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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３月６日（月） 午後２時から 

 

３ 開催場所  水戸芸術館 会議場 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

金利昭，平田輝満，三国成子，山口美知子，川崎辰男，大野光一， 

大金和夫，澤畠政志，澤畑保男，横田富士雄，井野功一，渡辺修宏 

(2) 執行機関 

成田幸人，坪井正幸，池田浩一，小川邦明，大森幹司，木村勤，弓野憲一，鯉渕覚，

根本隆弘，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 小林成基，櫻場誠二，渡辺三代子，大山登志彦，橋本義彦，薗部修， 

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（案）について（公開） 

(2) その他 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）   １ 人 

 

８ 会議資料の名称 

 ・水戸市自転車利用環境整備計画（案） 

 ・資料①「水戸市自転車利用環境整備計画（素案）」に対する意見への対応について 

 ・資料② 意見公募手続実施結果 
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９ 発言の内容 

執行機関 

本日はお忙しい中，御出席を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５回水戸市自転車利用環境整備審議会を開催いたします。 

はじめに，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。

私，水戸市役所交通政策課長の須藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔執行機関自己紹介〕 

 

執行機関 

 また，計画策定の委託事業者であります株式会社オリエンタルコンサルタンツの方に

も４名御出席いただいております。 

 それでは，本日の議事に入りますが，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 

 では，会議を進行させていただきます。はじめに，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 

委員定数 19名中，現在出席委員 11名で，委員の半数以上が出席されておりますので，

同条例第６条第２項の規定により，本日の審議会は成立いたします。以上，御報告いた

します。 

また，本日の審議会の傍聴人は１名でございますことを御報告いたします。 

会長 

 欠席者のお名前をお願いします。 

執行機関 

 お手元の資料の委員名簿を御覧ください。  委員，  委員，  委員，  委員， 

  委員，  委員，  委員が御欠席です。 

会長 

 行政の方の御欠席は議会が開会中だからだと思いますが，これまでもいろいろ事務局

で協議をされてきていると思いますので，これで進めさせていただきます。 

 それでは，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程第３条第１項により，原則公開

となり，同第７条により，会議録を作成いたします。 

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

おきください。 

次に，同第７条の規定により，本日の審議会の議事録署名人を指名いたします。  委

員，  委員のお二方にお願いいたします。 

 それでは議事に入ります。 
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これまで何回か審議を行っておりまして，お手元に計画（案），意見公募手続の結果

についての資料がございます。議事は水戸市自転車利用環境整備計画（案）についてで，

前回は１月に開催し計画（素案）について審議していただいた後，意見公募を行ったと

いうことですので，少しその簡単な経緯を含めて御説明を事務局からお願いします。 

執行機関 

まず今後のスケジュールについて説明いたします。 

次第の裏面を御覧ください。 

本日の会議において，意見公募手続の内容及び委員意見の反映を行った計画（案）に

ついて，再度委員の皆様の御意見を頂戴し，計画（案）への反映に努めた後，今月 27

日に予定されております庁議に諮りまして，計画を決定してまいります。計画の決定後

は，５月上旬の市議会常任委員会におきまして，当計画の報告を行い，その後に計画を

公表するものです。 

 次に，意見公募手続の結果について説明いたします。 

お手元の資料①「水戸市自転車利用環境整備計画（素案）」に対する意見への対応に

ついて」を御覧ください。 

「１ 意見公募手続」としまして，実施期間は，今年の１月 23日から２月 21日まで

の 30日間にわたり意見を募集いたしました。実施方法は，市のホームページへの掲載，

市役所内，赤塚・常澄・内原の各出張所内，31 カ所の市民センター，内原中央公民館

の合計 38 カ所におきまして，資料の閲覧及び希望者には資料の貸し出しを行うことに

より実施いたしました。 

提出意見は，８名の方から 26件ございまして，意見の内訳といたしましては，「施策

に関すること」が 18 件と最も多く，その他，現状分析等について御意見をいただいて

おります。 

いただきました御意見の概要及び市の対応方針につきましては，資料②に一覧として

まとめておりますので，後ほど御参照いただくことといたしまして，この場では，いた

だきました御意見をもとに，計画（素案）を修正したものにつきまして説明いたします。 

また，平成 29 年１月６日に開催いたしました審議会以降，委員からいただいた御意

見のうち，意見公募手続前に計画（素案）に反映できなかったものについて，今回新た

に説明いたします。資料の事前送付後にも委員から御意見をいただきましたので，事前

送付した資料からも変更がございます。 

それでは，資料①の２ページをお開きいただき，「(5) 提出意見への対応」を御覧く

ださい。表に「意見概要」，素案の「修正箇所」，「修正案」を記載しております。それ

ぞれ説明いたします。 

まず，意見 NO.25 は，「素案の３ページに記載されている自転車の利用状況の記載方

法について，グラフによる表示のほうが見やすいのではないか」という御意見です。こ

の御意見に対しましては，資料①の２ページから３ページに記載のとおり，どの年代の

割合が多いのか一目で分かるように，グラフ表記に改めました。 

次に，資料①の３ページを御覧ください。 
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意見 NO.１は，「幹線市道 39号線の事故分析において，車道を順走している自転車の

