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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 29 年１月６日（金） 午前９時 30分から 

 

３ 開催場所  水戸市議会臨時庁舎２階 全員協議会室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

金利昭，平田輝満，三国成子，小林成基，山口美知子，川崎辰男，大野光一， 

大金和夫，澤畑保男，横田富士雄，橋本義彦，仁瓶正，井野功一，渡辺修宏 

(2) 執行機関 

三宅正人，長谷川昌人，前田英明，小林光宏，大曽根明子，萩谷慎一， 

小川邦明，讃井正俊，須田秀人，木村勤，弓野憲一，菅野康範，向井優騎， 

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 櫻場誠二，渡辺三代子，澤畠政志，大山登志彦，薗部修 

 

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（自転車活用推進計画）素案について（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。）   ０人 

 

８ 会議資料の名称 

 「平成 28 年度第４回水戸市自転車利用環境整備審議会 資料」 
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９ 発言の内容 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

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４回水戸市自転車利用環境整備審議会を開催いたしま

す。 

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。 

 最初に，お配りした次第の裏面を御覧ください。今後のスケジュールにつきまして，

説明させていただきます。 

本日第４回審議会を開催し，次に，市役所内部の手続としまして，政策会議を１月

12 日に開催することとなります。そこでは，今回頂きました御意見を踏まえまして，

素案に修正を加え，意見公募手続の内容として素案の内容を決定してまいりたいと考え

ております。 

その後，１月 23 日から２月 21 日の１か月間で意見公募の実施を予定しております。

意見公募期間で提出していただいた御意見を計画に反映しまして，３月上旬に第５回審

議会を開催させていただき，最終的に計画内容を固めてまいりたいと思います。 

３月末になりますが，市役所内部で庁議を開催し，計画を決定していくという流れで

す。すなわち，平成 28 年度中にこの計画を決定していくということになります。その

後，５月には市議会の総務環境委員会に報告して公表してまいります。 

 それでは，市長公室長の三宅から御挨拶申し上げます。 

三宅三宅三宅三宅市長公室市長公室市長公室市長公室長長長長    

 本日は，年明け早々のお忙しいところ，審議会に御出席いただきまして，誠にありが

とうございます。また，昨年は皆様に熱心な御審議をいただき，多くの貴重な御意見を

頂きましたことについて，改めてお礼申し上げるとともに，本年もよろしくお願いした

いと思います。 

本日は，須藤から説明申し上げたとおり，意見公募手続に向けて，水戸市自転車利用

環境整備計画の素案につきまして御意見を頂戴する予定となっております。 

 さて，皆様におかれましては，御承知のことと存じますが，昨年末に自転車活用推進

法が国会で可決，成立され，公布されたところであります。この法律では，国，地方公

共団体，交通事業者，国民のそれぞれの責務が明らかにされており，自転車の活用を総

合的かつ計画的に推進していくこととしております。私ども市町村にとりましても，自

転車活用推進計画の策定が努力義務とされており，水戸市といたしましては，現在作成

中のこの整備計画を，この法律の趣旨に基づく自転車活用推進計画として，策定してま

いりたいと考えているところでございます。 

 本日は，この素案を市民の皆様に公表する前の審議会となりますので，計画全般にわ

たりまして，委員の皆様からきたんのない御意見を頂きたく存じます。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    

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。 
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会長会長会長会長    

 皆さん，おはようございます。年の初めの朝早くから御参加いただきましてありがと

うございます。今，事務局からありましたように，整備計画を御検討いただく段階にな

りましたので，よろしくお願いします。 

私から自転車に関して二つ触れておきたいのですが，市長公室長からもお話がありま

したように，自転車活用推進法が可決されたということで，今年は自転車にとっては記

念すべき年になると思います。これについては，この法律を成立までこぎ着けた  委

員に，この法案の意義と，水戸市としてどう捉えていかないといけないのかについて，

議事に入る前に少し触れていただきたいと思います。お手元の資料に，自転車活用推進

計画と書いてありますが，このような形でやっていけるのかどうか，それなりの覚悟も

必要なので，それも含めて御検討いただきたいと思います。 

 もう一つは，この自転車活用推進法が計画の重要な鍵だとすると，現場のほうは，     

  委員が中心となって自転車利用環境向上会議の開催をずっと進めてきました。これ

が今回５回目の開催となります。これまで，金沢市，宮崎市，宇都宮市，京都市で開催

され，今月末に静岡市，次回は松山市で開催される予定です。この会議は，ものすごく

盛り上がってきたところですので，これも議事に入る前に少し状況について説明してい

ただきたいと思います。 

 今日はよろしく御審議のほど，お願いいたします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

ありがとうございました。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    

 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 14名，欠席者５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。 

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。 
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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。 

 では，議事に入る前に，  委員，  委員から，自転車活用推進法と月末に静岡市

で開催される自転車利用環境向上会議について，簡単に御説明していただければと思い

ます。 

        委員委員委員委員    

    自転車利用環境整備審議会資料の 10 ページを御覧ください。我々の研究会が議連と

連携して，16 年がかりで作った法律でございまして，相当大胆なことになっておりま

す。 

この法律が一般に知られるようになるのは，今年の夏以降になると思います。12 月

２日に衆議院，９日に参議院を全会一致で，一人の反対もなく可決され，国会審議は全

く行われませんでした。審議の前に各党が自分たちの政策委員会で議論して，自民党，

公明党，共産党，民進党の順に全会一致で可決されました。 

この法律は極めて重い法律で，例えばＰＫＯ法案がありますが，自衛隊を海外に派遣

する場合，まず内閣の閣議決定があり，それから国会に報告するという流れになってい

ます。この法律も全く同じ仕組みになっています。こういう法律は非常に珍しいです。

そもそも閣議で了解，承認するものしかないのに，閣議決定という内閣の最高決定機関

で決めるという内容は珍しい。ですので，この法律をおろそかにはできないと思います。 

今まで成立した自転車の法律は三つあります。昭和 23 年に制定された，競輪関係の

規定がある自転車競技法，昭和 45 年に制定された自転車道の整備等に関する法律，こ

の年は，自転車の歩道通行が認められた年です。 

最後に，昭和 55 年に制定された，自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策

の総合的推進に関する法律です。放置自転車がどんどん増加して，1991 年には 100 万

台であったのが，現在は 10 万台以下になろうとしていますが，放置自転車を削減する

ため，それまで警察しか取り締まることができなかったものを，市町村に権限を移して，

水戸市も駐輪場を作るなど予算を割くことができたのはこの法律のおかげです。 

このように三つの法律がありますが，我々はものすごく不満でございました。なぜか

というと，自転車は厄介で迷惑なもので，交通の支障になるものだから，それを何とか

しなきゃいけないという内容だからです。 

今度の法律は何が違うかというと，自転車はうまく活用すると世の中の為になるもの

なのだということが，最初に書かれています。今までの自転車への取組は，傷口に絆創

膏を貼って修復しようとしてきたようなものですが，そもそも自転車が市民，国民生活

にとって非常に重要なものだという大義ができたということです。自転車は邪魔だから

どこかへ置いておこうとか，混雑を避けるために自転車を他へ回そうという考え方では

なく，自動車や鉄道，バス，船，飛行機と同じく交通手段として位置付けることができ

たということです。その考え方を踏まえて，御議論いただきたいと思います。 

この法律に基づいて，国は基本方針に即した計画を立てる義務があり，そのための自

転車活用推進本部が６月頭頃までに国土交通省内に組織されます。この組織は，国土交

通大臣が本部長になり，警察や国家公安委員長を含めた，七つの関連した省庁の大臣が
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本部員としてメンバーになり，８省庁で発足します。計画を立て，国会へ報告すること

や閣議決定をすること，実行することが全部義務になっています。 

国の基本方針や自転車活用推進計画に基づいて，都道府県や市町村は，区域の実情に

応じた自転車活用推進計画を定めるよう努めなければいけないという努力義務になっ

ていますので，作らなくてもいいのです。ただし，作った限りは公表して報告する義務

があります。なので，計画を作るか否かの時点で本当に覚悟しないと，いい加減なもの

を作ると批判の的となります。 

そういう意味で，１ページの序章で，この自転車利用環境整備計画を自転車活用推進

計画に位置付けようとしておられますが，ややこれは難しいと思います。というのは，

10 ページに基本方針が５項目ありますが，法律上では 15 項目あります。厚生労働省，

文部科学省，警察庁に関係したものがあり，土木や建築の分野だけでこれを作ることは

できないのです。だから，県知事や市長がリーダーシップをとってこの計画を作るわけ

です。 

特に，県警にとってパートナーは県知事であり，市長はお願いをする立場なので，統

治機構の作り方やガバナンスの問題を整理して，協力を得られなければ計画ができない

ということになります。ですので，この土木関係の整備計画を，自転車活用推進計画に

そのまま名前だけ変えればいいというふうに捉えられては困ります。 

しかも，国に本部ができておらず，方針が示されないうちに，水戸市だけ自転車活用

推進計画ができたといっても，それは違うだろうと言われかねないので，気を付けて考

えていただきたいと思います。 

市民に対して言う際に，国の方針に先駆けていち早く取り組むということはいいので

すけれども，やるのであれば早急に中身を全部公開しなければならないので，教育や健

康分野に関する方々の参画と，県警を含めた警察の方々との協議が前提にならないと，

自転車活用推進計画にはならないと申し上げておきたいと思います。 

 この法律の方針が６月以降に定まると，相当いろいろなところに影響が生じることに

なると思いますし，特に文部科学省，厚生労働省，環境省は新たな対応が必要になりま

す。一番大きいのは，国土交通省の道路予算の配分が大きく変わるだろうと思いますが，

反映されるのは来年度予算なので，はっきり変わってくるのは来年の４月以降になるだ

ろうと思います。 

15 条しかない短い法律なので，ぜひ条文を読んでいただければ有り難いです。その

一方で，相当突っ込んだ深い内容が書いてありますので，こういう可能性もあるのだな

と覚えていただいていると，今後参考になるかと思います。よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございました。今のところは非常に重要なところだと思います。今日この

