７年間でここまでやるということで，計画体系では表現ができると思いま

す。 

29 ページで仮に記載させていただいています，自転車ネットワーク計画の中ではい

きなり７年間という示し方になっておりますけれども，29 ページの２番で本市におけ

る自転車ネットワークの在り方ということを箇条書きで記載させていただいておりま

す。ここの書きぶりだけでは今後 12 年後の姿，あるいは将来の姿は読み取れない，水

戸市はどこに向かおうとしているのか分からないという御指摘だと思いますので，今後

第４章の記載の仕方を充実させてまいります。 

会長会長会長会長    

 もう少し質問させていただきますが，19 ページと 20ページに基本的な考え方とか施

策の展開とありますけれども，これは７年間のものなのか，将来に向けても使う考え方

なのか，どうでしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 最初の方へ戻りまして，２ページをお開きください。こちらが計画の位置付け，先ほ

ど御説明しました水戸市第６次総合計画の内容が２段階になっておりまして，基本構想

の期間が平成 40 年度までとなっています。その下に位置付けられる総合計画の中の基

本計画が 10 年間として平成 35年度までの計画体系となっております。それに即して，

自転車利用環境整備計画を策定したということになるので，自動的に考え方といたしま

しては，自転車利用環境整備計画の計画期間も平成 35 年度までの７年間ということに

なります。 

今，先生から御指摘がありました 19 ページと 20ページの考え方ですが，計画体系に

基づいて策定している計画になりますので，記載されている内容自体は平成 35 年度ま

での７年間の考え方になろうかと思いますが，当然７年間で考えに基づいて事業を行っ

て終わりということではなくて，継続的にやっていくというところで一つの考え方があ

ると思いますので，それを今後も踏襲していくかどうかということは，更なる議論が必

要ということになるかと思います。 

会長会長会長会長    

 上位計画の計画期間が７年間というのは一つの縛りであると思うのだけれども，通常，

全国の計画はほぼ 10 年間で，10 年後の相当な将来計画を作っていまして，進むべき方

向はそこで示しているということがあるのです。19，20 ページで目標像がよく分から

ないというのは，基本方針の考え方が７年間というところですけど，その７年間で 20

ページにあるサイクル・アンド・ライドとか公共交通機関との連携，あるいは健康だと

か，相当自転車が推進されている都市で望まれるようなことが書いてあって，健康や 

ＣＯ２とか言っているのだったら，一般人もどんどん自転車に乗ってくださいというこ

とだけれども，さっきの路線整備のところを見ると，結局は高校生の通学みたいな形に

落ちているわけです。そうすると，高校生だからもともと自転車を利用しているので，

自動車からの転換ではないからＣＯ２は全然関係ないし，もともと高校生だからメタボ
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なんて関係ないし，前後の筋がどうも整合しないような感じがします。 