事故件数が少ないのは，そもそも，車道を通行している自転車が少ないからではないか」

という御意見です。この御意見に対しましては，平成 28 年度の調査では，本路線を通

行する約９割の自転車が歩道を通行しており，事故件数だけでは安全性を比較できない

ため，事故形態を個別に分析したものであることを注釈で記載しました。 

意見 NO.12は，「『施策⑥ イベント開催時における自転車利用のＰＲ』は，参加者が

自家用車で来場するイベントで実施するほうが有効ではないか」との御意見です。この

御意見に関しましては，自動車での来場者が多いスポーツイベントなどで，自転車利用

のＰＲを行い，自動車から自転車への転換を図るとの記載に改めました。 

資料①の４ページを御覧ください。 

意見 NO.17は，「『施策⑪ 駐輪環境の整備』は，官民一体となって駐輪環境を整備す

ることが重要ではないか」という御意見で，この施策の実施主体を「市，各施設設置・

管理者ほか」に改めました。 

ここまでが，意見公募手続でいただいた御意見のうち，計画（素案）に反映した箇所

です。 

次に，平成 29 年１月６日開催の審議会以降に委員からいただいた意見のうち，計画

（素案）に反映することができなかった意見について，修正を行いました。先ほども申

し上げたとおり，事前送付資料から，意見が追加されております。 

一つ目の意見は，「自転車施策を行う背景には，歩道上での自転車と歩行者の事故だ

けでなく，歩道を通行する自転車が，交差点で自動車と出会い頭の事故に遭っている状

況が続いていることも挙げられる」という内容であり，「１ 計画策定の背景」の本文

に，「交差点における自動車との出会い頭の事故が絶えないだけでなく」という記載を

追加しました。 

資料①の５ページを御覧ください。「自動車運転者による自転車への配慮についての

記載を行うべきである」との御意見に対しましては，２箇所訂正箇所がございます。 

まず，「２ 計画策定の目的」において，わかりやすい路面表示を行うなど，環境整

備を進めることで，自動車運転者の意識改革を図ることを記載しました。 

二つ目の変更点は，「基本方針１ 自転車に乗ってみたくなる『意識づくり』」におい

て，自動車運転者が自転車の存在を認識し，尊重するとともに，自転車の通行に関する

ルール・マナーを正しく理解し，実践する必要があると記載を改めました。 

資料①の６ページを御覧ください。 

「第１章の自転車利用に関するアンケート結果のうち，『自転車利用者に関する交通

ルール遵守の状況』において，交通ルールを遵守するために行う活動を記載する必要が

ある」との御意見につきましては，「交通ルールを守らない理由として，『知らなかった』

よりも，その危険性を理解していない回答が多く，交通ルールを遵守することの意味を

伝える教育・啓発活動が必要と考えられる」と記載を改めます。 

二つ目は，「幹線市道 39号線の事故分析結果は全国的にも同じ傾向なのか」という御

意見です。この御意見に対しましては，修正案のとおり，「本事例は，国土技術政策総
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合研究所や全国各都市の事故形態の分析結果と同様の傾向を示しています」との記載を

追加しました。 

三つ目は，「計画の『４ 自転車利用環境の整備状況』の項目をわかりやすく並び替

えるべきである」との御意見です。この御意見に対しまして，修正案のとおり項目の順

番を並び替え，それに伴い，「７ 課題の整理と対応方針」の記載を変更いたしました。 

資料①の７ページを御覧ください。 

一つ目は，「国道 50号バイパスの整備事例は，双方向の自転車道であり，現行のガイ

ドラインの基本的な考え方ではないので，記載方法を注意すべき」との御意見に対して

は，「ガイドラインは自転車道の一方通行を基本としていることを記載しました。 

二つ目は，「『③ その他の整備路線の事例』は，現行のガイドラインに適合していな

いので記載方法を注意すべき」との意見で，修正案のとおり，今後整備する路線につい

ては，現行のガイドラインに基づくことが必要である」との記載を追加しました。 

三つ目は，「『５ 自転車利用のルール・マナー周知の取組状況』における，市や県警

で行っている交通安全教育について，課題につながらないのではないか」との御意見で

す。この御意見に対しましては，「本市の自転車事故件数が減少しているのは，このよ

うな取組を継続していることも要因の一つと考えられ，自転車のさらなる安全利用に向

け，安全教育の充実を図る必要があります」との一文を追加しました。 

 資料①の８ページを御覧ください。 

一つ目は，「『３ 計画目標の設定』において，自転車利用者の交通ルール・マナーに

関する目標値を定めるべき」との御意見です。この御意見に対しましては，車道の右側

を通行する自転車通行量を０台にすることと，車道の左側を通行する自転車の割合を

90パーセントとする目標を新たに設定しました。 

二つ目は，「施策に，条例の制定及び担い手づくりの検討について記載すべきである」

との御意見です。この御意見に対しましては，「施策① 自転車利用者への安全教育の

充実」に，自転車の安全利用を促進するための条例の制定や，新たな担い手づくりにつ

いて検討する」との記載を追加しました。 

資料①の９ページを御覧ください。 

一つ目は，「『施策⑨ 道路事情に応じた自転車通行空間の整備』において，自動車の

スピード抑制策のほかに流入量の減少策についても記載すべき」との御意見ですが，御

指摘のとおり，「自動車の流入量を抑制する施策について記載」しました。 

二つ目は，「文章が分かりにくい」との御意見であり，修正案の下線のとおり分かり

やすく記載しました。 

三つ目の意見は，「自転車歩行者道内に自転車通行空間を整備することを推進する表

現は改めるべき」との御意見です。この御意見に対しましては，資料①の 10 ページの

とおり，自転車歩行者道（自歩道）の記載を削除し，車道内に自転車通行空間を確保す

ることを原則とし，自転車と歩行者の通行空間を分離する旨記載を改めております。 

 資料①の 11ページを御覧ください。 

 一つ目は，「生活道路に設置する矢羽根，ピクトグラムは設置位置に配慮することを
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記載すべき」との御意見です。この御意見に対しましては，修正案のとおり，「住宅や