計画素案を検討していく段階で，  委員が指摘したところを参考にして，どのように

自転車活用推進計画へ移行していくのかを決めていくので，会議の途中で皆さんに御意

見をお聞きしていきたいと思います。 

 次に，  委員，お願いします。 
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        委員委員委員委員    

 自転車利用環境向上会議について，少し説明いたします。金沢市で会議を始めたきっ

かけは，自転車の施策を行うときに，自転車のことだけを考えていては駄目だというと

ころからでした。まず歩行者を中心に考えて，自転車を交通手段の一部として，今まで

考えていなかったところに入れるわけですから，様々な人が新たに関わってくるわけで

す。ガイドラインができる前でしたが，特に国との関係におきましては，行政の担当者

が全国から集まって勉強する機会が必要ではないかということになりました。 

普通なら中央省庁に行ってお話を聞きますが，それでは一部の人しか聞けないので，

今まで皆さんが連携してやってきた金沢市に，国土交通省と警察庁の方をお呼びして，

各地方で国の方針を知り，自分たちのやっていることを発表し合って，自転車利用環境

を向上していこうということで，第１回目を金沢市で開催しました。次の地域が決まっ

ていたわけではないのですが，宮崎市，宇都宮市と続き，前回は京都市で開催しました。 

今回は静岡市で開催され，静岡市が本気で自転車に取り組みたいということで計画を

策定したので，その機会に全国から集まっていただいて，静岡市の取組を見ていただく

と同時に，全国でやっていることを発表していこうという場になっています。 

今回は，  委員のお話にあったように，自転車活用推進法が関心の的になると思い

ます。行政機関やＮＰＯ，学識経験者を含めて 300 名以上の参加があり，まだ応募もで

きます。各地で行っている様々な事例が発表されます。 

国土交通省としても，事例を集めるということで，皆さんがどんなことをしているの

か見たい場になっていて，発表時間が足りないので，今回はポスターセッションも行う

ことになりました。 

今 30 団体くらい集まっておりまして，例えば，警察では愛媛県警や石川県警，他に

自治体やＮＰＯも発表する予定です。まだ水戸市はポスターセッションに手が挙がって

いないと思います。取り組んだことを発表して，皆さんの前に出していくことが大事な

ので，今回の静岡市の会議ではぜひとも発表していただくとともに，御関心のある方は

１月 27日，28 日に静岡市で行われます自転車利用環境向上会議に参加してみてはいか

がでしょうか。 

会長会長会長会長    

 私も金沢市で開催された第１回目から参加しています。各自治体からは２，３名，警

察の方も相当多く参加していますし，市民やＮＰＯの方も多いので，もし，御都合がつ

けば，少し遠いですが，参加を御検討いただければと思います。 

 審議会資料にも出てきますが，我々は，市道千波２号線で行った取組を学会等で発表

してきたところ，何人もの先生方から非常に褒めていただいています。あのような事例

は全国でも少ないのです。しかも，相当うまくいっているほうなのです。なので，ぜひ

ポスターセッションに出していただけたら有り難いと思います。 

今の法律や会議について，御質問はないでしょうか。 

それでは今日の議事に入りたいと思います。 

計画の素案についてですけれども，最初に事務局から御説明いただいて，これまでの

委員会では第２回のときに骨子（案）として全体が示されたと思いますが，その時いろ
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いろな意見を頂きました。今日はそれが修正されていると思います。 

前回は第４章の自転車ネットワークについてだけ示されて，そこは大事なところなの

でかなり議論をしたということです。今回はそれを含めた全部が素案になっており，前

回までに指摘された事項がどう修正されたか，あるいはそのままなのかといった点にポ

イントを絞って説明いただくとともに，全体が分かるように 30 分くらいで説明してい

ただきます。その後，全体に関わる構成などを議論いただいて，あとは章ごとに細かい

ところを含めて見ていきたいと思います。 

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    

まず資料の御説明に入る前に，昨年 12 月 28 日に発送いたしました事前送付資料から

変更点がございますので，説明いたします。 

 資料 16 ページを御覧ください。資料発送後，平成 27年の交通事故状況が公表され，

水戸市内の自転車が関連する事故は，平成 26年の 177 件から 145件に減少しました。

そこで，資料 34 ページの交通事故の目標値に変更が生じていますので，御承知おきく

ださい。 

 それでは，資料の説明をいたします。まず目次を御覧ください。変更点としては，序

章と第１章の構成を大きく変え，序章で計画の目的や背景等に加え，自転車を取り巻く

環境として，国内の自転車に関する状況を記載しております。また，第１章では水戸市

における自転車利用の現状と課題をまとめております。 

それでは，資料の１ページを御覧ください。序章では，計画の背景と目的について記

載しております。 

「１ 計画策定の背景」には，自転車は災害時にも有用な移動手段であることを新た

に記載しております。また，「２ 計画策定の目的」において，歩道上で歩行者が危険

な状況に置かれているという重要な記載が抜けておりましたので，歩道を通行する自転

車がおり，歩行者の安全を守ることを前提に，自転車が車道を安全で快適に通行できる

よう利用環境の整備を行うという旨を記載しました。 

先ほど  委員から御紹介いただいたとおり，平成 28 年 12 月 16日には，自転車活

用推進法が公布されました。そこで，「３ 計画の位置付け」で自転車活用推進法の趣

旨を踏まえる旨を記載しました。 

 「４ 計画の期間」で，本計画の計画期間は，本市の上位計画である水戸市第６次総

合計画の計画期間である７年間といたします。 

３ページから 10ページには，「自転車を取り巻く状況」として，国内における自転車

の交通事故の状況等について記載しました。特に５ページからは，自転車に関する施策

の変遷を記載しており，自転車安全利用五則は，なぜ五則を守らなければならないのか

について，詳しく記載しました。 

11ページを御覧ください。「第１章 水戸市の自転車利用の現状と課題」について記

載しております。 

「１ 自転車利用の状況」では，市民に対して実施したアンケート調査結果から，「(1)

性別・年齢別・居住地区別の利用状況」について，回答者のうち自転車利用者は，10
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代では９割を超え，60 代以上では７割に達しているという結果が得られました。 

「(2) 自転車利用の主な目的」は，「通勤・通学」が 10 代で４割，20 代で６割であ

り，30 代以上では，「買い物」の利用が多く，特に 70 代では８割近くに達している結

果となっております。 

「(3) 自転車の利用頻度」は，ほぼ毎日自転車を利用する方が 10代と 70 代で４割以

上，20 代では５割という結果になりました。 

「(4) 自転車の移動距離と時間」については，自転車がおおむね５キロメートル以内

の近距離に使われており，所要時間は 30 分以内で主に利用されていることが分かりま

す。 

13ページを御覧ください。「２ 自転車利用者の意識」について記載しています。 

「(1) 自転車の通行位置」では，車道の左側より歩道を通行している利用者が多いと

いう結果になりました。 

「(2) 自転車利用に関する交通ルール遵守の状況」では，「歩道と車道の区別がある

ところは車道を通行することが原則である」という項目の遵守率が最も低くなっていま

す。 

14 ページの高校生アンケート調査の結果では，交通ルールを守っていない理由とし

て，ルールを知らない回答よりも，危険性を理解していない回答が多く，今後，交通ル

ールの遵守を徹底する必要があります。 

次に「(3) 自転車利用時の危険性」です。「① 自転車利用時の事故」では，出会い

頭の事故が最も多い結果になっています。自動車運転者のマナーが原因で事故に遭った

との回答が見られました。 

15 ページを御覧ください。「② 自動車・バイク利用時に自転車に対して危険を感じ

る時の状況」は，「歩道から車道への急な飛び出し」が多く挙げられています。 

「③ 歩行時における自転車との事故」では，自転車が歩道を通行することにより，歩

道上で，歩行者との事故の危険性が高まっていることが分かります。 

16 ページを御覧ください。「３ 自転車が関係する交通事故の発生状況」として，本

市における自転車が関係する交通事故件数を示しております。平成 27年は 145件で前

年より減少していますが，まだ県内では上位の件数となっています。 

17 ページを御覧ください。本市における「(2) 自転車事故発生状況（事故類型別）」

では，出会い頭の事故が最も多く，次いで右・左折時の事故が多い結果です。「(3)の幹

線市道 39 号線の事故事例」では，車道の逆走や，歩道通行時の事故が多くなっており，

その原因として，事故形態①のように，自動車は，他の自動車が向ってくる方向を注視

する傾向があるため，逆走する自転車は，自動車から死角になっていること，また，歩

道を通行する自転車は認識されにくいことが考えられます。 

事故形態②・③の，自動車の右・左折時には，歩道を通行している自転車が事故に遭

う傾向が見られます。これらのことから，道路の右側及び歩道を通行している自転車は，

自動車から認識されにくい存在であることが分かります。これらを解決するため，自転

車の車道左側通行を推進していくことが必要です。 

19ページの「４ 自転車利用環境の整備状況」を御覧ください。「(1) 駐輪環境の整
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備状況と放置自転車」では，駅周辺に駐輪環境が充実していることが分かると思います。