        委員委員委員委員    

 一応資料を読んできて，ちょっと伺いたいのですが，最初に会長が御指摘になったよ

うに，誰のためのものかということがあって，二つターゲットがあるのだろうと思いま

す。市民に向けてこういうことをやりますということと，御担当の方は１年か２年でい

なくなるわけですから，それからここに書いてあることを，次の方がずっと７年間にわ

たって受け継いで実現していくという話があると思うのです。その部分が少ないので，

言いっ放しにならないか心配があるのです。ただ，全体からすると，ものすごくよくで

きている，書けていると思います。だから，よく書けているけれども，実現できなかっ

たら何もならないわけです。 

１ページ目に序章があって，ここに前文というか思いが書いてあるわけですが，自転

車の位置付けについては，よく国で言っているのは災害対策といって，大地震なんかが

あったときに最初に通信手段，移動手段で使われるのは自転車だということもあるので，

それがもし書ければ一言書いておいてください。それから国道 50 号線バイパスの一部

区間は 700メートルですよ。これで整備が終わってしまっていることについては，問題

意識を持っていただきたいです。 

 下から５行目ですが，自転車の通行に係るルールやマナーの周知に努めるというのは

当然だと思うのですが，その次に効果的な路面表示と書いてありますが，何に対して効

果的か書かれていないのです。むしろ自動車側の認識を高めるために効果的だというこ

とを書いていただけると通じるかなと思います。また，水戸市の整備計画が策定された

ら後世はこれを尊重せよと，それくらいのことを書いておいた方がいいと思います。 

それから，９ページ，10 ページに自転車についての現状をいろいろお調べになって

いますが，自動車との関係が見えてくると有り難いと思います。今，群馬県の統計によ

ると，100 メートル移動する場合でも車を使ってしまう人が 25 パーセントいる。過度

の自動車依存からの脱却がテーマになっていると思うので，過度の自動車依存とは何か

ということを市民に対して説明できるような資料が，参考資料でもいいのであるといい

と思います。 

それから 12 ページですが，駐輪場の問題ですけれども，更なる駐輪環境の整備が必

要と書いているのですが，明確に書いていただきたいのは，駅前だとか拠点の駐輪場は，

今，結構整備されてきているわけです。問題は，まちかど駐輪場です。どこか目的地に

行ったときに駐輪場がないという状況があると，自転車がちゃんと止められなくて使え

ないということになると思います。そこは踏み込んで記載していただきたい。 

てにをはの問題ですが，11 ページ，自転車利用ルールの遵守の状況，３番目のグラ

フです。「危険だと思うのが面倒くさいから」ではなく，「危険だと思うが面倒くさい」

ではないですか。 

 それから 13ページ 14 ページです。観光利用があると書いていて，今朝ここに来る前

に見てきたのですが，駅前のどこを見てもレンタサイクルがあると分からないのです。

ペデストリアンデッキを降りて行って，中に入る段階でようやく分かるのですが，両側

に駐輪場がありますよね，駅から見て右側の駐輪場を見に行ったら，反対側にあるとわ
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からないわけですよ。分からないものは使えない。見える化を進めないと無理だと思い

ます。現実に，計算してみると分かるのですが，千波湖のレンタサイクルだって１年間

に 675人が使ってるわけですよね。自転車は 15台あるわけです。単純に 12 か月で割っ

て，１か月間に１台につき 3.75 回しか使われないわけです。使われ方があまりにも低

すぎます。駅前だって１台につき月に５回ほどしか使われていない。いくらなんでも，

やる気があるとは思えない。猛省を促したいと思います。 

 それから，18 ページの枠の中，４番目に歩行者及び自転車の安全確保となっていま

すが，自転車，歩行者の安全確保は自動車側の問題が大きいので，自動車に対しての啓

発啓蒙を強めにやっていただきたいです。それと，19 ページの「自転車に 乗ってみ

たくなる まちづくり」の下，基本方針のところに自動車運転者にも安全教育とありま

す。具体的に何をするか知りたい。 

 それから，20 ページの 1「マイカーに依存しない意識づくり」の安全の部分ですが，

御存じだと思いますが，昨年の 11月に愛媛県警，愛媛県，松山市が一緒になって，1.5

メートル思いやり運動をやっているわけです。自転車を自動車が追い抜こうとした時に

1.5 メートル以上離れて抜きなさいというキャンペーンをやっています。これは，全世

界的に行われているキャンペーンを日本で初めてやっているわけです。当たり前のこと

ですが，ぜひ展開していただきたい。自転車から 1.5 メートル離れることができなかっ

たら，世界標準では「追い抜くな」ということです。ところが，愛媛県の場合ではそれ

を徐行と書いている。完全にロジックが矛盾しているのです。自動車の徐行って時速

20キロメートル未満位です。自転車が時速 20キロメートルで走っているのを，自動車

が徐行したら追い抜けないです。だから，1.5 メートル離れられなかったら追い抜くな

という水戸ルールを作っていただきたいし，それをどうやって啓蒙するかというと，自

動車に貼るステッカーを作っていただきたい。1.5 メートル離れて自分は自転車を追い

抜くのだよと。先ほども御指摘があったけど，歩行者や自転車が，信号のない横断歩道

で渡ろうとしても誰も一時停止しないっていうのは，実は私も目の前で見てきたばかり

だったので，相当ショックを受けましたので，その辺はやっていただきたいと思います。 

 それから 21 ページですが，みとちゃん健康マイレージ，素晴らしいと思いますし，

自転車通勤の推進も素晴らしいと思います。目標の参加人数，参加企業をどのくらいに

するとか，水戸市内ではそんなにないと思いますけど，就業規則で自転車通勤禁止とい

う会社が結構あるのですよ。それはちゃんと調べておいた方がいいと思います。東京の

一部上場企業はほとんど駄目です。自転車通勤を認めたことがニュースになるくらいの

世の中なのです。昔，多分大会社が就業規則を作って，それがよかったので皆まねて，

就業規則の中に自転車通勤禁止が入ってしまっているのです。ぜひ水戸市で呼びかけて，

通勤を禁止しているところがあったら，ちゃんと保険をかけて，駐輪場も用意して，体

制を整えなさいという呼びかけをしていただかないと，具体的にならないのだと思いま

す。 

関連して，23 ページ「自動車運転者への啓発」のところは，できれば具体的に 1.5

メートル離れて追い抜けという思いやりキャンペーンのようなステッカーをぜひ作っ

ていただきたいし，保険のことですけれども，ＴＳマークだけ取り上げるのは非常に不
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足だろうと思います。損害賠償の金額が全く足りないので，むしろちゃんとした自転車