店舗の出入口など，沿道の状況に応じて適切な設置をするものとします」と記載を改め

ました。 

 二つ目は，「最終年度だけでなく，中間年度においてもアウトカム指標に基づく検証

を行うべきである」との御意見です。この御意見に対しましては，アウトカム指標の達

成に向けた施策の実施状況を検証するなど，計画の中間見直しを行う旨の記載に改めま

した。 

以上が，意見公募手続及び委員意見を踏まえての素案に対する対応の説明になります。 

会長 

そうしますと，今お手元にある資料は事前配布されておりますし，その前に１月の素

案の段階で一度見ていただいていますので，まず，意見公募手続に関して，質疑応答を

したいと思います。 

まず，意見公募手続の人数と意見です。提出者が８人，提出意見数が 26 件で，だい

たい私が水戸市に関わって意見公募手続を行ったときはこんなものかと思いますが，人

数や意見について，事務局として特に問題はないですね。だいたい提出者数や意見数は

こういう感じかなと思いますし，意見もかなりいい意見をいただいていると思います。 

 私から意見を述べさせていただきますと，資料①の２ページで，わかりやすい記載を

したということですが，本編を見ても，ちらちらして少し図がうるさいと思います。中

身の数字を入れるにしても，小数点はいらないだろうし，パーセント表示はしなくても

よいかと思います。 

 それから，資料①，３ページの意見 No.１です。意見を提出された方は比率で分析し

たほうがいいということで，理屈としてはまったくそのとおりなのですが，車道を走る

自転車の交通量自体が少ないということで事務局もこういう対応になったのだろうと

思います。後に記載のある国交省や警察でしている分析などに，交差点での事故が多い

ということはずっと出ているので，その辺を記載することで対応しているのであろうと

思います。 

 それから，資料①，10 ページの図です。以前は，やむを得ない場合は歩道の中に通

行帯を設けるという自歩道のような書き方をしていたのですが，ガイドラインにおいて

自歩道はもう作らないとされていますし，そのような書き方をしていると，歩道を通行

することが正当化されてしまうということを  委員から強く指摘されまして，このよ

うな形の自歩道はもう作らない，自歩道につながるようなまぎらわしい表現はしないと

いうことで，このように訂正されたということですね。 

 それから資料①の 11 ページです。結局，中間年度でアウトカム指標を出していくと

いうことでいいでしょうか。ちょっと言葉だけでよくわからないけれども，中間年度で

も，アウトカム指標でみるということでいいですね。 

事務局 

 はい。 
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会長 

 ざっと気が付いたことを補足しましたが，何か御意見，御質問がありましたらお願い

します。 

  委員 

 資料①，８ページの幹線市道 39 号線における自転車の通行状況の目標値についてで

すが，この 90 パーセントという数値が気になりました。ここには歩道があって，小学

生以下の子どもと 70 歳以上の高齢者は，歩道を通ってもいいのですが，一応車道左側

通行ということは 100 パーセントを目標値にしたほうがいいのではないかと思います。

どうして 10 パーセントを減らさないといけないのでしょうか。当然，道路交通法を守

ることを考えると，10 パーセントの人は目をつぶるというのはおかしいのではないか

と私は思います。 

会長 

 事務局としては，このまま 90パーセントとしますか，100パーセントとしますか。 

執行機関 

 御意見ありがとうございます。目標値の設定方法の考え方を資料①の８ページの下の

ほうに書いておりまして，すでに整備しております市道千波２号線におきまして，高校

生の９割が車道の左側を通行するようになったという実績をもって，目標値を 90 パー

セントにしました。 

また，幹線市道 39 号線はこれから整備する路線になっておりますが，自転車歩道通

行可の交通規制を残したまま整備するという考え方があることから，10 パーセントく

らいは歩道上を走る自転車が残るのではないかということで，100パーセントとせず 90

パーセントとしました。 

ただ，御意見のとおり，目指すべきところは 100パーセントではないかというところ

を踏まえて，訂正の余地はあると思いますので，委員の皆様の御意見をいただければと

思います。 

会長 

   委員，どうしますか。強く 100パーセントを主張しますか。 

  委員 

 内閣府の中央交通安全対策会議に出席したときもそうだったのですが，目標値を下げ

るとどうしても目標に向かわないから，たとえ理想であっても目標を下げる意味はない

ので，私は 100パーセントにしておいてもいいのではないかと思います。高校生がルー

ルを守れるのに 90パーセントとするのは，ちょっとおかしいと思います。目標値は 100

パーセントでいいと思いますが。皆さんの御意見に従います。 

会長 

 市で，このような目標値は他の計画の場合でもあると思うのですが，こういう場合，

完全な努力目標で 100パーセントとするのか，どうしても想定どおりにいかない人たち

は両方向で 10 パーセントずつぐらいいて，そういう方や子どもや高齢者も歩道を走る

だろうということも考えて 90 パーセントとする場合が多いのか，そのあたりの考え方
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はありますか。 

執行機関 

 目標値の設定の仕方について，統一した考え方はないと思います。それぞれの計画に

よって内容が違うということもあると思いますので，そういったところの基準は特段な

いと思います。 

会長 

   委員，どうしますか。 

  委員 

 私は，完全に  委員の御意見をサポートする派です。というのも，「右側通行する

自転車通行量」は０台としておきながら，下の「左側通行する自転車の割合」だけ 10

パーセントはいいという，整合がとれていないのは私のセンスにも合わないです。 

先程の事務局からの御説明にあったように，自歩道が残っているというのも少し気に

なっているという理解でいいでしょうか。そうすると，審議会の意見としてはあの自歩

道を外すということが大前提だと思っています。今は時期尚早で急には外せないという

ことから，短期的には仕方がないと思います。 

「自歩道でありかつ車道へ誘導するピクトグラムを引き」というダブルスタンダード

が残っていること自体が，危険性を誘発するもとになりますので，どう考えても自歩道

を外すべき場所ですよね。幹線市道 39 号線は市道千波２号線の社会実験の後に整備す

るので，そこは本筋を通したやり方を短期・中期的にでも目指すべきですし，目標とし

て 10 パーセントは守らなくてもいいというような意思表示は，絶対にやめたほうがい

いと私は思います。 

会長 

 これが計画書に記載されて，市民の皆さんが見ることを考えると，ここが 90 パーセ

ントとなってくると，「10パーセントはいい，許される場合がある」と見られてしまう

ということは，確かにあるだろうと思いますので，私自身は 100パーセント完全に達成

できるとは思わないが，基本計画として市民の皆さんが見るメッセージという意味でい

うと，ここは 100パーセントにしておくのがいいのではないかと思います。 

皆様はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  委員 

 私も，目標としては 100 パーセントであるべきだと思います。ただ，実際のところ，

幹線市道 39 号線というのは道路を横断するところが非常に少ない。信号が少ないこと

から，逆に水戸市民側からは，ここにおける自転車の車道左側通行を 100パーセントに

しようというのが公表されたときに，それは困る，実際あまりにもめんどうであるとい

うことが考えられます。右側へ少し行くと，向こう側へ横断するところがあるのに，遠

回りをするのかということです。もっと信号等，渡るところを整備できないかなという

現実的な意見というか，100パーセントは無理だろうと思う沿線の人がいると思います。

それに対して，水戸市として，私は信号を増やしてほしいと思っているのですが，そこ

まで踏み込んで考えることができるかどうかだと思います。矢羽根をつけるとか，自歩
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道の指定を解除して 100パーセントというのは，あまりにも現実にそぐわない。目標は