「(2) レンタサイクル」においては，市内の３か所のレンタサイクル貸出所では，観光

目的で使用している利用者が多いことが分かります。 

21ページを御覧ください。「(3) 自転車通行空間」では，社会実験対象路線として整

備した「① 市道千波２号線」について記載しております。22ページにありますよう

に，路面表示と通行指導によって，自転車の交通ルールとマナーが守られ，高校生の９

割が車道を通行するようになったという結果を記載しております。24 ページでは，ア

ンケート調査により，市道千波２号線と同等の整備を行うことに８割以上の方が賛成し

ているという結果を記載しています。 

 25 ページには「② 国道 50 号水戸バイパス」の整備事例を記載し，26 ページには  

「③ その他の整備路線」ということで，ガイドラインには適合しておりませんが，歩

道上に自転車通行空間を整備した事例を記載しております。 

 27 ページでは「５ 自転車利用のルール・マナー周知の取り組み状況」として，市

内の小・中学生，地域住民や高齢者など，幅広い年代に対して交通安全教室を開催して

いることを記載しています。 

 28ページからは「６ 自転車利用のメリット」についてです。「(1) 環境にやさしい」

では二酸化炭素排出量がゼロであること，「(2) 体にやさしい」では健康面からのメリ

ット，「(3) 家計にやさしい」では家計面でのメリット，「(4) 時間にやさしい」では近

距離移動でのメリット，「(5) 心にやさしい」ではストレスの少ない移動手段であるこ

とを記載しています。 

32 ページを御覧ください。ここでは本市の現状から課題を整理し，それぞれ対応方

針を設定しました。 

順に説明いたしますと，本市の自転車利用者の多くは，交通ルールを遵守することの

重要さを認識しておらず，自転車の歩道通行や逆走による事故が多い現状から，「自転

車利用者のルール遵守」を課題とし，「自転車利用に係る安全教育の充実」を対応方針

といたします。 

また，自転車が関係する交通事故が県内上位であることや，歩道内で歩行者と自転車

が交錯しているという現状から，「歩行者及び自転車の安全確保」という課題には，「自

転車利用者，自動車利用者への安全教育」，「歩行者及び自転車の通行空間の確保」を対

応方針といたします。 

駅周辺に駐輪施設が整備されているという現状からは，「自転車と公共交通とのさら

なる連携」を図ることとし，観光施設等の駐輪環境が十分ではなく，レンタサイクル貸

出・返却場所が限定的である現状からは，「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」による対応を行います。 

また，自転車通行空間の整備箇所が限定的であることは，「自転車通行空間の連続的

な整備」により回遊性の向上を図ります。 

運動習慣がない市民には，「自転車利用による運動習慣の促進」を図ってまいります。

また，環境の面からも，本市は自動車に起因した二酸化炭素量が多いことから，「近距

離移動での自転車利用の促進」を図ります。 
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33ページは計画の基本的な考え方です。 

「１ 本市の交通体系における自転車利用の位置付け」に記載のとおり，自転車を，

公共交通を補完する，近距離移動の最も効率的な移動手段として位置付け，利用を促進

するための環境整備に取り組みます。また，歩行者の安全確保の観点から，自転車は車

両であることを明確にするための利用環境整備に取り組む必要があります。 

 「２ 目指す姿と基本方針」では，本計画の目指す姿を「自転車に 乗ってみたくな

る まちづくり」とし，「自転車に乗ってみたくなる 意識づくり」，「道づくり」，「し

くみづくり」を基本方針として設定します。「意識づくり」は交通安全教育による交通

ルール・マナーの徹底と利用促進，「道づくり」は自転車通行空間の整備とそのネット

ワーク化，「しくみづくり」は自転車を気軽に利用するための施策であり，34 ページか

らの「３ 計画目標の設定」では，各基本方針に対応した計画目標を設定します。 

目標１は基本方針の「意識づくり」，「道づくり」に対応したもので，自転車事故発生

件数の減少を目指します。目標値としては，35 ページの設定方法に記載したとおり，

第６次総合計画で設定した交通事故発生件数目標と同じ減少率で算出した，自転車事故

発生件数年間 120件を設定しました。 

 目標２は基本方針の「道づくり」，「しくみづくり」に対応し，中心市街地の自転車交

通量の増加を目指します。過去３年，天気の状況により増減はありますが，平成 28 年

度の数値を基準に，歩行者通行量調査によって，第６次総合計画で設定した歩行者交通

量目標値と同じ増加率で算出した，自転車交通量 9,500台を目標値として設定しました。 

 36 ページの目標３は，「しくみづくり」に対応するもので，公共交通との連携を強化

することによって路線バスの利用者を増加します。こちらは現況から 10 パーセント増

の値を目標値としました。 

37ページの目標値４は，「意識づくり」に対応するもので，自転車の利用促進を図る

ことで自転車の交通分担率の増加を目指します。なお，目標値は，特例市の分担率を目

安として 15パーセントと設定いたしました。 

38 ページには，第１章で整理した課題と対応方針から基本施策と施策を整理したも

のを体系図としてまとめました。 

39ページからは，施策について記載しました。 

施策①では，現在行っている交通安全教育の内容を充実させるとともに通行指導を行

っていき，施策②では，自動車運転者に対し，あらゆる機会を利用して自転車の交通ル

ールやマナーの周知を行っていきます。また，  委員から紹介がありました愛媛県や

台湾での 1.5ｍ運動についても記載いたしました。 

施策③では，損害賠償保険の加入について，ＴＳマークに加え，各種保険制度の加入

促進を図るため，ＴＳマーク付帯保険と損害保険の違いについて記載しました。 

施策④では，みとちゃん健康マイレージ事業と連携を図りながら，ターゲットを絞り，

重点的に自転車利用を促進して，健康増進を図ることとしています。 

43 ページの施策⑤では，県央地域首長懇話会で行っているノーマイカーウィークと

の連携を含めて，自転車通勤の推奨を行ってまいります。 

44 ページの施策⑥では，大規模イベントの開催時に自転車での来場を呼び掛けると
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ともに，自転車利用についてのＰＲを行い，利用促進を図ります。 

45 ページからは，基本方針２の「道づくり」に対応した施策を記載しております。

施策⑦については，第４章で詳しく御説明いたします。施策⑧では，駐輪場の位置情報

や主要な観光施設へのアクセスについて，分かりやすい案内表示を設置することで，ま

ちなかでの自転車の回遊性の向上を図っていきます。 

施策⑨では，自転車通行空間の整備に加え，生活道路などで，歩行者や自転車にとっ

て特に危険な状況が見られるときは，自動車のスピード抑制策についても検討すること

を新たに記載しました。 

施策⑩では，自転車の快適な通行空間を維持するため，関係機関と連携して違法路上

駐車車両の排除を目指します。 

 47ページからは，基本方針３の「しくみづくり」に対応した施策です。施策⑪では，

新たに整備する駐輪場だけではなく，既存の駐車場についてもラックを設けるなど，盗

難対策を強化し，利便性の高い駐輪環境を整備してまいります。 

施策⑫では，コミュニティサイクル等の整備について，社会実験を実施しながら，適

切なシステムを導入してまいります。 

48 ページの施策⑬では，安心して自転車を駐車することができる駐輪環境を整備し

て，公共交通との連携を図っていきます。 

施策⑭では，自転車の鉄道，バスへの持込み等について，こちらも公共交通機関との

連携を検討してまいります。 

 49，50ページを御覧ください。「３ 施策の実施プログラム」をまとめました。すぐ

に実施できる施策から順次行い，ハード整備を伴うものや，関係機関との調整が必要な

ものに関しては検討期間を設けています。 

 続きまして，「第４章 自転車ネットワーク計画」から「第５章 計画の進捗管理」

まで御説明いたします。お手元の資料は 51ページから 100ページになります。 

また，関連する資料といたしまして，Ａ３判の資料が二つございます。左上に図面集

１（拡大図）と書いた資料と，同じく左上に図面集２（参考資料）と書いてある資料で

す。図面集 1（拡大図）は，本編中の主要な図面を抜き出し，拡大したものを収録して

おりますので，併せて御参照ください。図面集２（参考資料）は，優先整備路線を決定

する上で，根拠としたデータを図化したものでございます。本編中で直接説明はいたし

ませんが，参考資料として後ほど御覧いただければと思います。 

なお，今回は時間が限られてございますので，前回の審議会から変更，追加があった

点のみを抜粋して，説明をさせていただきます。 

では，お手元の資料 51ページを御覧ください。 

こちらには，自転車ネットワーク計画の作成手順を図化したものを追加しています。

「ネットワーク路線の検討」，「整備形態の選定」を経て「優先整備路線の選定」へ至る

工程を示しております。 

続いて 52 ページを御覧ください。変更があった点は①番です。従来は自転車交通量

が多い路線として，高校，大学の通学路を設定しておりましたが，前回の審議会で御指

摘いただいた点を踏まえ，第６次総合計画において，都市核及び地域生活拠点に位置付
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けられている地域の主要路線を選定しました。そして，従来の高校，大学の通学路は「選