の損害賠償保険に入れと呼びかけをするか，今，大阪や京都等，20 か所くらいの都市

が条例を作って，奨励金も出しています。そのくらいのことはそろそろやってもいいと

思います。 

 24 ページの⑧に「違法路上駐車」と書いてありますが，警察の方と一緒になってキ

ャンペーンみたいなことを具体的に設定しないと，市のほうは言っているけれども，な

かなか手が足りなくてできないまま終わってしまうこともあり得るので，市の方で手を

出すなり，警察をサポートするなり，具体的に踏み込んでいただければと思います。 

 27 ページの⑭，バスとかへの自転車の乗り入れの問題ですが，実現に向けて検討し

てもらえませんか。ラッシュアワーの時に乗せろとは言わないし，乗せちゃいけない車

両を決めてもいいと思うのですが，乗せちゃいけない車両とラッシュアワーの時間を除

いたらいいよという状況をしないと，自動車にすがって動いていくような高齢者は動け

なくなってしまいます。ぜひよくお考えをいただきたいと思います。 

 路面表示の問題が 32 ページにありますが，路面表示によって自転車の通行位置を明

示するとともに，歩行者について言うのではなくて，ここに自動車側の認識を深める，

自動車に認識させるということを書いておいていただかないと，何のために路面表示す

るのかという意味がぼやけると思います。ぜひお願いいたします。 

会長会長会長会長    

 たくさんあるということですね。何かコメントがあれば。 

        委員委員委員委員    

 すみません。いろいろあるので，第１章について第２章についてという形でやってい

かないと言い合いだけで終わってしまうと思います。 

会長会長会長会長    

 どうしましょうね。細かいところを言い始めるとたくさん出てきてしまいますよね。

だから，これのまとめ方というのはどうでしょう。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 今日頂いた御意見を踏まえ，計画書の内容，記載を充実させて，次回またお示しする

という形を予定しております。 

会長会長会長会長    

 少し残ったところは，いつもそうですけれども，個別に頂いて事務局でそれに答えて

いただくということはやっているのですけれども，今細かいところも頂いたのですが，

少し皆さんで議論した方がいい大きいことがあれば，そういうところから行きたいと思

うのですが，１章，２章と順番にやるのは違うのではないかなと思うのです。今，皆さ

んからできるだけいろいろな意見を頂きたいと思うのですけれども，てにをは的な細か

いところは流していただくようにして，整備計画に関わって大きいことだと思うところ

は，ぜひ積極的に言っていただくというところでいかがでしょうか。 

        委員委員委員委員    

 この資料は，大変な労力を費やして作られたものだと認識しておりまして，頭が下が

る思いですが，水戸市民として，また自動車や自転車を使うエンドユーザーとして思う
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のは，いかにこの計画の結果として，水戸市民若しくは水戸に通勤，通学される方の自

転車利用率が上がるか，若しくは自動車との併用率が上がるか，ＣＯ２削減とか経済活

性化とか環境成果が上がるかというところだと思います。 

そして，それは本当にどこから手を付けていいか分からないくらいポイントが細かく

ありますから，比較的変化の見やすい水戸駅と赤塚駅の二つの駅の周辺とか高校や大学

に通う人を対象にするというのも仕方ないと思っておりますが，第５章の進捗管理の部

分で数字をどのように，いつ出すかについてすごく関心があります。おそらく現時点で

のプランというのは，高校生等の通学路対応がどうしても大きいから，今自動車を使っ

ている一般市民の方が，急に変わらないとは思いますけれども，それでも主要幹線でそ

ういう変化が起これば，たまには自転車で通勤しようとか，買い物の時は自転車を使お

うとか，どっちも使おうとかという数字の変動は見込めると思うので，これくらいのユ

ーザーをこれくらいは目指したいというのを出せれば，７年先のビジョン，その後のデ

ィレクションについても考えられるのではないかと感じていました。 

ですから，数字をいつどのように出すか，その辺はどのようにお考えなのか，今日は

お聞きしたかったです。 

会長会長会長会長    

 ７年とその先からということにも関係あるのですが，数字の目標ですね，37 ページ

に計画の設定というところに書いてあるのですが，今回，自転車利用者の増加。先ほど

の自転車ネットワーク計画でも，現状で通学とか，駅を発着する自転車を主としてやっ

ている時に，自動車からの転換を狙っているわけですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 自転車利用者の増加を狙うということは，現在自動車に専ら依存している人を自転車

にシフトさせていくということを想定しています。 

会長会長会長会長    

 通学だけでなく，30 ページに高校生及び大学生の通学支援ですが，もう一つの，ま

ちなかのにぎわい支援というのは具体的にはどういうことですか。観光ということです

か。観光も入ると思うのですが，それだけではないですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 ここで言っているまちなかのにぎわい支援というのは，観光目的だけでなくて，例え