100パーセントでいいと思うのですが，一言二言，それに向けてさらなる努力が必要で

はないかというのが私の意見です。 

会長 

 今おっしゃったのは，歩道上での双方向通行についてですよね。車道上だと一方通行

なので，そのときにそれを完全に守っていると遠回りになります。 

  委員 

歩道を通りたいという人が少なからずいるはずです。 

会長 

現実的にいます。その場合はどう対応しようかというのも難しいところがあるのです

が，きちっと歩道は押し歩きさせるとか，歩道は原則に従わないといけない。それはま

あいいだろうというようなことをしていると，結局，なし崩しになってしまうので，歩

道は押し歩きをさせたほうがいいです。順次，交差点や渡るところをなんとかするとい

うこともありますけれども。 

  委員 

 ルールを守らせることは大前提ですけれども，守りやすい環境整備も同時に考えてい

かないといけないと思います。 

会長 

 そうですね。今の御意見はごもっともだと思いますし，それは国でも話題になってい

るところです。また前提となるハード整備はきちんとやっていくということで，審議会

としては，ここの目標値は 100パーセントとしていきたいということでお願いします。 

執行機関 

 今取りまとめていただきました意見を反映させるために，数値の表記方法について改

めて検討させていただきます。指標を二つ設けていて，一つが「車道の右側を通行する

自転車通行量」。これは交通違反の状態で，現況で 59台であるところを０台にするとい

う形にしています。一方，「車道の左側を通行する自転車の割合」で，現状で 15パーセ

ントであるところ，100パーセントを目標にするという考え方を取った場合，右側通行

だけ台数の表記になっていて，左側通行は率の表示になっているので，単純に割ると

59台となっているところは比率でいうと 16パーセントになります。それを目標値とし

て０パーセントにし，指標の整合性を取る形で検討させていただきたいと思います。 

会長 

 よろしくお願いします。ほかにいかがでしょうか。 

執行機関 

 「右側を通行する自転車通行量」と「左側を通行する自転車の割合」をあえて書く必

要があるのか，また，「車道を左側通行する自転車の割合」を 100 パーセントとすると

いう目標だけで足りるのではないかなどの御意見があろうかと思いますので，会議終了

後，整理させていただきたいと思います。 
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会長 

 そうしましたら，意見公募手続の結果もありますけれども，全体を通してお手元にあ

る計画（案）が最新版です。全体を通して，私がざっと見たところ，序章も文章として

かなりよくなったと思います。先程申し上げましたとおり，計画（案）の５・６ページ

の図がうるさいなど，細かく見ていくとまだこれはまずいと気が付くところがあるので，

今の段階で，全体を通して御意見をいただければと思います。 

  委員 

 先程のパブリックコメントの回答に戻るのですが，資料①，３ページの意見 No.１と

資料②，８ページの 26番，どちらも同じ箇所について，計画（案）の 14・15ページの

幹線市道 39号線で発生した事故分析事例についてです。 

資料①，３ページの意見 No.１でいただいた意見は，もともと水戸の幹線市道 39 号

線において，平成 24・25 年の２か年で実際に起きた自転車事故の事例を分析していた

だいた結果です。以前は，歩道を走っていると危ない，逆走すると危ないというコメン

トだけでしたが，そもそも自転車は歩道ばかりを走っていて，車道を走っている自転車

は少ないから，歩道通行での事故が増えるのは当たり前だという御意見です。 

通常，事故を分析するとき，その危険性は事故数を交通量で割った事故率でみないと

正確には安全性は見られないので，ここは確かに御意見のとおりで，それを書くのはい

いと思います。 

また，資料②，８ページの 26 番について，事故発生箇所を明示してくれという意見

に対して，事故当事者を特定することにつながる可能性があるので明示を控えたという

回答についても，本当にこれは出せないのか。この２点についてコメントさせていただ

きます。 

一つ目，交通量を考慮していないのではないかという点は，修正版である計画（案）

14・15 ページを見ても，私としてはよくわからない説明がついています。計画（案）

15 ページ，図 1-19 の下にある「平成 28 年度の調査では，本線を通行する約９割の自

転車が歩道を通行しており，事故件数だけでは安全性を比較できないため，事故形態を

個別に分析したものです。」という文の意味がいまだによくわかりません。皆さんこの

意図はわかりますか。私にはよくわからないのですが。 

先程申し上げたとおり，「交通量を考慮した事故率で見ないと正確な安全性は見られ

ないけれども」というような文を，本文中に入れるべきだと思います。車道を順走して

いる場合の事故は，左折巻き込みの１件を除いて０件で，この０件が重いと思います。

車道の逆走，順走を比較した場合に，交通量はわかりませんが，順走のほうが多いとす

ると，それより交通量の少ない逆走の事故件数のほうが多いということから，逆走自体

が危ないとコメントすべきだと思います。それから，今回追加してもらったとおり，国

とか他の事故形態の傾向と同様の傾向を示していますと，総合的に書いた上で，自転車

は車道の左側を通行すべきだというように，もう少しこなれた文章を書けるのではない

かという印象をもちました。その中に，交通量を考慮しないと正確には言えないという

注釈をつけながらも，そういうコメントは一定程度できると思います。 



11 

 