定項目③ 自転車通学路の対象路線」へ移しました。 

続いて 53ページを御覧ください。 

先ほど申しましたように，選定要件①を第６次総合計画に関連した路線を選定する 

としたことを表記してございます。図面集１「P65 ネットワーク路線選定要件①」に，

選定された路線を記載してございます。 

 次に 54 ページを御覧ください。選定要件②は，自転車が関連する事故が多い路線を

選定するものとなっておりまして，前回と変更はございません。図面集１「P66 ネッ

トワーク路線選定要件②」が拡大図です。選定要件③では，高校，大学の通学路の選定

を追加しております。54 ページ下の表と図に示すとおり，水戸市営の自転車等駐車場

において定期利用をしている学校別利用者数から，自転車の通学利用に対応する主要道

路を選定しております。 

また，中学校の自転車通学路に関しては，従来までお示ししてきたような，学校を絞

ってネットワーク路線を検討する方法ではなく，「水戸市通学路交通安全プログラム」

で実施されている通学路合同点検など，全ての学校を対象に，危険性が指摘された箇所

を中心として，対策を行うこととしました。図面集１「Ｐ67 ネットワーク路線選定要

件③」には，選定された路線を記載してございます。高校と大学の通学路が選定された

路線となり，中学校の通学路は個別に対応することとします。 

続いて 55 ページをお開きください。55 ページから 62 ページまでが，選定要件④の

説明になります。地域の課題やニーズに応じ，自転車の利用を促進する路線として，各

地域に分けて路線を選定しています。こちらで追加したものに関しては，サイクリング

ルートを項目で選定するようにしたこと以外は，大きく変わった箇所はございません。 

サイクリングルートは，62 ページの，水戸観光協会が作成したサイクリングマップを

参考として掲載しています。図面集１「Ｐ68 ネットワーク路線選定要件④」で選定さ

れた路線をまとめて記載してございます。 

 次に，63 ページをお開きください。このページの選定要件に関しては，前回から大

きな変更点はございませんので，改めて概要のみを説明いたします。 

選定要件⑤は，自転車利用の増加が見込まれる路線として，水戸市で建設が予定され

ている新施設と，いばらき国体関連施設の周辺道路を選定しております。選定要件⑥で

は，既に自転車の通行空間が整備されている路線として，２路線を選定しております。

選定要件⑦では，ネットワークを補完する路線を選定しており，過去に自転車通行空間

の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も，改良を前提とし

て選定しております。これらの路線については，図面集の５枚目から７枚目のネットワ

ーク路線選定要件⑤から⑦にそれぞれ記載してございます。 

次に 64 ページを御覧ください。検討項目①から⑦で選定された路線を重ね合わせた

ものがネットワーク路線になります。図面集１「Ｐ72 検討項目①から⑦で選定された

路線を重ねあわせたネットワーク路線」がそれに該当します。 

図面集１「Ｐ73 ネットワーク路線図（道路管理者別色分け）」が，路線を道路管理

者別に色分けしたものです。赤が国道，青が主要地方道，緑が一般県道，オレンジ色が
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市道になります。道路管理者別の延長は，本編の 64 ページに表を載せています。国土

交通省管理道路が 22.2キロメートル，茨城県管理道路が 44.1キロメートル，水戸市管

理道路が 107.8キロメートル，計 174.2キロメートルの総延長になります。 

65 ページから 73ページまでが，今まで説明いたしました選定要件別の図面を収録す

るページとなっております。 

続きまして，74 ページをお開きください。こちらからは，整備形態の検討になりま

す。74 ページから 76 ページまで，ガイドラインに示されている三つの基本的な整備形

態について記載しております。事例写真等の追加等はありますが，内容に大きな変更は

ございません。 

次に 77 ページをお開きください。ここからは整備形態の選定の考え方について記載

しております。 

「① 整備形態の選定」では，本市では，早期に整備路線の連続性を確保する観点か

ら，車道混在による整備を進めていくとした考えを示しておりまして，この項目は前回

までと変更はございません。 

「② 車道混在の整備手法について」では，前回から追記した部分として，路面表示

は自動車運転者に対して行うことを明記したほか，自歩道の運用の仕方，橋梁やトンネ

ルなどの特殊な箇所における例外的な運用についても追記しております。 

78 ページには，道路幅員の再配分による整備，狭い道路の整備，自転車歩行車道の

整備，それぞれの整備手法についてイメージ図を追加しました。また，前回の審議会で，

道路管理者によって道路構造の基準が異なることが反映されていないとの御指摘があ

りましたので，アで記載しているように「水戸市道路の構造の技術的基準を定める条例」

から「道路構造を定める法令」といった文言に置き換えまして，注釈を書き加える形と

しました。 

 次に 79 ページをお開きください。車道混在型の整備形態のイラストが主な変更点で

す。内容は変わっておりません。 

 次に 80ページを御覧ください。こちらの市道千波２号線の社会実験結果については，

変更点はございません。 

 次に 81 ページを御覧ください。こちらは，路面表示の方法について記載した項目に

なります。(4)と（5）の①～②は変更ございません。「③ 各部の路面表示方法」は，

一般単路部の路面表示方法に加えて，交差点部，細街路取付け部，バス停，各部におけ

る具体的な路面表示方法も，イラストとともに追加しました。 

次に 83，84 ページをお開きください。車道混在の整備前と整備後のイメージを追加

いたしました。先ほど説明いたしました，各部の路面表示をはじめとする，自転車通行

空間整備の意義や効果などを記載しております。 

次に 85 ページをお開きください。ここからは，本計画における優先整備路線を選定

する作業になります。前回から大幅な加筆を行っております。 

 前回までは Step１から Step４までを示した表によって，路線を絞り込む作業を行っ

ておりましたが，その内容を更に具体化してシステム的に行うため，89 ページに新た

にフローチャートを記載し，内容に沿って路線選定を行いました。 
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88 ページのフローチャートに沿って，各項目の説明をさせていただきますので，88

ページに指を置いたまま，時々見返しながら，お聞きいただければと思います。また，

図面集１「Ｐ91 優先整備路線選定要件①」も一緒に御覧ください。 

 それではまず，フローチャートの最初の項目である，「早期整備が必要な路線か」に

ついて御説明いたします。説明は 85 ページになります。ネットワーク路線から，計画

期間内に効率良く整備効果を得るために，早期整備が必要な路線を抽出し，これを優先

整備路線とします。  

早期整備の必要性を，85 ページの①から④にお示ししております。「① 自転車事故

が多発するなど緊急性を要する路線」，「② 自転車交通量が多い路線」，「③ 観光にお

ける回遊性の向上を図る必要がある路線」，「④施設整備計画との整合性を要する路線」

です。 

選定要件④は，本計画の計画期間内に施設整備と併せて整備が予定されている路線を，

早期整備が可能な路線として選定しました。これら①から④を重ね合わせたものが優先

整備路線になります。図面集１「P96 優先整備路線（①から④を重ねたもの）」に示し

ている路線です。 

次に 86 ページを御覧ください。選定した優先整備路線について，道路の構造や利用

状況を考慮し，車道混在による整備形態を踏まえた上で，整備の妥当性の高いＡ路線と，

整備手法の検討を要するＢ路線に分類します。分類の条件を，以下①から⑧に示します。 

 88 ページのフローチャートでは，上から３番目にある「優先整備路線」という項目

から下へ延びるステップで，左上に四角で①から⑧の項目を記載しておりますが，こち

らの分類を行うこととしております。  

「① 路線の道路管理者による分類」では，水戸市が管理する道路なのか，水戸市が

管理する道路以外なのかを分類して，別に検討します。 

「② 歩道の有無による分類」では，歩道がある道路なのか，歩道がない道路なのか

について選択します。 

「③ 路肩の幅員による分類」では，車道混在の整備形態の規格として，車道端部か

ら青矢羽根の端部までの幅員の最小値が１メートルであるとの条件があるため，この条

件を満たすかどうかで分類を行います。 

「④ 自動車交通量による分類」では，歩道がない路線については，路肩を路側帯と

して歩行者通行空間に用いることから，必然的に自転車は車道内を通行することになり

ます。こういった路線で自動車交通量が多いと，自転車利用者の不安感が増大し，自転

車通行空間を整備しても利用されないことがあり得るので，交通量による分類を行いま

す。自動車交通量が１日当たり 4,000台を超える路線については，整備手法の検討を要

するＢ路線として分類します。１日当たり 4,000台を超えない路線は⑤へ進みます。 

「⑤ 制限速度による分類」では，自転車が不安を感じることなく車道を通行するに

は，通行する自動車の速度が低いことも必要な条件となります。ガイドラインの選定方

法に従い，交通量が少ない路線かつ制限速度が時速 40 キロメートル以下の路線を分類

しました。制限速度が時速 40 キロメートルを超える路線は，Ｂ路線に分類しておりま

す。 
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「⑥ 整備手法の検討」では，今までの分類を通過した路線について整備手法の妥当

