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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 11 月 29 日（火） 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，三国成子，山口美知子，櫻場誠二，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，長谷川昌人，坪井正幸，前田英明，小林光宏，岡部裕子，萩谷慎一， 

川俣和彦，讃井正俊，木村勤，弓野憲一，菅野康範，黒澤純一郎，久木崎隆， 

加藤久人，鈴木秀樹，須藤文彦，大嶋実，中村良太，村石俊弘 

(3) その他 

委員欠席 平田輝満，小林成基，川崎辰男，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) 自転車利用環境整備計画における自転車ネットワークについて（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。）   ０人 

 

８ 会議資料の名称 

 資料① 「平成 28 年度第３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」 
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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３回水戸市自転車利用環境整備審議会を開催いたしま

す。私，本日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。 

前回の第２回審議会におきましては，水戸市自転車利用環境整備計画・骨子（案）に

ついて様々な御意見を頂き，誠にありがとうございました。 

本来であれば，本日の会議は，委員の皆様から頂いた御意見への対応を含め，計画の

全般にわたり御審議いただくところでございますが，前回の審議会では自転車ネットワ

ークについて皆様にお示しできなかったこと，また，その検討には十分な御議論が必要

であることから，本日は自転車ネットワークについて記載しております計画の第４章に

ポイントを絞って御審議いただくことといたしました。 

前回頂きました皆様からの御意見につきましては，次回，１月６日に予定しておりま

す第４回審議会で，計画の全体をお示ししながら，検討状況を明らかにしてまいりたい

と考えております。 

 引き続き，今年度中の自転車利用環境整備計画の策定に向け，御協力をお願い申し上

げます。 

それでは，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    

 市長公室の三宅でございます。皆様方にはお忙しいところお集まりいただきまして，

本当にありがとうございます。水戸市では遅ればせながら自転車利用環境を整えようと

いうことで計画作りを進めているところでございます。実は私も，長年自転車で通勤す

るなど愛用している者の一人ではございますが，昨今，市内の自転車に関する状況を見

ますと，最近は高校生に加えまして，通勤に自転車を利用する方が，わずかながらです

けれども，増える傾向にあるというのを実感しているところであります。その中で，ロ

ードバイクやクロスバイクに乗る方を中心に，ヘルメットを着用する方が増えていると

いうことも実感している状況でございます。 

そのような中で，ぜひとも私どもも皆様の御意見を頂戴しながらこの計画を策定し，

水戸市における自転車の利用環境を整えていきたいと思っているところでございます。   

本日は，その中でも重要なポイントとなる自転車ネットワークにつきまして，皆様から

御意見を頂戴することになっておりますので，きたんのない御意見を賜りますようお願

い申し上げまして，簡単ではございますが，開会に当たりましての御挨拶とさせていた

だきます。どうぞ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    

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。水戸商工会議所副会頭の  様です。  様におかれましては，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いただきますよう，よ

ろしくお願いいたします。 
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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。 

〔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    

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    

茨城大学の  です。皆様，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 名のうち出席委員 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，報告いたします。また，本日の審議会の傍聴人は０名でございますことを報告

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。 

お手元の議事次第によりますと，本日の議事は，「自転車利用環境整備計画における

自転車ネットワークについて」で，先ほどお話があったとおりでございます。ここを今

日は少し丁寧にやるということですが，時間としては午後４時までには終わるだろうと

思います。 

それでは資料に基づきまして，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    

それでは，自転車ネットワーク計画について説明いたします。関連する資料は二つご

ざいます。まず一つ目が，一番上に「水戸市自転車利用環境整備計画（案）の構成」と

書かれたＡ４版の資料，もう一つがＡ３版で左上に図面集と書かれた資料で，以上二つ

の資料を用いて説明いたします。 

先ほど事務局の須藤から説明があったとおり，今回は第４章についての説明になりま

す。まずは，１ページを御覧ください。 

第４章の「１ 自転車ネット―ワークとは」について記載しております。 

次に，「２ 本市におけるネットワーク路線」として「安全で快適な自転車利用環境

創出ガイドライン」に示されている，自転車ネットワーク路線の選定の技術的検討項目

を参考に，本市における将来的なネットワーク路線選定について整理しております。 
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ネットワーク路線の基本的な考え方について，表１のとおりまとめてございます。一