より重要なことは，所詮２か年の事故データの分析しかしていないので，以前からリ

クエストしているとおり，ローカルで事故要因が違うと思いますので，今後も事故デー

タの分析はしていくべきだと思います。正確にはわからないという事実と，正確にやる

ためには，水戸市においても，事故分析を他市の事例を参考に続けていきますという宣

言を，私としては書いていただきたいと思います。 

 最後に，事故当事者を特定することにつながるから事故箇所を明示しないというとこ

ろは，少なくとも，警視庁ではかなり具体的な交差点のものをウェブで公開しています

し，日時，当事者の年齢，性別，事故形態が示されたマップがずいぶん前から出ていま

す。何よりも，平成 27 年１月に開催した当審議会の資料で，すでにどこで事故が起き

ているのかというマップが出ていますので，それを出しておきながらここで出せません

というのは非常に矛盾を感じます。 

会長 

 今のお話は，どうしようかという話ではなくて分析のことなので，出せるものは正確

に出していくという話ですね。ここは，  委員も交えて，一緒に後で見直していくと

いうことでお願いします。 

  委員 

 警察庁の通達で，住所は出してもよいことになっています。事故箇所についても，出

してはダメではないので，それは出せると思います。 

金沢市で平成 20年から平成 27年の事故データを全部比較し，小学校区別に色分けし

ましたら，自転車通行指導帯を作って自転車が車道の左側通行を守るようになった場所

は非常に事故が減っていまして，まちの中では 21 件減ったというデータが出ています

から，そういったものを後で分析するためにも必要です。もう一つ大事なのは，こうい

うところでこういう事故が起きているという場所がわかることによって，そこを通行す

る人は注意するようになるので，事故を減らしたければこういう事故データは出すべき

だと思います。 

  委員 

 計画（案）の 14・15 ページで，もう一つ重要なメッセージだと思うのは，単路部で

車道を自転車が走っていて，自動車に引っ掛けられるという事故が少ないという事実が

重要なのではないかと思います。よく歩道から車道に出たときに，こんなところは自動

車が走っていて引っ掛けられたら危ないじゃないかと言われるのですが，全国的に見て

そういう事例がなくはないですが，非常に率は低いです。 

水戸市で見ても，サンプルが少ないからデータの点検からと言われるとおしまいなの

ですが，少なくとも自動車に引っ掛けられて事故を起こすことを心配される市民の方は

一定数いるので，そういうことはないということも，事故データがないので積極的にで

はありませんが，言ってもいいのではないかと思います。いずれにしても，継続的な事

故データの分析は必要だと思います。 

会長 

 事故のところで非常に難しいのは，頻度の少ないデータでの分析は，我々研究者がや
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るときにも難しいことがあるので，どういう表記にするかは少し考えさせていただいて，

事務局と一緒に検討させていただきます。 

 いずれにしろ，事故が起こった，起こらないということは事実と分析でできる話です

ので，その辺，できるところはやるということでよろしいかと思います。 

 私からは，先程の狭い道路についてです。計画（案）64ページの図 4-13や計画（案）

77ページの図 4-27，計画（案）78ページの図 4-28などです。 

計画（案）78ページの図 4-28ですと，歩道がない非常に狭い道路だけれども，路側

帯を使って，歩行者の通行帯をなんとか確保しましょうと，側溝 0.5メートルを含めて

やっと 1.0メートルくらいのところをなんとか確保しましょうと言いながら，車道のほ

うにはセンターラインがある。計画（案）64ページの図 4-13には中央線とある。狭い

道路のときには，センターラインを取ってしまうというのが，普通の生活道路の整備方

法だろうと思います。 

ドライバーからすると，センターラインを含めて両側の白線がないと走りにくいとい

うことはありますが，一方で，白線があると堂々と自動車が走ってしまうということが

あって，生活道路ではセンターラインをまず消してしまって，むしろ自動車はゆっくり

注意して走りなさいという話にだんだんなってきています。なので，生活道路で歩道が

少ないときには，歩道を最低でも 1.0メートルは確保して，歩けるようにして，自動車

はゆっくり走ってもらうようにするのが，これからの方向だろうということで，センタ

ーラインは消していただきたいと思います。 

  委員 

 確認ですが，計画（案）78 ページの図 4-28 で路側帯にある赤いものはなんですか。

マークですか。人間が歩いているのを上から見た場面ですか。 

私は今，加賀市の自転車に関わっていまして，生活道路について加賀市でやっている

のは，歩道があれば，そこが歩行者の通るところとわかるのですが，歩道がない生活道

路はたくさんの高校生が自転車で通学して，人が歩いていても，人を無視して自分たち

が自動車を避けるために接近して，歩行者が危ない思いをしている場面があります。 

人が少なくても，人が歩いたりするような生活道路は，自転車に人をあえて意識させ

るために人のマークを入れるようにしました。金沢市もそうしました。狭い道路ではゴ

ミ出しに行って自転車に引っ掛けられたとか，お年寄りは耳が不自由になっているので，

音が聞こえなくて自転車にぶつかったとかということもあり，自転車が配慮しなくては

いけない場所だと思うので，人のマークを入れるのはどうかと思いました。 

会長 

 計画（案）78 ページの図 4-28 は人が歩いている場面ですね。  委員の御提案は，

矢羽根とかピクトグラムとかと同じような意味で，人のマークを作ってここに打っては

どうかということですよね。そこは事務局としてどうお考えですか。 

執行機関 

 御意見ありがとうございます。計画（案）78ページの図 4-28は，修正させていただ

きます。御指摘がありました，金沢市で，路側帯に人が歩いているピクトグラムを設置
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されているという事例は，市道千波２号線の整備を検討したときに確認をさせていただ