性を検証し，整備が可能であると判断された路線は⑦に進み，それ以外の路線はＢ路線

とします。 

「⑦ 連続性の確認」では，選定した路線が他のＡ路線と接続し，連続性が確保でき

るかどうかを確認します。連続性が確保できると判断された路線は，整備の妥当性の高

いＡ路線とします。接続できる路線がない場合には⑧に進みます。 

「⑧ 隣接する路線の整備可能性の検討」では，隣接する路線の整備により，他のＡ

路線との接続が見込める場合には，隣接する路線も整備可能かどうか検討します。整備

可能であれば，隣接する路線も含めてＡ路線とします。それ以外の場合は，Ｂ路線とし

て，引き続き整備手法を検討することとします。 

87ページ，「(3) 優先整備路線の整備方針」には，Ａ路線，Ｂ路線，それぞれの優先

整備路線の整備方針をお示ししております。Ａ路線として選定した路線は，整備の妥当

性が高い路線であるため，計画期間内の整備着手を図ります。Ｂ路線として選定した路

線は，車道混在以外の整備手法も含めて検討を行い，整備手法が決まった段階でＡ路線

に位置付け，連続性を踏まえた上で整備に着手を図ることとします。 

 89 ページを御覧ください。今まで説明いたしました優先整備路線の選定結果となり

ます。上の表の左がＡ路線，右がＢ路線になります。図面集１では，「Ｐ97 優先整備

路線（Ａ路線とＢ路線に分類）」になります。優先整備路線を道路管理者別に色分けし，

赤がＡ路線，水色がＢ路線，グレーが他のネットワーク路線です。 

 本編 89 ページ下の表は，ネットワーク路線のうち，優先整備路線がどのくらいある

のかを比較するために記載いたしました。ネットワーク路線の総延長 174.2キロメート

ルのうち，108.7 キロメートルを優先整備路線として選定しました。 

次に 90ページを御覧ください。 

こちらでは，優先整備路線に選定されなかった路線の取扱いについて触れております。

ネットワーク路線の選定要件②で選定したような，自転車関連事故が複数認められる路

線や，水戸市通学路交通安全プログラムで危険性が指摘されている，中学生の通学路等

の路線については，事故形態や危険性の検証を踏まえ，個別に事故対策を行います。 

91ページから 98ページは，優先整備路線の各選定要件の図を記載する予定となって

おります。 

99 ページをお開きください。ここでは「第５章 計画の進捗管理」をお示ししてい

ます。進捗管理は，いわゆるＰＤＣＡサイクルに基づき，実行，評価，見直し，計画の

サイクルに基づいて，計画の改善を図ってまいります。 

100ページ上段の表「本計画の進捗管理」も併せて御覧ください。 

 施策の進捗については，本審議会に毎年度報告を行い，審議をしていただきます。中

間年度である 2020（平成 32）年度には，中間見直しの機会を設けます。自転車ネット

ワークの優先整備路線の再編をはじめとし，第３章で述べた他の施策についても見直し

を図ります。最終年度の 2023（平成 35）年度には，第２章に示したアウトカム指標に

基づく計画目標の達成状況の確認を行い，その検証結果を次期計画に反映してまいりま

す。 
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最後に本計画の推進体制について，計画推進に当たり，本審議会を引き続き活用して

行く旨を記載しております。 

事務局からの説明は以上となります。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございました。 

それでは，これから質疑に入ります。皆さんからの御意見，御質問をたくさん頂きた

いと思います。最初に，全体を通して見たときに，抜けている項目があるとか，章の順

番が違うなどについて御指摘いただいた後，章ごとに細かいところを含めて見ていきた

いと思います。 

 初めに，この計画がどのように使われるのか，誰を対象にどのような形で公表するの

かについて，事務局から御説明ください。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 この計画は，水戸市の自転車政策について初めてお示しするということもあり，まず

市民向けであります。また，道路整備事業を担当される方へ向けてもお示ししていきた

いと考えています。 

会長会長会長会長    

今まで私も当然こういうことだろうと専門的な目から進めてきましたが，一般の市民

の方たちから見るとそうではないかもしれません。全体的なことに関して御意見を頂き

たいと思います。いかがでしょうか。 

        委員委員委員委員    

 事前に送られてきた資料ではどう読んでいいか分からず，本当に分かりにくかったで

す。今説明していただいて，市民にこのまま出しても，まず読まないし，読んでも分か

らないと思いました。 

書き方として，例えば第３章の「２ 施策の概要」と「３ 施策の実施プログラム」

について言いますと，「２ 施策の概要」は，まず文章自体にメリハリがないので，キ

ーワードになる言葉を並べて，分かりやすくしたほうがいいと思います。 

それから，私は資料を読みながら，誰がいつまでにやるのだろうかと考えていたので

すが，整備主体と期間が示されている 49，50 ページの表を，施策の概要の項目の下に

も付けておいたほうが分かりやすく，いつまでに誰がやるということをはっきりさせて

おいたほうがいいと思います。 

市民が読みやすくするために，重要なキーワードは一つの文章の中でも字を大きくす

るとか，見せ方を工夫する必要があると思いました。 

 あと，84 ページの図中にある「逆走注意」という言葉ですが，「逆走禁止」ではない

でしょうか。 

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    

 97 ページのＡ路線，Ｂ路線について，前にも指摘をしましたが，偕楽園公園をもっ

と利用すべきではないかと提案をしました。水戸市を考えた場合に，偕楽園公園という
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広い領域があるので，それを観光と結び付ける考え方があると思いますが，ぜひ観光と

生活路線をうまく結び付けてほしいと思います。 

また，桜川の左岸にサイクリングロードが整備されていますが，その延長を水戸市総

合運動公園のほうへつなげられるのではないかと思います。また，県道 50 号線（主要

地方道水戸神栖線）は整備が難しいＢ路線となっていますので，そこよりも桜川の右岸

側にサイクリングロードを整備して，公園を活用する整備をぜひ検討していただきたい

と思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 今御説明のありました路線は，97 ページの中ほどにある千波湖の西から南の県庁方

面へ延びている，旧６号とも呼んでいる道路です。この道路は，ネットワーク路線の中

から優先的に整備する路線として位置付ける優先整備路線になっております。Ｂ路線と

いう位置付けは，単純に車道混在で整備するのではなく，整備手法を検討しながら整備

する必要のある路線ですので，単なるネットワーク路線ではなくて，計画期間中に優先

的に整備していく路線です。 

御提案のあった，公園や河川堤防の活用は，整備困難な路線を代替する機能として有

力であると認識しておりますが，今回の７年間の計画の中では，道路のネットワークを

つないでいくという発想から，公園や河川堤防の活用は考えていないところでございま

す。 

        委員委員委員委員    

 各市町村や地域によって，特徴があると思います。水戸市においては，偕楽園公園を

うまく利用するという考え方が必要ではないかと思います。現行の道路を拡張，整備す

るのを待っていたのでは何年かかるかわからないですし，観光の面から見ても，那珂川

に通じるサイクリングロードが整備されていますけれども，そこだけではなく，水戸市

民全体が自転車でのんびりと足を運ぶためには，桜川，沢渡川，逆川をうまくつなげて

利用していく。さらには，それがサイクリングの観光コースにつながっていくという二

面性を持っていると思うのですが，その水戸市の特徴を利用すべきであると個人的には

思っております。 

会長会長会長会長    

 旧６号，サイクリングロードなども，Ｂ路線として検討していくということですね。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 はい。御提案の路線については，整備手法を検討しながら整備を進めていくという位

置付けですが，公園や河川堤防の活用を全く考えないということではございませんので，

水戸の特徴を出しながら，うまくネットワークを補完するような機能を設けることを，

引き続き検討していきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 私から申し上げておきたいのは，公園，河川堤防やサイクリングロードに指定されて

いるところは，歩行者も通るところです。そこに積極的に自転車通行空間を整備すると

いうことは，歩行者と自転車をどう分けるのかについて，しっかり決めないとなかなか

難しい。そのままやってしまうと，結局，自歩道と同じことになってしまうのです。今
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でも，公園や千波湖の周回路や堤防のところで，歩行者と自転車がぶつかったりしてい

るのです。ですので，そこを十分に検討していただきたい。 

結局，自歩道を名前だけサイクリングロードにしただけなのです。それ自体が最初か

ら間違っていることをやっている。サイクリングロードが自転車のために作られた道路

ではなくて，歩行者が通る自歩道をサイクリングロードと名前を付けているだけなので，

そこを注意して検討していただきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 私は，先ほど  委員が話したことに共感するところがあります。以前にお話があっ

たように，水戸市は自転車通行空間整備について後進の都市になっているので，それで

あれば逆に，水戸市の強みや魅力となる市中心部に偕楽園公園という大きな公園があっ

て，それを利用するというのはとても良いアイディアだと思っていますし，委員長から

もありましたように，公園内を自転車が安全に利用するという観点で，十分に検討して

いただきたいと思っています。 

 それとまた別に，この整備計画を水戸市民に公表するに当たって，全体的に分かりづ

らいと感じます。第４章以降，道路の名前が細かくたくさん出てくるのですが，どの道

路を指しているのか，水戸市民でも全然分からないところが多いです。御茶園通り，さ

くら通り，市役所通り，旧６号など，道路には通称がありますが，それをこの資料の中

に括弧書きで記載してはどうかと思ったのですが，どうでしょうか。 

会長会長会長会長    

 こういう地図だったら，番号を付けて地図と対応させれば分かりますよね。その辺の

検討をして，分かりやすくしていくということでお願いします。全体的を通して見て，

他にいかがでしょう。 

        委員委員委員委員    

 メリハリの問題だと思いますが，何をしようとしているのか，最終的に７年間で 174.2

キロメートルの自転車通行空間を作るのであれば，初めからそのように書けばいいので

はないかと思います。７年間で 174.2キロメートルの自転車通行空間を整備しますとい

うことが最初に書かれていれば，そのために計画を作るのだと分かりますし，自動車の

過度な利用を抑制するために，様々な施策を講じるということが頭にあれば，そういう

ものだと分かります。 

また，何度も申し上げておりますが，自転車と自動車と歩行者の三者を並べてその優

先順位を考えないと計画ができないと思います。それが，全部横並びで書いてあって，

ほとんど見えてこない。教育についても，自動車の運転に対する啓発を行うと書いてあ

って他の事例も書いてあるけれども，水戸市はやるのかやらないのか，そこが分かりま

せん。例えば，市道千波２号線の社会実験が成功したという報告はありますが，だから

こういう方式でやるのだとは書いていない。 

また，ガイドラインに誤解があるようです。88 ページのフローチャートですが，ガ

イドラインに則っていないです。ガイドラインでは，将来的に自転車道，自転車専用通

行帯を作りますが，それができない場合は暫定的に車道混在でよいとなっています。 

 77 ページ，「② 車道混在の整備手法について」の上から９行目から 12 行目につい
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て，まだ自転車歩行者道として整備が計画されている歩道があるのですか。78 ページ