番左の欄にガイドラインで示されている技術的検討項目，中央に水戸市における選定の

考え方，一番右に選定の具体例をお示ししております。①から⑦の詳細につきましては

次ページ以降で説明いたします。 

それでは，資料に従い，順に説明いたします。次に，２ページを御覧ください。 

検討項目①として，「地域内における自転車利用の主要路線としての役割を担う，公

共交通施設，学校，地域の核となる商業施設及びスポーツ関連施設等の大規模集客施設，

主な居住地区等を結ぶ路線」が設定されております。 

水戸市においては，自転車交通量が多い路線を主要路線として選定いたします。平成

26 年に実施した調査結果から，自転車交通量が多いと思われるネットワークを図１の

とおり整理しました。これらの地域を結ぶ主要と思われる路線を抽出しました。 

３ページを御覧ください。 

 図２に検討項目①で抽出した路線を図示してございます。こちらを拡大した図面がＡ

３版の図面集の図面①となります。 

 続きまして，検討項目②について説明いたします。３ページ下の段を御覧ください。 

こちらは，「自転車と歩行者の錯綜や自転車関連事故が多い路線の安全性を向上させ

るため，自転車通行空間を確保する路線」が検討項目として設定されております。平成

24年から平成 26年の３年間の自転車事故箇所を調査し，１路線内における自転車交通

事故件数が集中して発生している路線を抽出しております。それが図３になります。拡

大したものが図面集の図面②になります。 

信号交差点間で３件以上の自転車事故が発生している区間を赤色，２件発生している

区間を薄いピンクで表示しております。自転車事故が多い路線は，安全性確保の観点は

もとより，相対的に自転車利用が多い路線とも考えられるため，ネットワーク路線への

選定を図ります。 

４ページを御覧ください。 

 検討項目③として，「自転車通学路の対象路線」が設定されております。高校生や大

学生の通学路に該当する路線は検討項目①で選定していることから，こちらでは中学生

の自転車通学路に着目して選定を行っております。自転車通学者がいる中学校は右表に

示すように，多数存在しますが，本計画においては，自転車通学者数が 300 人以上の中

学校を選定し，学校から半径１キロメートル程度以内を選定地域として設定しました。 

 それを示したものが，図４になります。拡大したものが図面集の図面③になります。 

自転車通学者数が 300 人以上の中学校は，水戸第四中学校，常澄中学校，内原中学校の

３校であり，うち，常澄中学校及び内原中学校は全生徒が自転車通学可能となっており

ます。その他の中学校においても，必要に応じてネットワーク路線への選定を検討する

ものとします。 
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次に，５ページを御覧ください。 

 検討項目④として，「地域の課題やニーズに応じて自転車の利用を促進する路線」が

設定されております。水戸市では，観光施設等の魅力資源の回遊性向上及び公共交通網

の補完に資する路線を検討するものとしました。 

 まず，観光の回遊性に資する路線として水戸観光協会がサイクリングロードとして設

定している，市道自転車道１号線及び千波湖園路をネットワーク路線として選定しまし

た。さらに，ニーズが高いと考えられる地域を面的に選定し，その中からネットワーク

路線を抽出するものとしました。それが図５に示す aから eの地域になります。 

それぞれの地域ごとに概要を説明いたします。６ページを御覧ください。 

 こちらには，面的整備地域ａとして，上市地区の選定路線を図６及び表２にお示しし

ております。偕楽園や弘道館といった観光施設や新市民会館との回遊性を考慮した路線

の検討をしております。 

次に，７ページを御覧ください。 

 こちらには面的整備地域ｂとして，駅南地区の選定路線を図７及び表３にお示しして

おります。 水戸駅南口から各高校へ向かう自転車利用者への支援，新庁舎周辺整備を

考慮し，全体的なネットワークの整合性を踏まえた上で路線の検討をしております。 

 次に，８ページを御覧ください。 

 こちらには面的整備地域ｃとして，赤塚駅周辺の選定路線を図８及び表４にお示しし

ております。赤塚駅から各高校，茨城大学及び常磐大学へ向かう自転車利用者への支援

を軸に，赤塚駅南口の商業施設への買い物支援も考慮し，路線の検討をしております。 

 次に，９ページを御覧ください。 

 こちらには面的整備地域ｄとして，内原駅周辺の選定路線を図９及び表５にお示しし

ております。内原駅を中心に，通学支援，買い物支援の観点から，イオンモール水戸内

原周辺，水戸市役所内原出張所，内原中学校を結ぶネットワークを検討しております。 

 次に，10ページを御覧ください。 

 こちらには面的整備地域ｅとして，下市周辺の選定路線を図 10 及び表６にお示しし

ております。こちらでは，備前掘を中心とした観光支援を軸に，地元の買い物支援を考

慮した検討をしております。また，こちらの地域では局所的に自転車事故が発生してい

る箇所も散見されることから，その対策も加味された内容となっております。以上が検

討項目④の内容となります。 

 次に，11ページを御覧ください。 

 検討項目⑤として，「自転車の利用増加が見込まれる，沿道で新たに施設立地が予定

されている路線」が設定されております。市役所新庁舎，新市民会館，東町運動公園新

体育館の周辺道路，市内のスポーツ施設の周辺道路を検討対象としました。 

 図 11 を拡大した図面は，図面集の図面⑤にお示ししてございます。 
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 次に，12ページを御覧ください。 

 検討項目⑥として，「既に自転車の通行空間（自転車道，自転車専用通行帯，自転車

専用道路）が整備されている路線を挙げております。過去にガイドラインに適合する形

態で整備された路線として，「国道 50 号バイパス水戸桜ノ牧高校前」と「市道千波２号

線」を選定しております。 

図 12 の拡大図は，図面集の図⑥にお示ししております。 

次に，13ページを御覧ください。 

 検討項目⑦として，「その他自転車ネットワークの連続性を確保するために必要な路

線」が設定されております。これは，ネットワーク全体を考えた場合に回遊性に資する

と思われる路線や，飛び地になった路線を補完する役割を果たす路線を検討する項目で

す。 

水戸市におきましては，過去に自転車利用環境整備が行われた路線のうち，現行ガイ

ドラインに適合しない路線について改良を行うことを前提とし，ネットワークの連続性

を確保するために必要な路線としました。また，検討項目①から⑥で選定された路線の

連続性を確保するために必要な路線を検討しました。 

以上がネットワーク路線の検討項目の説明になります。 

次に，14 ページを御覧ください。 

検討項目①から⑦に基づいて路線を選定した結果が，図 14 の将来的なネットワーク

路線になります。拡大図が図面集の図面⑧になります。 

下の表に国道，県道，市道と記載してございまして，国道の延長は 25.5 キロメート

ルです。そして，こちらに県道として示されているのが県道および県管轄の３桁国道で，

延長は 51.0キロメートルです。水戸市道は 119.7キロメートルで，計 196.2キロメー

トルという総延長となります。 

これらの路線から整備形態を踏まえた整備の緊急性，必要性，実現性を踏まえ，本計

画の計画期間である７年間で優先して整備を図って行くべき路線を抽出してまいりま

す。 

それに先立ち，まずは本計画における自転車通行空間の整備形態について整理します。

15ページを御覧ください。 

 ここから，整備形態の検討をしてまいります。こちらには，ネットワーク路線の整備

形態として，ガイドラインに示されている三つの整備形態をお示ししております。それ

ぞれの整備形態の説明については，前回の審議会と重複する部分となりますので，詳細

な説明は省略させていただきます。  

次に，16 ページを御覧ください。 

こちらには整備形態の選定の考え方についてお示ししております。ガイドラインでは，

先ほど 15 ページの三つの整備形態から，自動車交通量や規制速度等の状況に応じた形
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態を選定することとされております。16 ページ上段の図は，その手順を示したもので

す。 

これらを踏まえ，本市では，今回初めて自転車利用環境整備計画を策定することから，

自転車通行空間の整備延長を確保することを優先することとし，早期に整備路線の連続

性を確保することができる「車道混在」を整備の中心といたします。 

これらの整備の実現性が高く，かつ実効性が見込める路線を本計画における優先整備

路線として選定してまいります。なお，「車道混在」の形態は暫定整備と位置付け，将

来的には道路の通行状況に応じた整備を検討することとします。 

車道混在の整備に当たっては，16 ページ下段の「イ 車道混在の整備手法について」

に示すとおり，自動車運転者からの視認性を重視して路面表示を行ってまいります。既

存の道路においては，道路幅員の再配分を実施し，できる限り道路内における自転車通

行空間を確保するものとします。 

また，これから新設，改良が予定されている道路の横断構成については，道路内に自

転車通行空間を確保することを前提とし，以下に示す項目を検討することとします。 

①「水戸市道路の構造の技術的基準を定める条例」に規定されている車道幅員を満たす

範囲内で車道幅員を減少し，路肩幅員の確保により自転車通行空間とします。また，②

「自転車歩行者道」として整備が計画されている歩道は，歩行者道に特化した上で幅員

を減少し，減少した分の幅員を歩道外に設置する自転車通行空間の確保に用います。 

 次の 17 ページに「車道混在」における路面表示の設置方法について図解で示してお

ります。 

 一番上の図が，車道混在型の標準整備形態となります。下段左側の図が，路肩幅員を

十分に確保できない場合，下段右側の図は，歩道のない道路の整備形態となっておりま

す。 

 次に，18ページを御覧ください。 

 こちらには，平成 27 年度に整備した市道千波２号線の整備内容と社会実験結果につ

いて記載してございます。こちらも前回までの内容と重複する部分になりますので，詳

しい説明は省かせていただきます。 

 次に，19ページを御覧ください。 

 こちらには，ネットワーク路線で使用する路面表示とその表示方法について記載して

おります。こちらも前回までの内容と重複する部分が多くありますので，詳しい説明は

省略いたします。 

 前回から一部変更を加えた点として，19ページ下段の「イ 矢羽根」の項目を御覧く

ださい。こちらに，設置間隔について記載しました。郊外部や自動車交通量の少ない箇

所等は，必要に応じて設置間隔を広げることを検討する旨を書き加えました。 

次に，20ページを御覧ください。 
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 これまでに御説明した点を踏まえ，ネットワーク路線から優先整備路線を選定します。