いています。そういうピクトグラムの標準形をこれから作って，自転車通行空間を整備

していくときに表示ができるかどうかは，路線ごとに考えなくてはいけない部分がある

かと思いますので，この場で標準を決めて書くようにするとはお答えできませんけれど

も，検討させていただきたいと思います。 

会長 

 今の提案は，計画（案）65ページの図 4-14に，人のマークも作って打っていったら

どうかということです。ここで扱っているのが，自転車ネットワーク路線だといったと

きに，今の御提案は，自転車ネットワーク路線ではない通常の生活道路の歩行者の位置

ということなので，各道路管理者や警察との調整も必要かと思います。ただ，今，国や

警察関係もそうですし，子どもや通学路の安全について，朝日新聞にここ１週間か 10

日ばかり，ずっと通学路の安全特集が組まれていました。あの辺もこれからでてきます

よね。 

今のところ，自転車ネットワーク路線の話だけではないのですが，水戸市の中の生活

道路等の作り方ということで，ハンプとか狭さくという自動車のスピード抑制策とあわ

せて，少し前向きに検討していただくということが可能ならば，お願いしたいと思いま

す。 

  委員 

 全体的な話ですが，計画（案）88 ページに，自転車安全利用五則が載っています。

広報みとの９ページにも載っています。「自転車は車道が原則。歩道は例外」というこ

とで，子どもや高齢者が運転する場合は歩道通行が認められておりますが，道路管理者

の中には，小さい子どもや高齢者をすべて車道に移すのは弱者に対してよくないのでは

ないかという考え方を持っている人が多々おります。そういうことを考えたときに，冒

頭や前提のところで，弱者は除外という自転車安全利用五則を頭に入れてもらうのがい

いと思います。でないと，これでは全部の自転車を車道に移せという感じに見えてしま

い，そのような考え方の人が出てきてしまうので，できれば改善していただければと思

います。認識を持たせないと，なかなか進まないのではないかというところです。 

 それから，先程からお話にある，人のピクトグラムについて，計画（案）の 65 ペー

ジにある市道千波２号線について，私もよく利用していますが，ほとんどの自転車はこ

の矢羽根に沿って通行しています。ただ，問題なのが，歩行者がそのまま左側通行して

います。歩行者は右側通行のはずですけれども，矢羽根に沿ってそのまま左側通行して

いるのが現状です。 

会長 

 はじめに話があった交通弱者については，確かに市民の人が読んだときに，自分の子

どもも高齢者も全部車道通行なのかと思い，最初から拒絶反応を起こす可能性があると

いうことですよね。なので，どこか初めのほうに提示しておいたほうがいいということ

ですね。私もそう思います。 

  委員 
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 先程の幹線市道 39 号線もそうですが，100 パーセントと言ったのは，自転車安全利

用五則が私の中でちゃんとあっての話で，子どもや高齢者まで車道に出すべきとは思っ

ていないので，たぶん市民の方はそこまで細かくわからないと思うから，市民が理解す

るためにも，その箇所その箇所に文言として入れておいてもいいのではないかと思いま

す。私たちのベースには弱者保護の考え方がちゃんとありますということを入れないと，

目標値の 100パーセントも反感を買うようになります。私たちではなく，市民がわかる

ために，できるだけ丁寧にそういうものは入れていったほうがいいと思います。 

会長 

 そうすると，少し前のほうで，皆さんが最初に読むところに，今の弱者の視点を入れ

るとか。弱者に必ずしも車道を通れと言っているのではないと，注意書きでも打ってい

くのがよろしいということですね。それでは，事務局はそのようにお願いします。 

 それから，先程の市道千波２号線ですが，路側帯の上を歩行者は歩いてもらうという

ところがあって，朝夕の自転車の流れが逆なので，正直に道路の右側を歩きましょうと

していると，自転車と真っ向からぶつかる場合があるので，これは当初からそれを見込

んで自然の流れに任せているところがありますので，それを崩すと解決策がないので，

御理解いただきたいと思います。 

 他にお気づきの点ありましたらお願いします。 

  委員 

 先程の子どもと高齢者は歩道通行でいいということに私も賛成なのですが，子どもは

13 歳未満ですよね。ということは，体が結構大きい。高齢者も同じですが，歩道を走

っていれば安全だと思わせない工夫も必要です。事故のメカニズムを示していただいた

ことを利用しながら，歩道を逆走していると自動車から死角になって見えづらく，事故

になりやすいと。車道側を徐行していることが原則ですが，それをしていたら安全とい

うわけではなく，歩道を走るときは最大限注意して走ってくださいというメッセージを，

同時にやるべきだと思います。自分の子どもを見ていても，７歳から８歳になるとスピ

ードを出して自転車に乗りますから，あれは危ないですし，その指導をどうするか，私

も考えなければいけないと思います。 

  委員 

 大事なことで，歩道が安全だと思っているのは，自転車で走っている人だけで，私の

母は，歩道を自転車で走っていて，高校生が前から集団でやってきたとき，高校生を避

けるために立ち木に指を突っ込んで骨折してしまいました。そのときに高校生たちは，

そういうお年寄りは耳が遠くて危険なことを理解していないし，ましてや小学生でも結

構なスピードで走りますから，弱者保護ということで，歩道は目の不自由な人もいるし，

耳が遠い人，歩きにくい人といったいろんな障害を抱えている人がいるということをき

ちんと書いておかないと，今起きている事故は，自転車が歩道を何の考えもなく安心し

て走っていて，歩行者をはねてしまったという例がけっこうあるので，やはりそういう

ことをきちんと書いて知らせるべきなので，そういう事故例をここでうたっておくほう

が，歩道を通るにしても，自分たち自転車のための歩道ではないと教えるべきだと思い
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ます。 