注釈の「道路構造を定める法令」にある茨城県道，水戸市道の条例は，昭和 45 年の国

の道路構造令をそっくりコピーしたものでしょうか。国の構造令には自転車専用通行帯

の規定はないのです。ないものを前提にして，条例に従うということはできないのです。

だから，こうなってしまうのです。 

国道に関しては，道路構造令がまだ生きているので，車道混在として法令を変えない

状態でクリアしたわけですが，県道，市道については，条例に自転車道に関する構造が

書かれていない限り，法令に則るわけなので無理ですよね。根本的におかしい。ガイド

ラインにも今回の法律にも則っていない。 

また，繰り返しになりますが，77ページ，「② 車道混在の整備手法について」上か

ら９行目から 12 行目について，道路幅員の再配分による歩行者と自転車の通行空間の

分離も，もう決まっていることなので，最初から分けてしまえばいいわけで，分けられ

ない場合の暫定形式として車道混在が認められているわけです。 

ここの主語は，「整備が計画されている歩道」になっていますが，自歩道を作っては

駄目と国の方針で出ているけれども，まだ自転車歩行者道を作るのですか。下から４行

目から１行目のトンネルや橋梁の等についても，将来的には直すので，「当面」という

言葉も入れておかないといけないと思います。今の文章では，トンネルや橋はこのまま

ということになります。それでは，自転車に乗りたくなる空間を作るのは無理だと思い

ます。 

つまり，全体のロジックがおかしいのです。最終目標が何なのかというと，「自転車

に 乗ってみたくなる まちづくり」と書かれていますが，それが実現されることにな

っていません。 

厳しいことを申し上げますが，まずやらなければならないことは，40 ページの自動

車利用者への啓発であると思います。 

余談ですが，今朝，私は自動車にひかれそうになったのです。前後に誰も歩いていな

い大きな歩道を歩いていたら，脇から自動車が，歩行者を見ていないで出てきました。

多分ほかに歩行者がいないから見ていないのです。私はゆっくり歩いていたので，手を

ついたら自動車は止まりましたが，自動車を運転しているほうはごめんなさいごめんな

さいとニコニコしている。自動車利用者があの感覚では，自転車は車道を走れません。

自動車が，歩行者と自転車をちゃんと見るのだということを同時に啓発していかないと，

この計画そのものが成り立たないということです。 

   委員がおっしゃった気持ちがすごく分かります。公園や河川堤防の方がいいに決

まっている。なぜかというと，まちなかが怖すぎるからです。やるならば，  委員の

提案はすごくいいと思います。障壁はあると思いますが，公園や河川の担当部局ときち

んと話をして，歩道を別にして，自転車専用の道を作らないと駄目です。自転車と歩行

者を一緒にしておくと事故が起きることは分かってきているので，それらをはっきり分

けて，ここは自転車が通るので，人は歩いてはいけないという整備をしていくのが最終

目標です。そこに向かっているのだということが見えないと，何の整備計画なのかが分

からなくなってしまいます。 
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会長会長会長会長    

 ありがとうございます。 

 まず，88 ページのフローチャートを引用されてお話があった，車道混在は暫定形態

であるとの指摘ですが，ガイドラインでは，完成形態としてではなく，あくまでも当面

できないから暫定であると定めているということです。御理解いただけますでしょうか。

完成形態としては，一方通行の自転車道なり自転車専用通行帯というものがあって，そ

の前の暫定形態であるという示し方をしてくださいということですね。 

 77ページ，「② 車道混在の整備手法について」の下から５行目にある「歩行者通行

空間と自転車の通行空間の分離を図ります」というところについて，私は歩道と車道を

分離するのだろうと読んでいたのですが，人によっては，自転車歩行者道の中をこれま

でどおり歩行者と自転車の通行空間に分離していくと読めてしまうことがあると気づ

きました。どちらの考え方でしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 77ページ，「② 車道混在の整備手法について」の下から６行目に記載されている自

歩道として整備計画されている箇所があるのかという点ですが，現在自歩道として整備

されている歩道という意味合いで書いているので，今後新たに計画，設計していくとこ

ろでは，そういうことがないよう進めていくとともに，書き方も訂正していきたいと思

います。歩行者が通るところと自転車が通るところを明確に分離する形と読めるように，

文章表現も含めて見直してまいりたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 確認ですが，車道部分を区分けするということですよね。道路で歩道がある場合，歩

道を使うという前提ですか。それとも，歩道の中に自転車通行空間を作るのでしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 自歩道として設計され，整備中のところは，歩道という形で歩行者用の通行空間を整

備した上で，車道の中に自転車が通行できるスペースを作るということです。 

        委員委員委員委員    

 ガイドラインは 2012 年にできているのに，いまだに自歩道を計画して作っていると

いうのは，何をやっているのでしょうか。ガイドラインや法律を作っても何の意味もな

いではないですか。 

会長会長会長会長    

 78 ページの「自転車歩行者道の整備イメージ」は，歩道を使った自転車通行帯で，

道路の法的な位置付けでは自転車歩行者道だけれども，この図ではポールで分離してい

ますよね。私たちは準自転車道と言っていますが，道路区分では自転車歩行者道だけれ

ども，そこを物理的に分離して自転車道的にしてしまうということを言っているのでし

ょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 78 ページのア，イ，ウにそれぞれ図が対応しています。アは道路幅員の再配分によ

り自転車の通行空間を生み出す考え方，歩道は特にいじらず，車道空間を削って自転車

通行空間にしていく考え方です。ウはいくつかパターンを書いていますが，歩道を狭め
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ることができる場合は，自転車通行空間を車道側に作っていくことになります。ウの一

番下の図は，現状の車道の中に確保できない場合，歩道を再配分する考え方で，物理的

な構造物を設けることにより，歩行者と自転車を分離することを前提にして整備してい

くことを図示しています。 

会長会長会長会長    

 77ページは，今ある歩道のまま自歩道にしていくということですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 今ある歩道のままという状態ではありません。 

会長会長会長会長    

 先ほどの  委員の御指摘は分かりましたよね。出来上がってくる計画は，自歩道み

たいなものは出さないでください。ガイドラインでは，自歩道はネットワーク路線から

外すとなっていますよね。ですので，ここの内容と表現の御検討をお願いします。 

 それから，自転車に関わる交通教育といったところで，自動車運転者への啓発はどこ

に入っていますか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 40 ページの施策②「自動車運転者への啓発機会の充実」ということで記載していま

す。ただ，内容については来年度から直ちに実行するということではなくて，どういう

手法が効果的なのか，50 ページのプログラムに書いてあるとおり，ここは１年間の検

討期間を設けております。どのような方法で自動車運転者へ啓発していくのが効果的な

のか，１年間検討した上で，平成 30 年度から実施していく形で位置付けております。 

会長会長会長会長    

 あと一つ，  委員の質問の中で，自転車，自動車，歩行者の三者の優先順位がどう

なのかといったときに，まちづくりとして考えたときにはっきりした方針，思想が見え

にくいという御指摘でした。 

 他に全体に関して，何かありますか。 

        委員委員委員委員    

 79ページの図について，「③ 車道混在型の標準整備形態」では，路肩を使用するも

のを想定しているわけですよね。路肩が 1.0メートル以上あるところを想定してこうい

う整備をすると。やり方は地域によって違っていていいのですが，それ以外のものはや

らないということでしょうか。３番目のような歩道がない場合，完全に車道にはみ出し

ていますが，そういうものをやらないのであれば，分かりやすく書いたほうがいいです

よ。ネットワークを作るのが必要なのか，整備をするのが必要なのか，どちらか一方に

ウエイトを置いて，路肩が 1.0メートル以上確保できるところは全部これでやるのなら，

それで地図を作ったほうが簡単だと思います。 

なぜ，わざわざガイドラインでも三つの手法を書いているのかというと，何とかして

路線をつないでくださいということです。路線がつながっていないと自転車では行けな

いですので，そこは，はっきり分けて考えていただきたいです。 

 また，84 ページの図に書かれている内容だけでいいのかどうかです。つまり，路肩

が 1.0 メートル以上あるところを整備していくということしかここには書いていない
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わけです。本当の意味での車道混在は，当面水戸市ではできないということであれば，

そう書いてしまえばいいと思います。 

厳しいことを言うようですが，自転車に乗ってみたくなるまちづくりをするのであれ

ば，やはり自転車を乗れる環境を作ることを同時に考えなくてはいけない。１年間検討

した後，自動車への啓発を考えるとおっしゃっていますが，実は路面表示をすることが

自動車への啓発ですよね。それで初めて，自動車を運転する人が，ここは自転車が通る

のだと気付くわけです。それは，計画の下，啓発と同時並行で始まっているわけです。

縦割りで考えないほうがいいと思います。 

会長会長会長会長    

 専門的な話も入っていますが，できるのかできないのかも含めてお考えいただいてい

るので，後で現場が困らないように，はっきり書いてもいいのではないかというところ

です。 

        委員委員委員委員    

 駐輪場の件ですが，54 ページに水戸駅南口自転車等駐車場の西棟，東棟と水戸駅北

口地下自転車等駐車場が示されています。駅南に関わる歴史的なお話をすると，ＪＲの

貨物側，連絡通路の下あたりが駐輪場になっていましたが，現在はペデストリアンデッ

キの南側に駐輪場の出入口が設けられました。これは駅から遠いというイメージがあり

ました。 

インターネットで資料を印刷しましたが，水戸駅南口の拠点作りに関する資料があり

ます。拠点をどう作っていけばよいかについてのデータを提供したことがあったのです

が，最終的に今の自転車等駐車場が西と東にできて，現在も使い切っていません。７割

方しか使っていないのに，今はペデストリアンデッキの下，ロータリーの外側に有料駐

輪場を設けています。 

この資料を見てもらいますと，水戸駅南口のまちづくりに関する協議会で，ペデスト

リアンデッキは歩行者の安心安全な憩いの場で，その下はバス，タクシー，乗用車のロ

ータリーで，そのロータリーの周りは歩行者が安心して安全に使える地域というまちづ

くりを計画して，その南側に駐輪場を設けようとなりました。現在，ロータリーにあっ

たコンビニが有料駐輪場になりました。非常に便利ではありますが，関わった者として

は，あそこは歩行者の安心安全な場所というエリアで，自転車が走ってくるイメージは

ありませんでした。 

先日，朝早い時間にタクシーで水戸駅に来たら，自転車が猛スピードで歩道へ入って

きてぶつかりそうになりました。先日は，雨が降りそうなので，水戸駅からここまで歩

いて来たときにそこを通ったら，やはり自転車が突っ込んでくる状態で，安心安全な領

域ではないという感じがしています。ＪＲが有料駐輪場を設置したと水戸市から説明が

ありましたが，まちづくりの基本的な考え方からすると，あそこにはあってはならない

と思います。景観もポールやバーで悪くしています。そういったまちづくりの経緯をも

う一度見ながら，せっかく作った駐輪場が 100パーセント使い切れていない状態で余計

に作るのかという点を，この機会に意識していただければと思います。 

 また，水戸芸術館の東側に駐輪場がありますが，震災で屋根が壊れたままになってい
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ます。北側の出入口にありますが，そこに自転車が 30 台ぐらい乱立しています。これ