表７に選定方法をまとめております。 

Step１で，早期整備が必要な路線を抽出します。次に，Step２で，施設立地や自転車

利用の状況を勘案して地域をある程度絞り込みます。Step３では，整備の実現性の高い

路線を抽出します。そして，Step４として，抽出された路線について連続性を確保しな

がら路線を整理し，優先整備路線のネットワークを形成します。 

 これらの過程で抽出された優先整備路線が次の 21ページの図 15になります。拡大図

は図面集の図面⑨になります。 

 赤い線が国土交通省管理の国道，青い線が茨城県管理の３桁国道及び主要地方道，緑

色の線が一般県道，橙色の線が水戸市道になります。さらに，実線表記は実現性が高い

路線として，20 ページの Step３の①～③のいずれかに該当する路線です。これをＡ路

線とします。 

破線表記の路線は，整備手法に検討を要する路線として，Step３の①～③のいずれに

も該当しない，若しくは交通量が著しく多く，車道混在整備を慎重に検討すべき路線を

表しております。これをＢ路線とします。 

 右の 22ページに，Ａ路線，Ｂ路線，それぞれの路線名称と延長を示してございます。

左がＡ路線，右がＢ路線になります。整備の実現性の判定は，「路肩幅員が 1.0 メート

ル以上ある路線」若しくは「自動車交通量が 4,000 台/日以下かつ，自動車の制限速度

が時速 40キロメートル以下の道路」なのかどうかで区別しております。 

 左のＡ路線に該当する路線は全て水戸市道であり，総延長は 43.4 キロメートルとな

っております。これとは別に，整備計画のある水戸駅南口から国道 50 号バイパスを結

ぶ幹線市道 39 号線の2.6 キロメートル，既に整備が終わっている市道千波２号線の0.9

キロメートルがあります。 

 右のＢ路線に該当する路線は，国土交通省管理道路が 19.6 キロメートル，茨城県管

理道路が 33.2キロメートル，水戸市道が 26.0キロメートルとなっており，合計すると

78.8 キロメートルとなっております。これらのＡ路線，Ｂ路線が優先整備路線となり

ます。 

 次に，23ページを御覧ください。 

 こちらでは整備スケジュールについて，記載してございます。 

優先整備路線のうちＡ路線については，計画期間内に順次整備に着手するものとしま

す。Ｂ路線については，計画期間内に整備手法等について検討を行うものとし，整備の

実現を図っていくこととします。 

整備の進捗については，当審議会に毎年度報告することとし，利用状況や整備手法の

在り方について審議を行います。また，優先整備路線に選定されなかった他のネットワ

ーク路線についても，社会情勢や土地利用の変化を勘案し，中間報告に当たる年度を目
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途に優先整備路線の再編を含めた見直しを図るものとします。 

事務局からの説明は，以上になります。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

補足説明させていただきます。 

お手元の資料の21ページ，図面集の図面⑨を御覧ください。資料21ページの図面は，

本来ですと図面⑨と同じでなければならないところですが，手違いがございまして，21

ページに貼り付けてある図は図面⑨と別のものということで，こちらは御参照いただか

ないようにしていただければと思います。優先整備路線としてまとめました図面につき

ましては，21ページの図面ではなくて，拡大の図面⑨を御覧いただければと思います。

お詫び申し上げます。 

 また，ネットワーク路線と優先整備路線の選び方についてですが，前回の審議会まで

に事務局で整理しました考え方としましては，計画期間が７年という中で，最初から整

備するべき路線を絞り込んでおりましたが，前回の審議会で委員の皆様から御意見を頂

戴しまして，まず将来的にどういうネットワークを構築すべきなのかというところから

検討を始めました。そこで選ばれたネットワーク路線，これは延長合計約 200キロメー

トルとなりますが，そのネットワーク路線の中から資料 21，22 ページにありますよう

に絞り込みをしまして，最終的にＡ路線，Ｂ路線という区分を用いながら，約 200キロ

メートルの延長のネットワーク路線の中から絞り込んだ路線を提示しております。 

 次に，数字の補足をさせていただきます。資料 22ページを御覧ください。 

 Ａ路線につきましては，下の方に合計の「Ａ路線計」という欄があり，これはたまた

まですが，全て市管理の道路となります。このＡ路線の合計が 43.4 キロメートルとな

っております。 

 その下の欄に，現在平成 28 年度に整備中の路線ということで，幹線市道 39 号線の

2.6 キロメートルの延長がございます。また，さらにその下に，社会実験を行って整備

しました市道千波２号線の 0.9キロメートルの延長の路線がございます。 

 このＡ路線として位置付けられたもののうち，未整備のものが 43.4 キロメートルと

なります。整備中が 2.6 キロメートル，整備済みが 0.9キロメートル，この三つを合計

しますと 46.9 キロメートルとなります。Ａ路線として位置付ける路線の延長が，この

三つを足して 46.9キロメートルとなります。 

 一方，Ｂ路線は車道混在の形で直ちに整備することが難しく，検討を要する路線とい

うことで表示をしています。これが，国土交通省管理道路，茨城県管理道路，水戸市管

理道路を合計しまして 78.8キロメートルとなります。 

 先ほどのＡ路線の合計 46.9キロメートルとＢ路線の合計 78.8キロメートルを合計し

ますと，Ａ路線，Ｂ路線全体で 125.7キロメートルとなります。 

 最初，ネットワーク路線という形で，将来的にこういうネットワークを組むべきと表

示していたものが，14 ページにございますように 196.2 キロメートルという延長でし

たが，そこからこの計画期間中に整備すべきＡ路線，Ｂ路線という形で位置付けさせて

いただいたものが 125.7キロメートルということになります。 

 以上，補足説明でした。よろしくお願いいたします。 
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会長会長会長会長    

 今の補足説明で非常によく分かったと思います。繰り返しますと，図面⑧が将来的に

はこういうところをネットワークとしていきましょうという路線ですが，この達成には

10 年かかるか 20 年かかるか分からないので，まず計画期間内の７年間で整備する路線

を，図面⑨で優先整備路線としました。 

これを７年間で何らかの整備を検討していくということで，整備の実現性によってＡ

路線，Ｂ路線と分けています。実線のＡ路線の実現性が高い路線というのは，車道混在

という形では何とかできそうだというところで，破線のＢ路線というのは，車道混在で

整備するにしても少し考えなくてはいけないので検討しましょうといったことです。そ

れが，合計 125.7キロメートルくらいであるということになります。 

それを念頭に置いていただいて，皆様の御意見を頂きたいと思います。先ほどの図面

⑧，図面⑨の将来の自転車ネットワークですが，選定する過程で，例えば図面①の，今

現在，自転車の交通量がたくさんある所はニーズがある路線だということで，そこはも

ちろんネットワークに入るだろうと。それから，図面②は交通事故が既に頻発している

所はやはり，何らかの対策をとらなければならない所だろうということで選定した。そ

れから，図面③は通学路で，現に使われている路線，図面④は，観光における回遊性や

公共交通の補完という理由から必要だと考えられる路線です。それから，図面⑤の新し

い施設が立地する所は，施設整備に併せて駐輪場や周辺の道路を整備したほうがいいの

ではないかということです。 

そう考えて，それらを全部重ね合わせた結果，図面⑧，図面⑨の将来的なネットワー

ク路線が出てきたということになります。したがって，皆様に見ていただきたいのは，

交通量の多い所あるいは通学路が入っているのかどうかです。一応，事務局ではいろい

ろなデータに基づいて選定しているわけですが，それらがきちんと入っているのかをま

ずは見ていただきたいと思います。 

そのように見ていただければと思いますが，その辺についてきたんのない御意見を頂

きたいと思います。いかがでしょうか。 

  委員委員委員委員    

 前任者から経過などを引き継いでいないので，間の抜けた意見になるかもしれません

が，率直に今の説明を聞いて，安全性が必要であるとか，道路事情でできるとかすごく

いいと思うのですが，観光とか魅力的なコース作りという切り口で考えたときに，中心

市街地と千波湖方面を結ぶ縦のラインがほぼないです。 

例えば水戸商工会議所では，水戸京成百貨店の裏側から西の谷には，木の階段で降り

ていくのですが，そこをスロープにしてはどうだろうと要望しています。もう少し南側

に行って，常磐線と旧６号を越えれば，水戸京成百貨店から芳流橋を越えた千波湖まで

700メートル，中心市街地と千波湖方面を結ぶいい縦のラインになるので，ぜひその辺

の整備もお願いしたいという要望をしているところです。 

今度新しい道ができると歩道ができますから，どういうふうに出来上がるのかまだよ

く見えない面もありますが，自転車や歩いていくのにちょっといいかなと思います。い

ずれにしても，中心市街地と千波湖方面を結ぶ，地図で見ると縦のラインをお考えいた
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だくことはできないかと思いました。 

 もう一つは，７年間の計画で進めていこうとされているわけですけれども，全長が約

50 キロメートルで，水戸の名所も回れて，とても良いサイクリングコースになると思

います。私たちが長距離を自転車で走ろうかというとき，例えば久慈川沿いの日立市か

ら常陸太田市までのコースとか，つくばりんりんロードとか霞ヶ浦を利用しているわけ

ですが，水戸市も７年くらい経つと，全部がスムースではないけれど，このコースで回

ると全長 40 キロメートルあって，なかなか良い所もあるのだと思われるような，代表

的で魅力的なコースになるとうれしいと思うので，その辺も御検討いただけたら有り難

いと思いました。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございます。非常に自転車整備に対して積極的な大きな期待をかけていた