会長 

 言っていることはよくわかるので，わかりやすく，書く場所も考えて書いてください

というのが委員から事務局へのお願いです。 

  委員 

 子どもやお年寄りが歩道を通行できるのはわかりますが，この方たちも進行方向左側

ですよね。右側の歩道でもいいということではないですよね。 

会長 

 それは決まっていないです。歩道は，今の段階では進行方向は決まっていません。た

だ，歩道も左側通行がいいのではないかという意見は常々あり，今検討中ということに

なっています。 

  委員 

 やはり進行方向左側という言葉が出てこないので，どうなのだろうと感じました。御

茶園通りは逆走している自転車が非常に多いので，進行方向左側の歩道を走ると言った

ほうがわかりやすいのではないかと思います。それについては，若年者やお年寄りにも

同じようなことは言っていかないといけません。さらに成長した場合には，車道の左側

を通行するわけですから，最初からそういう教育はしておかなければいけないのではな

いかと感じます。 

会長 

 ごもっともです。そういうことを踏まえて，箇所によっては歩道に矢印やマークを打

って，そう指導しているところも出てきています。ただ，法律上，歩道は双方向で構わ

ないと今のところなっています。 

  委員 

 もう一点，矢羽根は青色で決まりでしょうか。私は少し目が悪いので青色だと見えな

いのです。 

  委員 

 色は指定していません。 

会長 

 ただ，ガイドラインにも出ているのは青色と白マークでしたかね。 

  委員 

 私の場合，雨に濡れたときに，青色は全然見えなくなります。 

会長 

 矢羽根は自動車のヘッドライトで光るようにはなっていますが，歩行者の目線でそこ

まで考えられているかどうかはわからないですね。事務局は御存知ですか。計画（案）

65 ページにある矢羽根は青色と決まっているのか，目の悪い方とか皆さんに見えるよ

うに最大限配慮して決まったのか。 

執行機関 

 計画（案）66 ページですが，市道千波２号線での社会実験の結果を踏まえまして，



16 

 

自動車からの視認性を高める路面表示として，図 4-16 で示している青地で右肩に白の

色彩を入れた矢羽根で今後作業していきたい，これを標準としていきたいと示している

ところです。 

会長 

 ガイドラインでも青色を使ってはいますし，他の色は，すぐに決められる色がないの

ではないかと思います。今，委員の言われた指摘は挙がってきているかもしれないので，

そうだとすると検討している可能性もあるだろうと思います。今まで，雨の日が見えに

くいということで，舗装材を工夫して見えるようにしたり，白いマークを打ったり，か

なり改良はされてきているので，その辺は意見として注視していただきたいと思います。 

  委員 

 青色の矢羽根については各地で使用していて，東京都の三軒茶屋などで整備している

のですが，青色にもいろいろな段階があって，高速道路が上にあって暗いところでは，

明度の高い青にするとか，皆さんでどんな明度の青色にするか決めていったほうがいい

と思います。 

会長 

 その辺は，路面舗装のメーカーが，かなりいろんなものを作っていたりします。単に

青色だからいいというのではなく，色自体を選定するときに注意していただくのがいい

でしょう。メーカーで，かなりいろいろな色や材質があると思います。それらに気を付

けて選定していただくことにしましょう。 

 今，様々な意見をいただきました。月末に庁議を開催するということですが，細かい

文言の訂正に関しては，添削した冊子ごと事務局へお渡しいただければありがたいです。

今，大きいところでお気づきのところがありましたら，再度御指摘いただきたいと思い

ますが，もしこれでよろしいようでしたら，細部は私と平田先生を含めて調整させてい

ただいて，計画案に反映させていくということで進めたいと思いますが，よろしいでし

ょうか。 

〔異議なし〕 

会長 

では，そのようにさせていただきたいと思います。 

 それでは，お手元の計画案で，先程いろいろ御意見をいただいて，まだ付け足すとこ

ろもありますが，概ね了承されたということで，次は答申について御意見をいただきた

いと思います。 

 この会議は，平成 26年９月１日に市長から，「自転車利用環境整備計画について」と

いうことで諮問を受け，９回ほど審議会を開催してきたところです。その中で，委員の

皆様から多くの意見をいただいたところであり，皆さんの意見を反映して作成したこの

計画（案）をもって，答申とさせていただきたいと思います。 

 さらに，市長への答申のときによくあるのが，市長に対して特に申し上げたいところ

は，附帯意見として提出することができるので，何かございましたら，ここで御意見を

いただければと思います。 
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市長への答申としまして，計画（案）を手渡します。それだけで終わっても問題ない