ば中心市街地に立地している大型の商業施設や商店に，今でしたら自動車で買い物に行

くというのが主流だとした場合，自転車でも行きやすい環境を作るということ，ネット

ワークだけでなくて，理想的に自転車を駐車できるような駐輪スペースを設けていくと

か，そういうことを想定しています。まちなかに行きやすくする。そういう意味です。 

会長会長会長会長    

 まちなかに行きやすいということは，買い物目的とかですよね。それが，31 ページ

のネットワークかなと思います。買い物とかということで言うと，９ページとか 10 ペ

ージで自転車は買い物利用が多いとか，高齢者になると結構利用するとか，出てくるわ

けですよね。でも，一方で，前の実態分析では高齢者とか買い物とかで結構使われてい

ますとあるけれども，30ページとか後のほうに来るとそれが消えちゃっています。 
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執行機関執行機関執行機関執行機関    

 29 ページにあるネットワークの在り方というところでは，２の（1）～（8）まで，

こういった路線に注目してネットワークを構築する必要があると列挙している中で，一

つは通学の支援，２番目としてまちなかのにぎわい支援ということで絞り込んで，今回

の７年間の計画の中ではここを重点的に取り組もうといった構成にしております。 

会長会長会長会長    

 少し大事なことを申し上げたいのですけれども，一つは 37 ページに記載のある「計

画目標の設定」で，どういうことに特化していくかのということ読みましたが，全体と

しまして，自転車中心です。計画自体がほとんど自転車オンリーでできているというと

ころが非常に気になって，歩行者のことがほとんどすっぽり抜けているのが 37 ページ

ですね。そもそも，自転車をなぜ車道に出すかっていうときに，歩道をきちっと歩行者

の方のために確保する，高齢化に向かって確保する，そういう意味もありましたね。そ

うすると，この 37 ページのところは歩道の歩行者の満足度の向上だと思う。そういう

ことが，入ってこないとおかしい。歩行者の安全ということが，かなりすぽっと抜けて

いる。 

あとは，  委員から指摘があった自動車との関係，自動車の抑制という観点が一つ

と，それから 20 ページに施策の展開というのがありますが，さっき健康増進とかイベ

ントとかサイクル・アンド・ライドとかいろいろあるのだけれど，この中で一番大事な

政策，優先的にやらないといけない政策は何だと考えていますか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 19 ページの三つの基本方針に基づき，20 ページにこの施策にしたということで並べ

ております。基本方針の流れ方を見ていただきますと，１，２，３と順番にありまして，

今回，水戸市で初めての取組となりますので，１番の基本方針である，意識づくりに力

を入れていきたいと思っています。 

会長会長会長会長    

 その意識づくりというのが，19 ページに書いてある基本方針１ですよね。そこに自

転車の利用を促進するためには情報発信だと。で，次のところに安全意識の向上と書い

てありますけれども，前回の資料はむしろ安全意識の向上が先で，利用促進はその後だ

ったのです。何が言いたいかというと，利用促進もいいけれど，まず優先的に考えなく

てはいけないのはルールの徹底です。それと受け皿となる，走れる所を作ると。利用促

進はその後のほうに来ないと，受け皿がなくてルールも守ってないのに，利用促進だけ

やったって事故が起こるだけですよ。その辺をもうちょっときちっと考えたらどうです

か。 

        委員委員委員委員    

 私は初回から参加しているので，今日初めて参加された方がいる観点から行くと，今

までどういう議論をされてきたか，どういう論点があったかというのは，初めて参加し

た方にも分かるようにしてもらうといいのだろうなと思いました。これは会の進め方と

して。 

大きくは二つで，水戸市が自動車にかなり依存したまちであることは誰も疑いを持ち
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ませんし，それを公共交通プラス自転車というモードに転換させていかなきゃいけない