だいているということで，応援していただいている御意見だと受け取りました。 

 二つ御意見があり，１点目が中心市街地から千波湖にかけての導線に対してのお考え，

２点目が７年経った後，自転車をどのように位置付ける考えなのかということですね。

これはおそらく将来像に関係してくる考え方ですけれども，今回はまだその部分は出て

いませんが，少しその辺について事務局からお願いします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 御意見ありがとうございます。 

 まず１点目，中心市街地から千波湖方面へ南北を結ぶ縦のラインについてですが，資

料６ページと図面⑨を御覧ください。資料６ページにつきまして，これは検討項目④「地

域の課題やニーズに応じて自転車利用を促進する路線」ということで，面的に拾う形で

設定しております。６ページに掲げられているエリアは水戸駅周辺の上市地区で，ここ

は正に買い物支援，観光支援という，単純に通学だけではない面的な路線網を目指すと

いうことで抽出をしているところです。 

今，御指摘がありました中心市街地から千波湖方面の縦のラインは，大きく３本設定

させていただいております。一番右が水戸協同病院から千波大橋に向かう北から南への

経路，もう一本は県営釜神町アパートから左下へ降りてくる市道，もう一つは県道上水

戸停車場千波公園線で，縦の３本はこれだけということで設定させていただいておりま

す。 

御提案のありました，千波公園西の谷という地区へ下っていく階段を，スロープにす

るということを考えているということでございますが，現時点から将来を構想したとき

に，具体化が読み切れない部分があるということで，将来的なネットワークから現在の

時点では外している状態です。現状では，大きく３本のラインで千波湖へ到達できるネ

ットワークを組めないかと考えて設定しているところです。 

資料 23ページを御覧いただきたいのですが，この計画は平成 28年度中に策定し，来

年度から７年間の整備計画で進めていきたいと思っております。平成 32 年度で中間見

直しの期間を設けているところで，ここで見ていただきたいのが，左側にネットワーク

路線と書いてあるところです。将来を構想したネットワーク路線は先ほど説明した図面

⑧の約 200キロメートルという延長で考えているところですが，この中間見直しの年度
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までに来年度から３年間あります。その期間の中で，熟度が高まり将来が見えてくる路

線がありましたら，この中間年度のところで，ネットワーク路線の改廃検討と書いてお

りますが，路線の入替えを検討していきたいと思っております。 

現在の選定の考え方としましては，現時点で将来を構想したときのネットワーク路線

をまず選んで，そこから７年間で優先的に整備すべきＡ路線，Ｂ路線を選んだという組

立てになっております。ですから，今後考えられる路線は計画期間中に見直しを図って

いきたいと考えております。以上が１点目の考え方でございます。 

２点目につきましては，サイクリングコースは７年間の整備を終えますとこのような

ネットワークになるということを示せるような手法や政策を打ち出していくというこ

とは，当然有意義であると考えています。現在は，まず優先的に整備していく路線のう

ちＡ路線・Ｂ路線としか表示をしておりません。どのような手順，順番で整備をしてい

くのかというところまでは議論が尽くされていない状況でございますので，今後計画を

検討していくに当たり，第１ステップの整備が終わったらこのようなネットワークにな

るとか，そういう組み方はできるのかどうかということは引き続き検討していきたいと

思います。以上です。 

  委員委員委員委員    

 ありがとうございます。安全や利便性を優先してやっていくことにどなたも反対しま

せんし，とても大事なことだと思いますが，今ない道路の話をしている１点目の提案に

ついては了解できます。 

ですが，まちづくりにとっては７年間というのは結構な年月です。10 年も経ったら

このまちもどうなっているかという，良い意味で危機感を持つことも大事だと思います。 

例えば，桜川は土手の下を通っていくとノンストップで那珂川まで行けますよね。た

まに行きますが，あまり自転車で走っている人はいないです。行って帰ってくるしかな

いですから，きっとつまらないのだと思うのです。自転車が走れるように回遊性をどう

こうとはなっていないので，まっすぐ行って帰ってくるだけです。夏だと，土手がある

ので，土手の上より風は来ないから暑いですし，土手の上のほうが走りづらいけれども

涼しいという状況があります。 

結果的に優先の所をやっていくけれども，優先で作っていくものをつなげた上で，推

奨コースのようなものが一つくらい良いものがあると観光のネタにもなるので，その辺

をもうちょっと突っ込んで考えていただけるといいと思います。 

会長会長会長会長    

 １点目はいいとして，２点目ですね。これは今回の自転車のことを考える上で，目標，

将来像をどこに置くか，高い目標を掲げるか，ある程度にしておくかというところです。 

自転車の利用率が数パーセントと水戸市はまだ高くないといった状況で，今後，自動

車からの転換も含めて，ともかく整備をすれば自転車を利用する人も大いに増えるだろ

うと考えられます。今，自転車を利用していないのは，道路が走りづらいし魅力的なも

のがないからです。 

だから，整備すればそれだけ自転車に乗る人が増えるから，やはり高い目標を掲げる

べきだと考えるか，そういう目標に対して市民の人がついてくるかというところで，事
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務局の悩みもあるかと思います。 

実はデータを調べると，水戸市はやはり非常に自動車が好きです。私が調査して，他

の都市と比較してみても，かなり自動車の分担率が高く，自転車の分担率は低い結果で

した。このような状況で，今の段階で自転車の高い目標を掲げて，市民一般の方たちが

それで十分受け取ってくれるのかどうかというのが，まだ分からないというところがあ

りますけれども，その辺りについて委員の皆さんの御意見はどうでしょうか。 

今の御意見は，商工会議所の意見としても，まちづくりの中で自転車をもっと推奨し

てもいいのではないかという御意見でよろしいですか。そうしますと，自転車の将来像

を高く打ち出すべきじゃないかと思っていらっしゃるのか，あるいは水戸はそこまで行

かないのではないかと思っていらっしゃるのか，その辺の御意見を皆さんにお聞かせい

ただきたいと思います。 

  委員委員委員委員    

 まず，一つは文句になってしまうのかもしれないのですが，私は水戸市内をくまなく

知っているわけではありません。この資料で一番読めなかったのは，道路幅員，交通量，

歩道のある道路が書いていないので，ただ絵面で次々と書かれているけれど，全然判断

のしようがなかったので，資料としてすごく不完全だと感じました。 

最後の図面⑨を見ましても，事故図と照らし合わせてみたときに，その事故がどうい

う形態で起きているか分からないで整備してどうなるのかということも考えようがな

いので，事故がどういう形態で起きているのかということを出すことが必要だと思いま

す。 

それから，資料を重ね合わせてみますと，Ｂ路線に入っている所に結構事故が多かっ

たり，ネットワークに考えられていない所にも事故があるので，必ずしもこれがうまく

組み合わされているとは言えないと思いました。 

 それから，もう一つ大事なことですけれども，今，商工会議所の方がおっしゃったこ

とは非常に大切なことで，私は今，石川県加賀市の自転車施策に関わっております。加

賀市は，金沢市から近いので，金沢市と同じように考えて高校生のルートを調べていっ

たら，高校生のルートでは安全という意識が強くて，それよりはむしろ自動車の利用が

多くて，そして最近は高齢者の自動車による事故が増えていて，いきなり自動車の免許

を返納したら何もできない，買い物とか病院も自分の足では行けないというふうになっ

てしまって，むしろもっと加賀市でやろうとしているのは，もっと現実に即して，お年

寄りも自転車に乗れるようなまちづくりをして，外からばかりを考えるのではなくて，

そこに住んでいる人がもっと健康に生きていけるためのまちづくりとしての自転車施

策を行ったほうがいいのではないかと，やり直しをしています。 

このように考えると，やはり自転車を考えるということは将来像を考えるということ

で重要なので，今，自動車の道路ばかりを考えて整備ができるかできないかで分けてい

ますけど，じゃあＢ路線に入っている所で結構事故が起きているのに，この整備手法は

あとでゆっくり考えましょうということでは，事故はいつまでたっても減らないと思う

ので，もうちょっとこの代替路線でこういう魅力を作り出せるとか，このまちをどうし

たいか，もっと人が自動車以外で来てくれるまちにしたいならば，それぐらいの理想を
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掲げることはとても大切なことだと思います。そうしないと，このままだと自動車の路