から観光地の駐輪場を考えて作っていく際に，水戸市の皆さんには水戸芸術館の現状を

見て，検討してもらいたいと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 まちづくりのこれまでの経緯や，御指摘のあった水戸芸術館の駐輪場の現状をきちん

と把握しながら，政策を進めていきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 時間も少なくなってきましたので，行政関係の皆さんに御発言いただきたいと思いま

す。国交省，茨城県，茨城県警の皆さんから何かコメントや御指摘がありましたら，お

願いします。 

        委員委員委員委員    

 確認させていただきたいのですが，  委員は，自転車活用推進法に基づいて県警と

調整が必要だとおっしゃいました。整備計画を策定した後に，個々に推進計画を作れと

なると思いますが，それは，整備が終わった後でいいということですよね。 

国道 50 号の水戸駅から大工町くらいまで整備しようかと思っていますが，ただそこ

についても，まだ県警と全然協議が成り立っていない状況です。そのような中で，推進

計画として出していいものかというのが，第一の疑問です。 

 それから，そうなったときに，整備することは特段問題ないと思いますが，先ほどか

ら言われておりました，88ページのフローチャートでいくと，国の管理するところは，

１日当たり 4,000台以上なので，将来確実に自転車専用通行帯を整備しなければならな

いことになります。ただ，今の道路の作り方は，都市計画道路として過去に幅員が決ま

ってしまっています。その中において，自転車専用通行帯を作れるのかというとまず作

れません。 

国では，これから整備していく道路に対して，路肩を 1.5メートルまで広げて歩道を

縮め，ネットワークとして整備が進んできたら，車道混在型の自転車通行空間を整備し

ようという方針を立てているところです。 

そういう状況の中で，この書き方だと，常陸河川国道事務所の計画は全て駄目という

話になります。一日当たり 4,000台以上の自動車が通る道路は，車道混在型は駄目とい

うのがこのフローです。そうしますと，これが正式な推進法に基づくものだとすれば，

それ自体が成り立たなくなってしまうので，この辺の書き方を変えていただかないとま

ずいです。また，大前提として，県警との調整が取れていないというのを念頭に置いて

いただきたいと思います。 

会長会長会長会長    

 我々の目指すところは，ハードであってもソフトであっても実質的なものを整備して，

完成に向け，まちを良くしていきたいということです。周辺状況を見ながら，どううま

く進めていくかということも考えながらやらなければならないので，法との関係もあっ

て，今ここではどうしますとも言えないと思いますが，非常に大事なところでもあるの

で，後で対応を考えましょう。ありがとうございます。 

 いずれにしろ，一生懸命進めていきたいと思います。  
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県警は，いかがでしょうか。 

        委員委員委員委員    

 先ほどから出ていますように，自転車や自動車のマナーは非常に悪いです。茨城県は

交通事故が多発しており，件数は全国ワースト８位です。水戸市においては，警察署別

で見ても，死亡事故の発生率はトップクラスだと思います。 

そういう状況なので，とにかく啓発活動をやっていかないと，この計画がうまく起動

していかないのかなと懸念していますので，引き続き，関係機関や関係団体と一緒に街

頭活動の強化と取締りをやっていきたいと思っています。 

会長会長会長会長    

 ぜひ幹線市道 39 号線を整備した時もお願いします。水戸土木事務所の  委員はい

かがでしょうか。 

        委員委員委員委員    

 77，78 ページの車道混在の整備手法で，車道幅員を縮小する考え方があります。基

本的にはこれでいいのだろうと思いますが，場所によって，特に大型車両，例えばバス

路線や物流トラックの走行や出入りの多いところにおいて，車道幅員をどこまで縮小で

きるのかについては十分な協議が必要です。歩行者と自転車の事故もそうですが，自転

車と自動車の事故を考えますと，車道幅員の減少をどのように考えているのかについて

確認をさせていただければと思います。 

会長会長会長会長    

最初に説明がありましたとおり，これで市民の意見を頂くために，意見公募を行いま

すが，承認をとるということではありません。非常に大事な意見があればその意見に従

って修正していくので，これが完成版ではありません。委員の皆さんの御意見と，意見

公募で頂いた御意見を基に計画を修正して，それが完成版になるということです。今後，

そのような段階を踏んでいきます。 

        委員委員委員委員    

 34 ページに，自転車事故の発生件数の目標値とありますが，発生件数を 10 分の１く

らいにするなど，もう少し高みを目指してほしいと思います。まともにいけば，運転す

る人は減るので，交通事故数は減るはずです。ぜひ御検討ください。 

 それから，88 ページのフローチャートは間違っているので直してください。去年出

したガイドライン改訂版の暫定形態の意味について，もう一度読んでください。そうす

ると分かってくると思います。 

 あと，48 ページの「堺市」の事例は「えちぜん鉄道」ではありません。直しておい

てください。 

会長会長会長会長    

 もしも委員の皆様のチェックが入っているところがあれば，後で事務局へ計画（素案）

を渡してください。 

 それから，34 ページの自転車事故発生件数は，茨城県警と道路管理者が頑張って 35

ページのグラフのように減ってきたのですけれども，自転車利用環境の整備を行ってい

なくても減ってきているので，34 ページの目標値は気になります。目標値を高めるこ
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とについても考えていただきたいです。 

数値目標として，例えば現状では，歩道を走っている自転車が多いとありましたよね。

定点観測みたいなことならあまりお金がかからないと思うので，整備した自転車通行帯

の遵守率がどう変化したとかについて，入れたほうがよいかと思います。 

 それと，意識調査でも，ルールやマナーの遵守率や認知度を入れても，満足度を入れ

てもいいのだけれども，モニター制度などを使って，お金をかけないで市民意識を調査

できるのであれば，そういうものも指標として入れておいたほうがいいと思います。こ

れと 36 ページの路線バスと自転車との因果関係があまりないので，載せておいてもい

いけど，何もやらなくても目標を達成できてしまうみたいではないですか。なので，そ

こをもう一度お考え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    

 市民の視点から，疑問を２点ほど述べたいと思います。この計画の中核というよりは

周辺の問題かもしれませんが，今日の審議事項の中で気になりました。 

 １点目は，この計画に即した，市民への理解促進や周知方法はどうなっているのかと

いう問題です。既に市がフェイスブックやツイッター，ホームページ，市報と様々な形

で，この計画の中身へのアクセシビリティと分かりやすさを担保していくかと思います

が，これが自動車に乗る人，自転車に乗る人，歩行者へどのように伝わっていくのかが

まだ分かりません。この計画に載せるべきことではないのかもしれませんが，考えてい

かなければいけないと思っていました。 

 ２点目が，この計画に対する市民や企業参加の点です。例えば，50 ページの施策⑤

「自転車通勤の推奨」がありまして，これは市と事業所が対象になっています。既にこ

れは始まるのですよね。もちろん，チラシとか連絡文書を出しているのは知っているの

ですが，施策である以上は，具体的である必要があると思います。定量化，定質化でき

るものでなければ，計画に即した結果は見えませんので，これはどのようにやっていく

のだろうと考えていました。 

先ほど，道路の命名の話もありましたし，例えば命名権販売など，法的に許されるか

どうか分かりませんが，どうやって市民，事業所や企業に参加してもらって，彼らにも

メリットを担保して，この計画に即してまちが変わっていくのかいろいろ考えておりま

した。 

教育機関，観光案内所，観光施設，ＪＲやバス会社も含めて，どのように協力できる

のかということが見えるようにしていただきたいと願っています。計画に盛り込むべき

内容ではないかと思いますが，感じたままのところです。 

会長会長会長会長    

 ありがとうございます。今の御意見は 38 ページから政策の展開として個別のことが

書いてありますが，そこが分かりにくいということにも関係してくると思います。これ

を好意的に見ると，いろいろやってくれるのだろうなと思うけれども，反対の見方をす

ると，一体何やるのだろう，本当にやってくれるのかと思ってしまいます。ここが今ま

でのアウトプットみたいな形でいくと，例えば，放置自転車の取締りを年間何回やると
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か，小・中学校や高校に対して何回の通行指導をして，チラシを何回配布しますという