という総論は多分皆さんは分かっていて，いざ自分はそうしないという現状があるわけ

ですよね。その中で，水戸市のこの計画，唯一最大の基本計画だと思いますけれども，

この中に市の本気度というか，どこまでやるかというメッセージをかなり強烈に書いて

もらいたい。以前も言いましたが，そのためには７年間ということだけを考えて書くと

いうよりは，その先も踏まえた長期計画の中で，現実７年間の中で，これは優先的にや

りますというスタイルでやってもらいたいのは変わらない気持ちですし，７年間しか考

えないとなった時点で，おそらく発想も限られると思うのです。できればそこが，７年

間を超えた長期計画でやるべきだと今でも思っていますし，今日議事録が配られました

けれども，前回の審議会でも大多数の委員の方がそういう意見だったと思います。短期

しか考えないことのデメリットはかなりあると思いますので，その辺は審議会の中で共

通認識を持って，そういうふうに事務局に進めてもらいたいと思います。 

 具体的な話だと，やはり市の本気度を示すことと，市民が自転車は重要だね，やるべ

きだねとムーブメントを起こさないといけないので，そのためには一般論的な話プラス，

もう少しリアリティのある話として，これも過去の審議会で幹線市道 39 号線という水

戸駅南口の大通りの過去２年間の自転車関連の事故を全部県警さんに分析していただ

いて，どういう事故が起きているかというのをここで一度御披露いただきました。そう

すると，やはり国とか学会で分析しているとおり，車道を逆走している事故が大多数で，

しかも歩道を順走していても起きている。車道を左側通行して交通ルールどおりやった

事故はほとんどなかったです。たしか１割もなかったと思いますけれども，そういうリ

アリティのあるデータをこの基本計画に書き込むとともに，全国的になぜ車道を左側通

行しなきゃいけないのか，それを自転車に示すこともそうだし，先ほど  さんが言っ

たように，自動車にここは自転車が走るのだという注意喚起の意味も込めて，車道に路

面表示をするというのが重要なのだということを，国のガイドラインを見てくださいと

参照先を表示するのではなくて，水戸市民はこれを見ておそらく市の企画を勉強すると

いうか，なるべくここに書きこんでいただきたいですね。量が多くなるのは嫌なのかど

うか分かりませんが，必要最低限，インパクトのある資料とリアリティのある水戸市の

データを出していただきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 また皆様から御意見を頂きたいと思います。 

 私が少しいろいろしゃべりましたのは，実は私は事務局といっしょにいろいろやって

いますので，いつでもしゃべる時間はありますが，こういう問題を考えた時に，どうい

うことが大事で考えなくちゃいけないのかというのを，皆さんの前で発言しておいた方

がいいかなということで言ってきたことがあるのですが，ぜひ皆さんのほうから御発言

いただきたいを思います。 

        委員委員委員委員    

 幾つか意見が出た中で，会社での自転車利用の禁止が出ましたけれども，通勤手当が

ありますよね，そうすると通勤手当としてガソリン代を貰っている，又はバスで通勤す

るならばバス代を貰っている。それを自転車に変えてしまうと，全然金額が違うわけで
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す。そうすると，なかなか自転車を利用しようという気持ちも起こらないし，なかなか

難しいというのはあるわけです。他の人から見ると，あの人はバスの通勤手当をもらっ

ていて，自転車で来ているのを黙っているじゃないかということになりますので，まず

通勤の方々については無理だと思うのですよね。申請してしまったら，それ以上の変更

はなかなか難しい。月に１回自転車の日にしましょうとかとそういう時はできますけれ

ども，それをずっと続けていくのはなかなか制度上難しいのかなという思いもします。 

        委員委員委員委員    

それはちょっと違います。 

        委員委員委員委員    

違いますか。私はもう退職していますけれども，確かそういった形で通勤手当を貰っ

ていたので，自転車に変えようというのはなかなか難しかったです。 

        委員委員委員委員    

 それは，もう既にルール化されているところがいっぱいあります。ここ３，４年のこ

とですよ。通勤手当の非課税枠がありますが，あれに基づいて出しているのです。だか

ら，ルールとしてはそっちに行っているので，その御心配はないと思います。地下鉄だ

とか鉄道だとかの手当を貰って，代わりに自転車で行くというのはインチキだから駄目

ですよ。それは駄目ですが，最初から自転車で通勤したいと届を出して，その分の保険

料を会社側が出すというのはよく行われていますので，問題ないと思います。 

会長会長会長会長    

 皆さんから御意見を頂きたいと思いますが，  委員はいかがでしょうか。今まで市

道千波２号線で，緑岡高校，水戸啓明高校，水戸葵陵高校，水戸桜ノ牧高校の生徒が通

ったりするのですが，そこを選んで整備を行いまして，事前事後のアンケートをしたら，

かなりいい方向のアンケート結果が出てきますし，実際にかなりきちんとルールが守ら

れています。 

関係者の皆様の交通指導のおかげもありますけれども，今年度検討しているのが駅南

の幹線市道 39 号線で，あそこも水城高校と水戸工業高校が大きく関係してきますが，

そういう高校生関連，それから水戸駅北口もありますが，その辺で御意見がありました

らお願いします。 

        委員委員委員委員    

 はい，こちらの立場としては，本来は学校の生徒の問題なので，各学校でこれまで指

導してきた範囲ですが，こうやって市を挙げて取り組んでいただけるのは大変有り難く

思っています。そういう点で，これから一斉に何かをやるというときには学校の方にも

声をかけて，教員にも教育をしてやっていきたいと思っています。 

 元に戻れば，高校生がかなり自転車を使っているという実態の理由としては，こちら

の資料にもありましたけれども，自転車のメリットを子どもたちがちゃんと理解してい

るからだと思います。その意味で，顕著な一つの例に上がると思うので，何かしら大人

に対しても参考になるところがあるのかもしれないという気持ちはあります。あとは，

子どもたちですので，いわゆるけもの道のように狭いところとか，人の家の庭を通ると

かでいろいろ御迷惑をおかけしているかもしれないのですが，やはりこれは各学校でき
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ちんと通る道を，市の方では整備計画もありますので，それをきちんと示していただき，