線の所をどうやってやろうかって，ただなぞって苦労しているだけのように思えてしま

います。 

会長会長会長会長    

 最後のほうは頭の痛い御指摘ですね。資料の最初のほうで，交通量，幅員，歩道とか

出てきたりするのですが，これはやっていないわけでなくて，１年目の時に幅員，交通

量，歩道の有無などの実態は出ていて，それを見てのことかと思うので，その辺を補足

していただきたい。 

 ２番目に関して，事故を勘案したと言いながら外れているところもあるといったこと

で，今実際に事故が起こっている所は，局所的に何か対策をとるということが含まれて

いるのか，どうにもならないからお手上げということなのか，その辺の補足説明をお願

いします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 御意見を頂きましてありがとうございます。 

 まず，資料の作り方につきまして，この資料の出し方では判断のしようがないという

御指摘を重く受け止めてまいります。最終的な計画書を表示するときに，どういう情報

を網羅した上でお示しすべきか，再度検討して次回の審議会でお出しできるようにして

まいりたいと思います。 

 交通事故の関係は，  委員にこの審議会で再三御指摘を頂いているところですが，

例えば，図面②ではあくまでも現在事故が起きている箇所で，どういう事故形態なのか

までは読み取れない資料になっております。信号のある交差点間の中において，事故が

３件以上若しくは２件あったのかを表示しているにすぎない図面になっています。 

また，これが事故の形態によらず，事故が多発している危険な路線だと考えたときに，

今回，ネットワーク路線，優先整備路線と絞り込みをしておりますが，この優先整備路

線で網羅できる比率がどのくらいの数字になるのか，少なくとも赤とピンクで表示され

た所が優先整備路線として位置付けられた上で，７年間で整備するとなると何パーセン

トが解消されるのかなど，数字を整理していない状況ですので，その辺につきましては

引き続き検討してまいりたいと思っております。御指摘ありがとうございました。 

会長会長会長会長    

 皆様に補足しておきますと，今幾つか御指摘のあった交通量とか事故だとかを重ね合

わせると，資料 14 ページの路線が拾い出されたときに，すぐに予算を付けて整備可能

だったならばいいのだけれども，資料 15 ページを御覧いただきたいのですが，もし自

動車の交通量が少なく，家の前のようなあまり自動車の入ってこない生活道路だったな

らば，実は何もしなくても歩行者と自転車は少なく，自動車がそのまま走ればいいとい

うことになるのですが，国道のように自動車が多い所だと，当然歩行者も多いわけで，

その歩道を自転車が走っていると問題が起きます。 

では，自転車を車道に移すかといったときに，車道にはたくさんの自動車が走ってい

て危険です。資料 15 ページにあるように，国道の幹線道路クラスですと，できれば一

方通行の自転車道で物理的に分離されているものが一番いいです。もう少し交通量が少
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ない所ですと，車道側のほうに白線やブルーラインを引いておくくらいでいいだろうと

いうところで，いくつか交通量の条件によって整備の仕方があるということで，資料

16 ページにその考え方が書いてあります。 

自動車の速度が速い国道の幹線道路クラスですと，本来ならば自転車の一方通行がい

い。でも，それは予算的にも物理的にもなかなかできないといった場合には，当面，暫

定形態として車道混在でいきましょうと。それから，自動車の速度や交通量の関係で，

実際には自転車専用通行帯がいい場合でも，すぐにできない場合は車道混在で，とにか

く自転車が走る所を作ってあげれば，今よりは良くなるだろうという考え方で，整備を

行っていきましょうと。そうしたときに，優先道路という形で幾つか取り上げることが

できる。こういう考え方に従っているところです。 

 他に皆様から御意見を頂きたいと思うのですが，いかがでしょうか。 

  委員委員委員委員    

 資料４ページで，水戸第四中学校，常澄中学校，内原中学校に自転車通学の生徒が多

いと記載されております。事故関係は，前ページの検討項目②で線が引いてある。先ほ

どのネットワークに関するところにも線が引いてある。この辺のところは，学校が生徒

たちにここを通るよう推薦している路線と一致するように協議しているのでしょうか。

それとも，まだこれからの段階でしょうか。 

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。 

 ４ページで示しております検討項目③「自転車通学路の対象路線」ということで，300

人以上の生徒が自転車で通学している中学校をピックアップしているところですが，具

体的な路線についてどう選定していくのかという協議はこれからです。 

会長会長会長会長    

 通学路に関して，校長先生から何か御意見はございますか。 

  委員委員委員委員    

 中学校も含めて各学校では安全教育ということで，特に通学路で危ない所は指摘して

注意しています。ただ，やはり学校単位では非常に難しい面が多いというのも現状です。

特に，それぞれの学校の通学路と言いましても，生徒たちは便利な道を見つけたり，他

の学校とも通学路が重なっている所があるので，その意味でもこのような会議で全体的

に検討していただくことは大変有り難いと思っているところです。学校としても，必要

があれば，各学校から情報や資料を提供することも可能ではないかと思っております。 

会長会長会長会長    

 では，その辺は，直接高校側と協議をよろしくお願いしたいと思います。 

  委員委員委員委員    

 図面⑨を見て，私はネットワークというのは基本的に網目状に全てつながっているも

ので，通学にも使うし，まちなかへの買い物にも行く，観光にも使えるという形で網目

状がベースと思うのですが，偕楽園，千波湖から西側のエリアに随分空いているスペー

スがあるので，ここら辺の途切れている所は選択肢になかったのかなと。水戸市総合運

動公園の北側や，千波湖西側から常磐大学のほうに抜けるエリアが何もないです。 



16 

 