ことです。 

ここだけ見ると，どういう項目を，どの程度具体的にやるのかが見えないところがあ

ります。もしそういうことが具体的にあるのであれば，書けるところは書いておいたほ

うがいいでしょう。 

        委員委員委員委員    

先ほどから見やすさとか分かりやすさと言っていますが，例えば 18 ページの①の図

にしても，交通事故が５件起きているほうの字を大きくするとか，ただ並べていたって

分からないです。マンガではないけれど，強調するところは強調するということです。 

私も子どもたちと一緒に地図作りに関わっていたし，市民との関わりがあったのでつ

くづく思いますが，今の  委員の意見は非常に大事なので，出来上がったものがどう

やったら分かりやすくなるかは，市民目線の人に分からないとはっきり言われたり，ど

うやって広報するのかと言われたことを真摯に考えて，自分たちの手法の中に入れ込ま

ないと絶対伝わらないので，これが一番大事なことだと思います。 

  委員が言われたとおり，間違っていることは間違っていて，もう一回勉強し直さ

ないといけないので，意見公募を行うなら，分かりやすい資料を作るというのが行政の

大事な役割だと思うので，よろしくお願いします。 

会長会長会長会長    

内容について意見公募を行うときに，分かりにくいという御指摘も頂けないでしょう

ということなので，そこはぜひ市民目線で，後で機会をとってでも委員の方を中心に見

ていただいて，それを反映していただくようお願いしたいと思います。 

 個別のところに入っているので，大事なところから御発言いただきたいと思います。 

        委員委員委員委員    

 分かりやすさのところは，一つの要因は，先ほどのメリハリがないということもそう

だと思いますが，後から追加で入れた関係で重複しているところ，例えば交通ルール・

マナーの指導も国と水戸が今やっていること，水戸が将来やることと３回，４回出てく

るので，それはなるべく一本化して，一緒のページで見たいものは一緒に見ないと駄目

なので，基本的なものの書き方を全体的に見直すべきだと思います。そういう意味で，

章を大胆に見直すところはあるかもしれないので，これは後から追って相談させていた

だいて，その結果を見ていただければと思います。 

 あと，先ほどから議論のある 88 ページのフローチャートは，整備形態を選ぶフロー

チャートではなく，あくまでこの７年間で整備する路線の抽出フローチャートです。整

備形態を決めるものではないので，そういう意味では問題がないと思います。 

ただ，それが分かりにくさの象徴ですが。あたかも整備形態を決めているようになっ

ています。だから，ネットワークも長期の整備計画で出すネットワークとそれ以外，そ

れからローカルで対応するところが三つあって，ネットワーク経路の中に優先とその他

があって，優先整備路線の中にもＡとＢがあって，すごく複雑な階層で作りこんでしま

ったのですよね。これが最後に出てくるのではなくて，最初に整理するとか結果的にこ

うなると分かりやすい表現で書くといいのだなと，なるべくシンプルな言葉で，結果を
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前出しで書くということは，これから簡単にできることかなと思います。 

        委員委員委員委員    

 88ページは今の説明でいいのですが，同じものが 77ページにまたあるのです。77ペ

ージとか 88 ページに縛られてしまうので，どうやっても国道は自動車の通行量が一日

当たり 4,000台以上で，制限速度が時速 50キロメートルとなると自転車専用通行帯に

なるので，この辺について，もう少し見直しをしてもらいたいと思います。 

会長会長会長会長    

 私から一つ，前から言っていますが，応援団をどう作っていくのか。我々だけの審議

会ではなくて，市民の人たちが，自転車について一緒に考えていくような組織はどこか

にないのですか。それはぜひ作らないとこういう会議だけでやっていても仕方ないので，

要するに  委員のような人たちを作っていくということが必要だけど，それはどこか

に書いてありますか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 39 ページの施策①で学校や警察，市民と連携する体制を構築ということで書いてあ

ります。そのような位置付けにしています。 

会長会長会長会長    

だから，やっぱりキーワードですかね。実際に具体的に進めるならば，協議会を作る

とか，それくらいの言葉を使うなり，推進体制が非常に大事なので，お願いしたいと思

います。    

        委員委員委員委員    

 水戸市は自転車条例を制定していますか。これは市民に協力を求めるわけなので，例

えばヘルメットを被るとか市民にやってもらいたいこと，保険の件もＴＳマークについ

て説明はあるけれども，実際には 5,000万円を超える賠償金が来たらアウトですよね。 

市民がどうしたらいいのかというところを，市で指導して指針を示してあげるために

は，条例を整備したほうがいいと思うので，ぜひ検討していただきたい。 

 自転車や公共交通についての条例がないところでは，計画は実行できないと思います。

なので，条例づくりを目指しますというのがあってもいいと思います。 

会長会長会長会長    

 そうですね。条例の制定を「検討する」又は「目指す」という記載があっていいです

ね。 

自転車活用推進計画へのつなぎ方は何かありますか。 

        委員委員委員委員    

 今の段階ではないです。整備計画としてはいいのですが，自転車活用推進法が求める

全部をまだ網羅しておりません。整備計画として進めたらいいと思います。 

会長会長会長会長    

 既に計画を作ってしまった市町村は，一部を作り直すのでしょうか。あるいは全部を

作り直すのでしょうか。 

        委員委員委員委員    

 整備計画と推進計画は，イコールにならないです。自転車条例だとか整備計画を既に
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策定している各県，各市のものは，今度の新しい法律の下ではゼロスタートです。つま

り，大きな計画の中の一部に組み込まれるだけです。 

会長会長会長会長    

 では，先ほどの条例と同じように，この中に自転車活用推進計画について検討を始め

るとか，そういう記述を書いてしまうのが一つの手ですね。 

        委員委員委員委員    

 もう四国の４県は，全て自転車条例を作っています。 

会長会長会長会長    

 水戸市も交通に関して本気でやるのだったら，条例化を目指したほうがいいですね。 

        委員委員委員委員    

 愛媛県では，県予算総額の 1,000 分の１に当たる８億円で，この３月までに 1,144キ

ロメートルを整備しています。そのようなところが既にあるので，焦ったほうがいいで

す。 

会長会長会長会長    

 駆け足になりましたが，何か大事なところで御意見，御指摘があれば，頂けますでし

ょうか。 

        委員委員委員委員    

 茨城県の水戸市がこの自転車問題を考えるということは，他のどこでもなく水戸市が

考えるものですよね。新聞で見ると，最初は取手市，その次がつくば市，そして今水戸

市ですね。今日の資料を見ますと，  委員の言っていたとおり，市民にはさっぱり分

からないことが書いている。 

そして，もう一つ大事なのは，立派なことを書くのは結構ですが，各市町村や国に予

算がないので，さっぱり実行できないということです。今の日本社会は戦後 70 年ずっ

と自動車文化であって，ここに来て，自転車について考えられるようになっているので，

問題は，皆さんが実際に毎日通勤や散歩で自転車に乗ってみると，自転車とはこうだと

言えるのだけれど，この計画は，自転車に全然乗ったことのない机上論のように私は思

います。 

結論としては，水戸市の今後の創生に関して，自転車をどう生かしていくかというこ

とについては，予算がありますので，平成 35 年にはこうなるが，今年，来年は市道千

波２号線のようにこうなると，安全かつ楽しい乗り方という方向でいくことが重要だと

思います。 

 もう一つは，兵庫県や神戸市で自転車条例を作っており，私は交通対策協議会で茨城

県でも作らなければならないと発言していますが，なかなかそこまで行きません。茨城

県内で制定している自治体は，取手市とつくば市だけです。 

会長会長会長会長    

    ありがとうございました。よく分からないという点については，分かりやすいもので

意見公募を行っていただきたいということと，実行ということに関しては庁内の協議が

全て終わって，７年間で全て実行するというのが出てきています。 

予算に関しては，法律ができた時に，きっと相当な予算がつきますよね。来年度予算
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は相当付くはずなので，それを確保するようにもっていかないと駄目だということです。

そこはよくお考えいただきたい。 

 いろいろな御意見が出ましたので，直せるところは直していただいて，最低でも市民

から意見が出てくるように分かりやすく書くことは，意見公募前に訂正していただきた

い。あとは，意見公募やここで出た意見が十分反映できていないところは，意見公募後

の完成版に向けて修正していただくということで，よろしいでしょうか。 

 では最後に，自転車活用推進法に関わるところで，事務局として今日の議論を聞いた

上でどのようにお考えか，お答え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    

 自転車活用推進法が先月公布されたばかりということで，その施行は６か月以内とな

り，この法律が効力を持つのが５月か６月かとなります。今回，市の計画は，３月末に

策定を目指していくので，法律が施行されていないのに法律に基づく計画ということは，

理屈上言えない状況となります。市町村が自転車活用推進計画を法律に基づいて策定し

ていく場合には，まず政府が作る計画が前提としてあって，それを勘案して定めていく

必要があります。 

国にも問合せをしていますが，まだ国としてどのように進めていくのかが具体的にな

っていないですので，１ページの最後の行ですが，本来なら「この法律の第何条の規定

に基づいて」と明確に書いていきたいところでありますが，内容的にまだ不足している

ということがあります。ただ，法の趣旨自体をきちんと踏まえた上で定めていきたいと

考えております。そのような考え方に基づきまして，どう法の趣旨を踏まえ，この計画

を策定するものという言い方にとどめているという状況です。 

会長会長会長会長    

 では，細かい文言も含めて分かりにくい表現やこうしたほうがいいというのがあると

思うので，事務局へ言っていただきたいと思います。個別でもいいのでぜひコンタクト

を取っていただきたいと思います。その他，何か御発言はありますか。 

〔発言する者なし〕 

会長会長会長会長    

 では，議事を終わります。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 それでは，以上をもちまして，平成 28 年度第４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。長時間にわたる御審議ありがとうございました。 