ここが安全だとなれば，指導の範囲で，100％にならなくてもそこに近づけるように努

力はできるかと思います。こちらとしては事故がないようにというのが一番大事だと思

っていますので，その意味でこの市を挙げてやっているところに学校を越えて入れてい

ただいて，共にやっていける体制を続けていただけるのが大変有り難いと思っています。 

会長会長会長会長    

 今，非常に大事な点が出ました。それは学校も市の体制の中に入っていただけるとい

うことですね。これは 37 ページの進捗管理と推進体制とあるのですが，大事なのはコ

ンソーシアムというか，協力体制ですよ。市と，国，県もありますが，県警さんを含め

て，学校とかＰＴＡ，そういう人たちとの自転車施策の推進体制を築き，そこで啓発な

り，指導なりを行っていく。そのような体制を作らないと，水戸市には今それがないか

ら，通行指導も市の方と警察の方とが出てやっていただいておりますが，整備路線が多

くなったときに毎回毎回できないわけですよね。だから，どこか協力していただける方

たちに下ろせないといけない。それを作らないとやっていけないと思います。そういう

市民との協力体制。今，  委員が入っていただけるということがありましたので，ぜ

ひ学校と協力して，大学も含めてやっていただければと思います。 

        委員委員委員委員    

 道路管理者としてお話をさせていただきたいと思います。 

まず，20ページで施策が 14個あるのですが，この中で今の道路管理者として考えた

ときに，今，公共事業の予算がかなり削減されているというのは皆さん御存じのとおり

と思います。先ほどのお話にあったように，この 14 項目が全て本当にできるのかとい

うところが，道路管理者としてはかなり疑問があるところです。 

まず，25 ページの自転車案内用サインの設置。これについては看板を設置するとい

う方法になっています。この看板については，今，道路法上，看板の乱立によって景観

が悪くなっている中で，このような新たな占用については認められなくなったようです。

実際に路面表示があれば構わないと思いますが，そういう中で本当にこの看板が設置で

きるのでしょうか。 

 それと 26 ページで，駐輪環境の整備。駐輪場が不足しているので，新たに整備する

となっています。ただ，７年間で，新たに場所を見つけて，買収をして，駐輪場を整備

してという考え方であれば，７年間で可能なのかと疑問です。東京都や大阪府等を見ま

すと，横浜市もやっていると思いますけど，逆に広い歩道上に枠を作りまして，そこに

歩道上に駐輪場として整備している事例があります。道路法上どうだったか確認しなけ

ればならないですが，認めているところもありますので，そういう整備の仕方もあり，

そのような形であれば可能かと思います。土地を買収するとなると，かなり無理じゃな

いかなと。 

 それから 36 ページで，整備の方針として，自転車の速度が速いことと自動車の交通

量が 4,000台以上という通行状況で，可能な限り幅員を確保した車道混在，将来形とし

ては自転車専用通行帯という形の整備方針となっております。車道混在であれば，この

形であれば整備可能かと。それについては，あくまでも国道だけではなく，県道なり市
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道なりと連携した整備をこちらとしても考えていきたいと思います。ただし，国道 50