また，沢渡川がここにはあるので，それに沿った桜川のサイクリングロードのような

ものがあれば，常磐大学生はそこを通学できるのではないでしょうか。常磐大学の生徒

は，自由が丘交差点から入ってきますが，自転車が通れるような道路ではありません。

まちなかの国道 50 号は２車線の道路で歩道が狭いという状態です。公園エリアなので

難しいということはあるとは思いますけれども，ここら辺はネットワークから外すので

はなくて，Ｂ路線くらいには入れておいてもいいのではないかと思います。途中から途

切れているところが何か所かありますが，そこはＢ路線としての位置付けはできないで

しょうか。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございます。その辺はいかがでしょうか。 

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。 

 図面⑧，⑨を御覧いただきたいのですが，図面⑧の将来的なネットワーク路線で示し

てある図でも，今，御指摘がありました千波湖から西側は，東側から比べるとネットワ

ークがまばらになっているという御指摘かと思います。図面⑧の将来的なネットワーク

路線から更に絞り込んで，図面⑨は計画期間中に整備を実施すべき路線ということで，

図面⑧に示されていた路線も一部なくなっていると思います。 

 現在の考え方でネットワーク路線を選定していくとき，基準としていた項目の考え方

の中で，  委員から御指摘のあった路線が加えられるかどうかについては，改めて検

討したいと思います。その上で，次回の審議会で改めてお示しできればと思います。 

会長会長会長会長    

 後で，委員の皆様から，特に高校やそれぞれの代表の皆様から，自転車の目標をどこ

まで打ち出すか，御意見を頂きたいと思います。 

この計画では，資料 23 ページに「整備優先路線に選定されなかったネットワーク路

線についても，社会情勢や土地利用の変化を勘案し，優先整備路線を含めた見直しを図

る」となっておりまして，計画期間の中間で状況をみて見直していくわけです。そこで

今回，どこまで目標を打ち出したらよいかということですが，将来のネットワークとし

て資料８ページに書いてあるように，何らかの形で作れればいい，例えば車道混在でも

自転車通行空間を作ることができればいいですが，国道 50 号バイパスあるいは県道で

も，はっきり言うと，自動車が我慢してくれればこの整備はできるのです。 

今，自動車が多くて自転車通行空間がないとしても，自動車が自転車に少し空間を譲

ってくれて，自転車が車道に入ってきても，自動車が優先させてくれれば，案外自転車

が走ることのできる空間は簡単にできるのです。 

全国でもそうですが，実際に難しいのは，自動車は自転車が走っているのに，スピー

ドを出して脇を追い越すとか，クラクションを鳴らして邪魔者扱いしているのです。世

の中として，自転車を受け入れてくれる素地があるならば，かなり狭い空間を何とかや

りくりできます。ところが，そういう素地がなく無理にそれをやってしまうと，逆にあ

つれきを生み，反感を買うということが起きるので，水戸市の自転車や自動車に対する

考え方がどのレベルなのかが非常に大切になってくるのです。 
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お金があれば，沿道を買い取って道路を拡幅することもできるでしょうが，それは現

実的ではないとしたときに，どこを目標とするのかが非常に大事になるということです。

その辺，委員の皆様に御意見をお聞きしたいのですがいかがでしょうか。大事なところ

なので十分御議論をお願いしたい。 

  委員委員委員委員    

 今の会長の話に合っていないかもしれませんが，他の部署ではコンパクトシティの選

定や重点整備地区を決めているのがありますよね。そことの関連や擦り合わせが必要だ

と思います。 

 会長と違う話になりますが，気になったことがあります。中学校の自転車通学の生徒

が 300 人以上ということで選定しているのですが，常澄中学校や内原中学校等について

は，これから先７年間くらいの子どもの数の増減を検討されているのかどうかと思いま

した。赤塚中学校が 193 人，緑岡中が 140 人で，いずれにしても見込みになりますが，

向こう３年間あるいは７年間の子どもの数を予測しているのかなと思いました。 

 大変な審議会に来てしまったと思いますが，どのように整備してもよくできて当たり

前で，地域のことを分からない部分もありますから，あそこはあのような整備をして，

ここは全然駄目じゃないかという話が必ず出てきます。 

ただ，そう考えた時に，今回整備していく中で，私が最初にお願いした魅力ある推奨

コースＡ，Ｂ，Ｃのような，整備した箇所をこうつなげれば 10キロメートルのコース，

20 キロメートルのコース，40 キロメートルのコースが作れて，あれはよかったと言わ

れるような魅力あるものを，表に出してやっていったほうがいいのではないかと思いま

す。もしできなければ，実は表には出していないけれど，こう回るとすごく良いコース

になっているという考え方もあるのではないでしょうか。 

会長会長会長会長    

 先ほども言われた推奨コースについては，整備のタイミングを見てそういうものを打

ち出していくというのはもちろんありですよね。それは，お願いしたいと思います。も

う１点，通学の子どもの増減も見ているのかということについて，協議をしているかお

答えいただきたいと思います。 

あとは，初めに言われた擦り合わせについて，実は同じ部局で公共交通の見直しもし

ている，一方で，他の部局ですが，立地適正化の検討も動いていると。要は，水戸市に

人口減少や高齢化といったときに，コンパクト・アンド・ネットワークと言いますが，

水戸市の都市構造自体を実際にどうするのかと。公共交通や自転車とか，交通の問題を

どうするのかといったときに，自転車をこう位置付けようかということが問題です。そ

れを今の段階で高く打ち出しておくか，あるいはこの辺なのか，どう見極めようかとい

うところだと思います。事務局でお答えいただけること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    

 御意見ありがとうございます。 

 まず，１点目の御質問ですが，市の都市計画課で検討を進めている立地適正化計画の

作成のため協議を進めているところですが，同じ市内部の話なので，話が食い違うこと

のないよう，連携しながら進めています。 
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具体的には，資料５ページを御覧ください。立地適正化計画の中では，都市機能誘導

区域や居住誘導区域を定めていくという形で検討を進めていくということですが，資料

５ページで示しております「地域の課題やニーズに応じて自転車の利用を促進する路線」

ということで面的にエリアを設定しております。図面④ですが，ここで示されているエ

リアは，立地適正化計画で重点的に見ていかなければならないエリアをほぼ網羅してお

りますし，そういったところと食い違いがない形で部局間で連携して進めてまいりたい

と思っております。 

 ２点目の，中学生の増減をきちんと押さえているのかどうかという点ですが，資料４

ページにある自転車通学している中学生の数は，現時点の数しか把握していない状況で

す。自転車通学の生徒がどういうふうに増えていくのかという点はなかなか予測が難し

いですけれども，生徒数がどう変動があるのかということを，ある程度つかんだ上で将

来を見通すということは，御指摘どおり必要な考えだと思いますので，その部分をうま

くデータとして捉えられるよう作業をしていきたいと思っております。 

 ３点目の御指摘で，コースをつなげていくという発想ですが，現在は優先整備路線と

いう形で，７年後にこのようにしていきたいという計画と路線を示しただけになってお

ります。７年後になったらこのとおりになっているかどうか，途中の３年後はどういう

ネットワークになっているのかなど，戦略的に整備の手順を考えてプログラムしていく

というところまではまだ発想が至っていないので，同じ７年間で実施していく上で，ど

ういう手順でコースを実現していくと市民に対してＰＲ効果が高くなるのか，自動車運

転者に対してどうアピールできるのかということは，念頭に置きながら進めていきたい

と思いました。ありがとうございます。 

会長会長会長会長    

 小学校の統廃合はよく聞きますが，今までで統廃合された中学校はあるのでしょうか。

小学校はよくありますが。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 水戸市内においては，中学校の統廃合の予定はありません。 

会長会長会長会長    

 脇道にそれてすみません。  委員，  委員，いかがでしょうか。 

  委員委員委員委員    

 今日示していただいた資料はかなり具体的になり，理想像が示されて，７年間はここ

までという形になって，非常に分かりやすくなってよかったと思います。 

ただ，資料４ページについて  委員から意見がありましたが，緑岡中学校，赤塚中

学校，見川中学校，笠原中学校も対象路線の範囲に入れてしまっていいと思うのです。

というのは，図面⑧に重ねても結局ネットワークに入ってきてしまうので，資料の作り

方ということになりますが，今言った緑岡中学校，赤塚中学校は，住んでいる人間の感

覚としては，人口があまり減らなさそうな所だと思うので，入れていいと思います。 

逆に，ここで選ばれている水戸第四中学校は，図面②で事故が起こる範囲にも重なっ

ている部分ですが，図面⑨ではすっぽりと抜けてしまっているのが残念かなという気が

します。国道 50 号バイパスの破線を少し伸ばすだけでもいいので，計画としては入れ
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ていただいていいのではないかと思います。水戸第四中学校に自転車で通っている子ど

もは，きっと高校にも自転車で通うようになりますし，この辺に少し力を入れていただ

いてもいいのかなと思います。 

 もう一つだけ付け加えると，図面⑨はやはり読み取りづらいです。Ｂ路線ですが，整

備の困難さや事故がどのくらい起こるのか，全然違っているところがあると思います。

国道 50 号バイパスは道も広いですが歩道も十分広いので，実際高校生は歩道を走って

いると思いますし，私も少し危ないと思ったり暗くなったりしたら，必ず歩道を走りま

す。  先生からあったように，ここで全ての自転車を車道に移すというのは，およそ

現実的ではなく，事故が起こる原因になると思います。そういう意味で，ここは整備方

法の検討を要するということですが，７年間は他のところを重点的にやっていただいて

いいのかなと思います。実際には本当に歩行者，自転車，自動車と別れたほうがいいで

すが，さほど緊急性は高くないと思います。 

逆に，もっと危ない道路はいっぱいあって，私の知る範囲では県道 50 号です。千波

湖の西側から伸びている路線ですが，ここら辺は検討を要するというより本当に危なく，

もともと道が狭い上に交通量も多くて，歩行者も自転車もいます。ここら辺の，緊急性

が高くて，かつこれを整備するのはとても難しいと思うところが一緒になっていて，こ

の図面ではその辺が読み取りづらくて，住んでいる人間でないとほとんど読み取れない

ので，改善していただければと思います。 

会長会長会長会長    

 現場を知っている人でないといただけない，非常に貴重な御意見を頂いたと思います。

事務局でもう一度見ていただきたいと思います。３点頂きましたが，そのとおりだと思

います。 

 市道，県道，国道とあって，国や県と協議をして市で勝手に作っているわけではない

ということですが，御出席いただいている国道関係の方からぜひ前向きな御意見を頂き

たいと思います。 

  委員委員委員委員    

 資料 15，16 ページについて，確かに交通量が多いので車道混在はかなり難しいとい

う話は出ているのですが，実際の話として，今国道 50 号バイパスで更に用地買収をし

てそれで自転車道を作れるのかという話になると，それはかなり難しいかなと思います。 

他の事例で，国道においても，路肩に矢羽根を引いて車道混在で整備している実績が

あります。実際には難しいという話はあるかもしれませんが，逆に国道 50 号，国道 50

号バイパスにおいても車道混在での整備をしていくことになるのではないかと思いま

す。そういう形であれば，整備はできるのではないかと思います。 

 資料について確認ですが，資料 16 ページのイにある車道混在の整備手法についての

中で，「水戸市道路の技術的基準」となっていますが，あくまでもネットワークなので，

水戸市だけではなく国，県の基準に基づかないと，水戸市の基準だけではおかしいかな

と思います。 

 それと，資料 23 ページです。Ｂ路線については全てが「整備方法を検討」になって

しまっているので，実際の話として国道 50 号，国道 50 号バイパスには一切手を付けな
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いのかということになってしまいますので，この辺をもう少し前向きな形にしていただ

かないと，国としても予算計上するに当たって，整備をする位置付けになっていないと

予算が確保できません。このままでは７年間一切予算を確保しなくていいという方向に

なってしまうので，見直しをしていただきたいのが本音です。 

 警察とも調整させていただかなければならないと，本当に自転車を全て車道に移せな

いのかなとも思っています。 

会長会長会長会長    

 有り難い本音でした。国道に矢羽根を引くというところで，非常に積極的な御意見で

す。今，確かに国道６号の墨田区の辺りが水戸街道となっていて，自転車レーンや矢羽

根が引いてあります。女性もお年寄りも，かなりいろいろな方が走っています。宇都宮

市の国道４号も同じように，ダンプやトラックも走っていますが，全部矢羽根で整備し

ています。なので，路面表示をすれば，皆ではないですが，状況に応じて歩道を走って

いた自転車が，車道を走っているのです。 

今回，事務局でもきれいな完成形態に持っていくのは難しいので，暫定の車道混在で

矢羽根をまずは整備すると，車道を走る人がどんどん増えてきます。自転車で走ってい

る人は歩道より車道側のほうが快適ですし，事故が起きないというデータもありますの

で，それをやってみて，人々にこういうものだとまず分かってもらうということが必要

ではないかと思っております。 

 今，非常に前向きな御発言をいただいて心強いです。今日は御欠席ですが，ぜひ茨城

県にも前向きな御発言を頂きたい。ネットワークの中で県管理のところは非常に厄介な

ところが多いので，非常に難しいということはよく分かります。県が茨城県全体の自転

車施策として，霞ヶ浦やりんりんロードなどの整備をやっているのは分かりますが，他

にこういう都市型のネットワークについてやっていることはあるのでしょうか。次回，

御出席いただいた県の方に，県としての自転車についての計画がどのように進んでいる

のかお聞かせいただきたいとお伝えください。 

 それから，資料 16 ページで，市の基準だけでなく国，県の基準に従うと書いてあり

ましたが，少し懸念しているのは，この基準が古くて今の時代に合わない基準だと困る

なと思っています。各市町村で道路構造条例が制定されて，状況に応じて柔軟に運用で

きることになっていますよね。ところが，現場では古い道路構造令に従って，古くて時

代に合わない条例がそのまま適用されるということが起こったら困ると思っています

が，道路構造令の運用の仕方を御説明いただけますか。 

  委員委員委員委員    

 道路構造令については，昔までは車道，歩道についても全て何メートルと決められた

基準があったのですが，今は自転車道の整備がありますので，歩道については原則の幅

員になってきています。車道の幅員については，あくまでも道路構造令において交通量

の多いところ，少ないところという形の中で，幅員は基本的に原則決まっております。

やむを得ない場合は縮小できて，縮小できる幅員についても基本的にいくつまでと決め

られておりますので，原則は，車道の幅員としては道路構造令に基づいた形になると思

います。歩道の幅員だけは，今は原則ということで，決められていないということにな
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ります。 

会長会長会長会長    

 ガイドラインでも，車線を狭めたり３車線を２車線に，２車線を１車線にするとか，

右折レーンや左折レーンを取ったりしてもいいとか，制限速度を時速 50 キロメートル

から時速 40 キロメートルに落とすことなど，様々なことをやってもいいしやりなさい

と書かれているので，その主旨を御理解いただいて，昔の時代遅れの基準に縛られず，

運用を上手に工夫していただきたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

  委員委員委員委員    

 意見公募を行うとき，図面⑨の破線になっているところの県道で，問題がある路線は，

自動車交通量，自転車交通量，歩行者交通量をある程度示して，それから事故箇所も示

して，説得材料をそろえて整備するという話にしていかないと，知らない人もこの図面

を見ただけで分かるようになっていないといけないと思います。道路幅員がこういう状

況だけれども，歩行者も自動車も自転車も多く，事故もあるのでここは優先路線だと，

説得力があるデータを入れなければいけないと思います。 

それから，国道，県道は交通センサス調査を行っていると思うので，ある程度自転車

と人の交通量を入れることで，その道路がどういう密度で歩行者や自動車や自転車が動

いているのか分かるので，そういうデータを入れてほしいと思います。 

  委員委員委員委員    

 まず，事務局の大変な労力によって，このような素晴らしい資料が手元に来ましたこ

とに感謝申し上げます。今の発言に付記させていただきたいと思いますが，いろんなデ

ータを並べる際に，データの取り方も出されたほうがいいと思います。先ほどもありま

したけれども，市民の生活は推移していくので，推移予測表も付記するなら，データと

実態が非常に読みやすくなるのではないかと感じておりました。 

会長会長会長会長    

 御意見として頂きたいと思います。  委員，事故の話も随分出てきましたが，今回，

自転車ネットワークが示されて，茨城県警の立場からはいかがでしょうか。 

また，ネットワークを作るに際して，先程，常陸河川国道事務所の方からもありまし

たように，茨城県警にも協議に入っていただいて，前向きに検討していただきたいとこ

ろもあるのですが，それについても併せて御意見を頂ければ有り難いです。 

  委員委員委員委員    

 自転車についてはこれまでもずっと議論を重ねていただいているところで，警察の立

場は道路における危険の防止，交通の安全と円滑によって，死亡事故を初めとする事故

を１件でも減らしていくということが大きな目的であります。 

自転車というのは，正直非常に悩ましい存在であります。自動車に比べれば明らかに

弱者，一方で，歩行者と比べれば歩行者のほうが弱者で，自転車のほうが強者という状

況です。 

また，道路環境を見ましても，道路交通法上，自転車はあくまでも車両ですので，車

道通行が原則で間違いないですが，一方で自動車との関係で弱者になる局面があります
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ので，必ずしも車道通行を一律にというわけにもいかないと考えているところです。ま