号バイパスみたいな，あれだけの走行速度の中で果たして本当に車道側に通していいの

かというのは，今後警察さんとの協議が必要なのではないかと思います。 

 先ほど，  委員から話のありました国道 50 号バイパスに一部分の自転車道という

ところもありまして，その辺の整備になりますとなるべく頑張りたいと思いますが，い

つできるか約束できない状況でございます。以上です。 

会長会長会長会長    

 引き続き，県警さんお願いします。 

        委員委員委員委員    

 警察の方からの話ということですが，計画・骨子（案）というのは正直今日初めて拝

見したもので，これから中身を諸々精査しながら，意見を出せるところは出していきた

いと思います。 

先ほどの議論の中で，私も関心あるものがありました。例えば，横断歩道に人がいる

ときに止まる車がほとんどない。つい最近もＪＡＦが出している新聞で，大々的に書い

ていたことであります。具体的な数字は失念してしまいましたが，非常に止まる車が少

ないという現実は警察としても憂慮しています。 

そういった中で，県警では「人（歩行者）にやさしい“いばらき”の実現」というキ

ャッチフレーズで，警察の言葉では歩行者保護というのですが，横断歩道を横断する歩

行者，当然自転車も含まれていますが，横断したいのに止まらずに通過してしまうとい

うことにつきまして，今，教育啓発活動と取締り，定期検証という３ステップを１か月

交代で繰り返してやっています。今月は歩行者問題の取締り強化の月，来月はその結果

を検証し，12 月は効果検証する。その繰り返しをしばらくやっております。それだけ

でかなり歩行者妨害の検挙件数も増えているのがこの１年の状況です。とはいえ，その

機会に巡り合うドライバー，歩行者は全体の中の一握りになってしまいます。当然，歩

行者妨害で取締りを受けたドライバーは今後注意してくれるでしょうが，ドライバー全

体からいえば一握りです。 

では，他のドライバーにどう周知を図るかが警察としても悩ましいところです。骨子

（案）にも，免許更新の機会を活用とありますが，運転免許を持っている方は３～５年

の間で必ず１回免許更新を行い，その際講習も受けていただきます。ですが，多くのド

ライバーは優良講習ということで 30 分しか講習を受ける時間がありません。その中で

自転車事故に関しても話はしますが，そればかり話すわけにはいかないという現実があ

ります。じゃあこの 30 分を増やすことができるかというと，日本全体としてこれまで

の流れの積み重ねの中で，優良講習の方にはこれ以上長い時間の講習の負担をかけるこ

とができない状態で，講習時間が長くなればその分手数料も増えていくことにもなって

きます。そういった中で，警察も交通安全の冊子を免許更新の度にお配りさせていただ

いております。30分で伝えきれないことはぜひ読んでくださいとお配りしていますが，

現実にはお読みになっている方はほとんどいないでしょう。それが数年前には仕分けの

女王だという方からも非難の的にされたりしています。短い時間でどれだけ啓発ができ

るか，どういった方法で啓発ができるか。常に悩ましいところですが，その中でやれる
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ことをやっていきたいと考えています。 

いずれにしても，歩行者と自転車にとっては，相変わらず優しくない道路交通の現実

を踏まえた上で，交通安全と円滑のために考えてもらいたいと思います。 

会長会長会長会長    

 ぜひ県警さんにはいろいろなお力添えをお願いしたいと思い，三つほど申し上げます。 

36 ページのように，どうやって整備形態を作っていくかと考えたときに，現状で全

て考えているようですが，ガイドラインや全国で行っているのは県警の交通管理の部分

に絡むところもたくさんあるので，それをフィードバックなどして自転車通行帯を作っ

ていくので，ぜひお願いしたいということです。 

 それと，市道千波２号線の近代美術館前は，９割方の高校生は車道を走るようになっ

たのですが，まれに常習的に歩道を通行する人がいます。たまにそういう人に話を聞く

と，「でもここは自転車歩道通行可だ」と言われます。ぜひとも自歩道の指定を取って

いただきたいと思います。 

 あと，市道千波２号線の時速 30キロメートル規制の所で，時速 50キロメートルを超

える常習の自動車がいて，午前７時 10 分くらいにどういう自動車だったか分かってい

るのですが，何とかなりませんか。 

        委員委員委員委員    

速度取締りについても，かつては幹線道路で早めのスピードを出している自動車を中

心としていた取締り形態でしたけども，現在は生活道路においても取締りを進めていく

方針でやっております。その中で，個別の情報には個別に対応させていただきます。 

会長会長会長会長    

 では，全部調べてあるので申し送りします。 

 そろそろ時間ですが，何かコメント，感想，周囲の状況などがありましたらお願いし

ます。 

        委員委員委員委員    

 水戸女性会議から参りました  です。市役所の方が初めに説明にいらしてくれた時，

こういうことを水戸市でやっていると聞き，水戸市民としては自動車を運転するに当た

って自転車レーンがあれば危なくないと思いますが，国道 50 号線などは車道を走って

いる高校生はすごく飛ばしています。時間帯も夕方とか朝，自動車で早く行きたい時に，

とにかく高校生が飛ばして走っている状況です。逆に，歩道を走るほうが，自分が自転

車で走る時は安心かなという気持ちがあって，ここに来て自転車のルールというのを改

めて認識しました。このような７年間の計画も，道路を良くするためにまずお金がいる，

その前に，ルールやマナーも私たち自身が分からない。自転車が自動車と同じ車両だと

いうことを改めて認識しました。基本のルールを認識していない人が結構いらっしゃる

と思います。子どもの時から，歩くより自転車の方が楽だという認識しかなかったです

が，自転車は車両であって，自転車と軽く考えていましたが，すごいことなのだという

感想です。７年間の計画もお金がかかることなので，何を重視して市や国や県がやって

いくのかと思いますが，まずはマナーの勉強が始まりかなと思いました。 
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会長会長会長会長    

 生の声をありがとうございました。他にございますか。 

        委員委員委員委員    

 水戸駅南口を下に降りるとバスロータリーがありますが，そのエリアは放置自転車禁

止区域です。なのに，ブロックエリアの中に有料駐輪スペースが設置され，ロータリー

の周りのタイルの上に駐輪するようになっています。水戸駅の南口も北口も，まちなか

の景観を良くという形で，地下駐輪場を設けて整備したと思うのですが，なぜこんな所

に有料駐輪スペースができたのでしょうか。昔のコンビニがなくなってそのスペースが

空いたところもありますが，公共スペースなので，このような駐輪場を設けるのはいか

がなものかと思います。正規の駐輪場がなぜできたのでしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 説明させていただきます。水戸駅南口にＪＲがビルを建てる際に作った，ビルの前に

ある駐輪場ですが，設置されている場所は道路ではなく民地です。道路ではありません。

ＪＲの土地です。以前，映画館のほうにすごい数の放置自転車がありました。震災後の

整備の中で自転車をとめられないようにしたところ，駅ビル（民地）に多数の放置自転

車がとめられるようになりました。その中で，ＪＲでは，ホテルとの境に駐輪場を作っ

てかなり実績があったので，駐輪対策として自分の土地に有料駐車場を設置したという

経緯があります。実はＪＲが自ら駐輪場を作るのは全国的にもかなり珍しい例です。そ

ういうものですが，あれは違法なものではなく，正規の民地に作った駐輪場ということ

で御理解ください。 

        委員委員委員委員    

 民地ということは分かりますが，景観や環境整備からいえば境目はないと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 見た目や景観は分かりますけれども，放置自転車の禁止区域としては道路なので，そ

こに駐輪している自転車を放置してあるとは，条例上認定できないことになっています。 

        委員委員委員委員    

 私はよく利用します。大変便利です。お金を払って所定の場所に駐車していますから

放置自転車ということもないですし，水戸市が作ってくださった水戸駅北口の駐輪場は

わざわざ地下にとめなければならないことがユーザーにとってはやはり不便です。水戸

駅北口にも民間企業が有料駐輪場を作り，だんだん民間企業が整備していくことは水戸

市民にとっても大変良いことでしょうではないでしょうか。 

会長会長会長会長    

 駐輪場の作り方で，歩道を通りますよね。昔ながらの歩道を自転車が通っていいとい

う頭の場合には，歩道を通っていくような場合が多いのですが，今後は車道から入れる

ように，若しくは歩道を押して歩くことを徹底していかなければ困るということになり

ます。 

        委員委員委員委員    

 水戸駅南口のエリアだけではなく，それに付随して違法駐輪が絶え間なかったので，

なぜここに作るのかと，８月に市に対して指摘しました。コーンやバーを置いて，景観
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が非常に悪くなっていますが，このままでいいのかと感じます。 

会長会長会長会長    

 御意見として頂きます。 

 先ほど，事務局からありましたように，今日の御意見を頂いて，もっと内容を詰めて

次の時にはほぼ出来上がってくる形です。今日頂く意見は非常に大事で，細かいことで

も言えなかった御意見は事務局まで届けていただきたいと思います。これでかなりのと

ころが決まってくるので，ぜひお願いします。 

        委員委員委員委員    

 一言失礼します。日本は法治国家であり，自転車は乗れば軽車両ということで，幼い

頃から自転車の乗り方や法規を教えておけば，こうはならなかったのです。日本は自転

車をおもちゃのように扱って，交通事故死亡者数も増えてきて，警察庁がいろいろされ

て自転車の乗り方という話になったのです。 

自分たちが自転車で水戸市内を走ってみて，水戸市が茨城県で最も素晴らしい道路環

境になったと言われるようになれば，私はこの会議に参加している意義があると思いま

す。よろしくお願いします。 

会長会長会長会長    

 ぜひそのような整備計画を作っていただきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 事務局へもう一度リクエストですが，今日非常に貴重な意見が出て，過去にも随分出

ているので，今までの議論を総さらいしていただきたいと思います。今日のこの迫力あ

る議論が伝わるような計画の中身作りを意識して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。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    

 委員の皆様，長時間にわたり御審議いただきありがとうございました。先ほど会長か

らございましたが，時間が足りず言えなかった御意見については 10 月 24日（月）まで

に交通政策課宛にメールやＦＡＸ等で頂けましたら，今後の計画に反映させていただき

ます。 

 それでは以上をもちまして，平成 28 年度第２回水戸市自転車利用環境整備審議会を

閉会いたします。長時間にわたり御審議いただきありがとうございました。 