た，国道 50 号，国道 50 号バイパスにしても，いずれも４車線の道路でかつ歩道が整備

されておりますが，その中で，歩行者の通行量はどうかというと，国道 50 号と国道 50

号バイパスとでは全く状況が変わってきます。そういうところで，やはり警察としまし

ては，一律にこうだというのではなく，どうしても交通規制がらみで対応していくこと

になるので，個別の道路事情を勘案しながら，その中で最も自転車が快適で，危険が少

ない方法を探っていきたいと思います。 

そして，交通規制はその場所ごとの状況が違ってまいります。道路も直線の所があれ

ば，カーブの所もあります。そういった様々な違いを個別に見ながら，最善の道をとっ

ていきたいと思っております。その過程で，国土交通省，茨城県，水戸市とも積極的に

協議に応じていきたいと思っております。 

  委員委員委員委員    

 一市民としての意見です。７年間の整備スケジュールで，早速来年になると始まると

いう話ですよね。自転車に乗っている者とすれば，知人と話をしても，車道は怖いから

走れなくて，人がいても歩道を走ってしまうという話になります。 

国道 50 号や大きい道路ももちろんそうですが，狭い道路で事故も起きていると思い

ます。資料でも，身近なところからの整備というか，逆にＢ路線のほうを先にやったほ

うがいいのでないかと思えるところがあります。 

本来でしたら，自転車も歩道を通りたいけれども通れないなら，車道に矢羽根などを

引いて自転車が通る道を早速作っていただきたいです。とにかく，大きい道路ももちろ

んですが，お年寄りや子どもも自転車は乗っているわけなので，狭い道路やまちなかの

道路から整備していただきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 非常に大事な話です。今，自転車は原則車道通行だということで，自転車が走れる車

道を作ろうとしているのですが，自転車レーンや車道混在だといったときに，子どもや

高齢者はやはり危ないということがあるので，その方たちは歩道を歩行者優先で走って

いただくというのは禁止されていないですし，他の場合でも状況が危険な場合などいろ

いろありますので，絶対駄目ということにはなっていないと思います。 

どこまで歩道の自転車通行を許容するのかというのは非常に難しいですが，自転車側

としても，歩道を走るよりは，車道をきちんと走るほうが交差点での事故には遭わない

といったことがデータとしてはっきり出ていますので，それを理解していただきたいと

思います。 

国道 50 号の銀杏坂のところでも，歩道に自転車の通行帯がありますよね。それが成

功していればいいのですが，全国各地で歩道の色塗りをしたけれども，うまくいってい

るところがないのです。全部失敗しています。歩行者が事故に遭ったり，自転車も交差

点で事故に遭っている。ですので，あれは失敗例として，自転車はやはり車道通行がい

いとなったのです。それも，逐次市民の方に知っていただく機会を増やしていくことと，

実際に自転車の通行帯をこうして作って，一旦走ってみると，こんなによかったのかと

なるのです。現に，先ほど話しましたように，国道６号の水戸街道はかなり走りやすい
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し，実際に走っています。 

  委員委員委員委員    

 私も交通安全に関わっておりまして，水戸市内を見てみると，自転車は歩行者の間を

縫って走っていますが，それは完全に違反ですよね。結局，歩道を走るときに，自転車

は車道側と走るという決まりも守られていない状況です。 

それから高齢者や幼児は歩道を走ってもよいとなっていますから，自転車は車道側を

走ろうとしたときに，自転車に対して乗り方などをもう一度きちんと勉強させるべきだ

ったかなと思います。高齢者の方も，市内であれば，いろんな乗り物を使うよりも自転

車で行ったほうが便利ですよね。ということは，きちんとルールを守って乗る。それに

は，やはりきちんとした道路を作っていただくということが大事ではないかと思います。 

今，警察の方と一緒に，小学生から自転車の乗り方を教育していますけれども，水戸

地区で自転車の乗り方に関する大会があっても，小学校が１校も参加しないのです。や

はり，その辺から考え直さなくてはいけないのではないかと思います。家に帰れば子ど

もも自転車に乗ると思いますので，きちんとしたルールを守ることから教えていけばい

いのではないかと私も思います。 

会長会長会長会長    

 自転車の交通安全教育に関しては，次回の報告書でこのようにやっていくということ

が本編に盛り込まれていますので，そちらをよく見ていただいてアドバイスをいただけ

ればと思います。 

  委員委員委員委員    

 先ほど予算の話が出ましたが，御茶園通りに白線が引かれていないのです。ぜひ自転

車ネットワーク路線として御茶園通りを挙げさせていただきたいと思います。 

また，よく白線が消えているので市へ問合せをするのですが，白線と幅員線と横断歩

道は全部管理が違うのでしょうか。その辺の組織的なことがどうなっているのか教えて

いただけますか。 

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。 

 資料の 22 ページを御覧ください。今回お示ししたネットワーク計画の内容として，

Ａ路線，Ｂ路線という位置付けをさせていただきましたが，御指摘のありました通称・

御茶園通りという路線は幹線市道 12 号線（千波・御茶園線）で，延長 5.2キロメート

ルの部分を，優先整備路線のＡ路線として位置付けてまいりたいと考えております。ま

た，この道路につきましては，舗装整備を計画している場合は，自転車通行帯の表記も

併せて実施していきたいと思っているところです。直ちに実施にはならないかもしれま

せんが，事業を調整して無駄のないように実施していきたいと思います。 

 また，道路のセンターラインや外側線の区画線など道路管理者が引くラインは，それ

ぞれの所管されている国，県，市の道路管理者が線を引くことになると思います。一方

で，交差点部やオレンジ色のセンターラインなど，交通規制を伴うようなところにつき

ましては，公安委員会で設置ということになろうかと思います。それぞれの場所に応じ

て管理区分が違っているので分かりづらい部分はあるかと思うのですが，いずれにして
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も個別に対応させていただきたいと思っております。 

  委員委員委員委員    

 国で道路 110番というものを作ってくれて，そこに電話をしたら，国なら国へ，県な

ら県へ，その道路の管轄に回してもらえる仕組みがあって，それを使ったことがありま

す。今はないでしょうか。 

  委員委員委員委員    

 今は緊急ダイヤルとして，＃9910 へかけていただきますと，その管轄へつながるよ

うになっています。 

会長会長会長会長    

 道路 110番が変わったのですか。 

  委員委員委員委員    

 はい。道路緊急ダイヤルといいまして，＃9910 にかけます。首都高速道路，高速道

路，一般道で分かれていますので，選択していただければその管轄へつながるようにな

っています。 

会長会長会長会長    

 他に御意見がありましたらお願いします。よろしいですか。 

 今日は自転車ネットワークについてということで，交通量，事故や通学路，こういう

観点から重ね合わせをして将来のネットワークを決めて，その中で優先整備路線を選び

出したところですが，個別に細かく貴重な御意見を頂きました点は検討していくとしま

して，全体の考え方と結果の，おおむねの流れについては御了承いただけるということ

でよろしいでしょうか。最後，  委員にまとめをお願いします。 

  委員委員委員委員    

 自転車ネットワークを作るのは大切です。そして金沢市の場合，生活道路で事故がた

くさんありました。しかし，そこに左側通行を守らせるマークを付けたら，本当に事故

が３分の１に減りました。なので，生活道路では確実に事故が減ると思いますので，小

さな声を大切にして，今はＢ路線になっているけれども，皆の声をしっかり受け止めて

やっていけばいいものができていくと思いますので，協力して頑張っていけたらと思い

ます。よろしくお願いします。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございました。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 貴重な御意見を賜りまして，誠にありがとうございました。 

それでは，以上をもちまして，平成 28 年度第３回水戸市自転車利用環境整備審議会

を閉会いたしまします。 

次回の審議会は，平成 29年１月６日金曜日の午前９時 30 分から開催させていただき

ます。次回の審議会では，水戸市自転車利用環境整備計画（素案）について御審議いた

だきたいと考えております。後日御案内を送付いたしますので，お忙しいところ大変恐

縮ですが，御出席の程よろしくお願いいたします。 

長時間にわたる御審議ありがとうございました。 