のですが，中身に直接関係しないことで附帯意見をつけることも答申ではよくあること

です。場合によっては，かなりたくさんの文章を書いてある附帯意見もありますし，な

い場合もあります。 

ちなみに，私自身の意見がありますので，見ていただけますか。会議の前にさっと作

ったものなので，文章は後ほど附帯意見らしくさせていただきます。 

まず，私として市長に申し上げたいと思っているのは，１点目，自転車活用推進法が

できたということで，これから夏にかけて，国，県が実際に自転車活用推進計画を作っ

てくると思います。これとどう連動していくかが大事になってくるので，その状況に留

意して下さいというのが１点目です。 

 ２点目は，計画案の中では触れていますが，ぜひ自転車条例の創設に向けてがんばっ

ていただきたいということです。計画（案）の中では，自転車条例に関して検討すると

なっていて，制定すると言い切っていません。条例は他の政策との中で作っていくもの

だと思うので，庁内や市長の考えがどうなのかといったところでもあるので，検討して

いただくと計画案にはなっていますが，ぜひ自転車条例を作っていただきたいと附帯意

見には書いています。全国でも 70から 80の自治体が条例を制定しており，相当増えて

きています。水戸市では環境条例などいろんな条例がありますが，他市においては，公

共交通や歩行者についてなど，交通に関わる条例を作っているところが結構あります。

条例になりますと，無視できないというか，条例としての重みがありますので，制定の

方向に進んでいただきたいということです。 

 ３点目に書いてあるのは，自動車依存はそろそろやめてくださいということを強く申

し上げたいと思っております。 

 ４点目は，人材育成というか担当者についてです。今，事務局でいろいろ御苦労いた

だいておりますが，私が心配なのは３年間担当としてやっていただいた事務局の方が交

代して，全く別の方がやってきて一からやり直しということが非常に多くて，それがな

んとかならないかと。これはどの自治体でもそうです。かなり先頭を切っている自治体

は，６から７年間ずっと専門でやって，かなり仕上がってから他部署へ移っていくよう

になっています。せっかく今の事務局に勉強していただいて，計画（案）を作ったのに，

ぱっと代わられてまたゼロからというのもなんだか大丈夫かなと思います。 

さらに，今日関係部局の方がたくさんいらっしゃっていますが，自転車の政策は建設

部から学校関係や，たくさんの関係者が関わります。その中で，自転車のことをわかっ

ていただける方と一緒に施策を行っていただきたいし，ガイドラインはどんどん進歩し

ますので，現場視察も含めて，先行の事例を調べて見ていただきたいということもあり

ますので，人材育成を特にお願いしようかと思っています。 

 こういったことを書いているのですが，こういうことも意見としてつけたほうがいい

のではないかというのがあれば，御意見をいただきたいと思います。 

  委員 

 私も市民目線で道路に関わったときに，はじめは，国，県，市のいろんな役所巡りで
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とても大変でした。まして，自動車のために道路が整備されてきたところに，自転車を

移すことはいろいろな困難があります。市道を整備したけれどもその先が県道だった場

合，ここまでは自転車通行空間を整備したのにここから先がない，市民にしたらどうし

て整備していないのかとなるわけです。行政もそれぞれ自分たちが策定した計画がある

ので，時間差があったり，やらないと決めたりする場合もあるので，使っている市民か

らすると本当に困るのです。 

それで，金沢市では自転車ネットワーク協議会を作って，学識経験者を入れ，国，県，

市の道路管理者と警察で会議を開催しています。この協議会は，課長級が動かしていま

す。香川県では知事などを入れた偉い人たちでやったのですが，１回で終わってしまっ

て協議会が続かなかったそうです。 

だから，実務者レベルで常に情報交換をしたり，勉強する場を作って，同じピクトグ

ラムを使用することについても，ネットワーク協議会ができているとその地域版のガイ

ドラインで細かいサイズも決められます。そういうことをしていかないと，これからネ

ットワーク路線を整備する度に一つ一つの道路について協議していると，記録も残って

いないので，人は変わっている，記録は残っていないとなると，常に一から始めなきゃ

いけないし，警察との協議も苦労すると思うので，ネットワーク協議会を作ったらいい

のではないかと答申していただきたいと思います。 

会長 

 国，県，市，県警と市民を含めてネットワーク協議会ができればいいですね。その際

は，ぜひ応援団を作っていただきたいです。その辺も，附帯意見に入れるようにしたい

と思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

  委員 

 偕楽園公園内の園路は，歩行者と自転車が共存するのは危ないから，自転車ネットワ

ーク路線にすることは見送るということですが，個人的には，水戸のまちづくりを考え

たときに偕楽園公園の広さをうまく使っていかないと何の意味もないです。机上で議論

していても，実際道路を整備するのは何年先かわからないですが，公園整備はトップが

判断できれば自転車道と歩行者の歩く園路とが整備されるだろうし，整備する余地が残

っているこの公園をうまく活用すべきだと思っています。この件に関しては，なかなか

取り上げてもらえないので，非常に残念な思いをしています。 

会長 

   委員さんは過去２回くらいこだわり続けておっしゃっていますね。今のところは

私からお答えさせていただくと，取り上げないのではなく，整備の方法を検討するとい

う段階になっているということです。優先整備路線としてここにあげるのではなくて，

整備方式を検討するという段階になっている。事務局そうですよね，園路に関して。 

執行機関 

 具体的に記載はないところですけれども，今の御意見に関しては資料②，7ページの

20 番の御意見の対応部分ですが，考え方を御説明させていただきまして，今回の７年
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間の計画の中では公園園路の活用を見送ったと述べさせていただいております。 

会長 

 計画（案）73 ページで，千波湖園路とか桜川の堤防，いわゆるサイクリングロード

の指定があるようなところは，Ｂ路線として整備手法を検討する路線としては入ってい

ますけれども，Ａ路線ではないということですよね。 

執行機関 

 計画（案）73 ページの図の真ん中に偕楽園という表示があって，それを囲んでいる

のが千波湖園路となっていまして，ここに関しては整備手法を検討する路線として位置

付けていますが，  委員のおっしゃっているのは，千波湖より西側の偕楽園公園を上

手に活用して，道路だけではなく園路とのネットワークを考えたらどうかという御意見

だと思いますので，この計画では具体的に位置付けないということです。 

  委員 

   委員の御意見に個人的に賛同するところがありまして，今日は公園緑地課の方は

いらしていないと思いますが，水戸市は同じ時期にいくつもこういった計画の意見公募

を行っておりまして，公園緑地課が策定を目指している計画の中に，偕楽園公園の整備

についての記載がありました。私はその意見公募手続で，偕楽園公園内を自転車が安全

に，歩行者との事故を起こさないで通れるよう整備して下さいと意見を提出しました。

なので，別途，水戸市の他の箇所でちゃんと協議していただいて，会長が附帯意見で関

係各署と書きましたように，大きく水戸市の中で取り組んでいただければと思います。

自転車利用環境整備計画では整備を見送るということですが，偕楽園公園の魅力を向上

するところから別途取り組んでいただきたいと思います。 

会長 

 ありがとうございます。私からコメントしますと，偕楽園公園を使って自転車通行空

間を整備していくこと自体がダメだと言っているのではなく，今あるような自転車と歩

行者が一緒になるようなところを作っても，危ないだけだということです。実際に，桜

川とか千波湖の園路で事故も起こっています。 

学生の論文で，３年前に偕楽園の園路で実態を調べるためにアンケートも取ったけれ

ど，かなりいろいろな意見がありました。千波湖園路は，ふつうの小さい子どもから，

散歩している人，マラソンランナー，観光客のゆっくり走っている自転車，ロードタイ

プの自転車がいます。そういった人は，皆スピードや走り方が違います。そこでかなり

危険な状況も起こっています。ですので，走り方を整理しないで，そのまま自転車が走

っていいとすると，今の自歩道と全く同じことが起こるということです。 

 今，水戸駅から市道千波２号線を通学する学生たちは，水戸駅の南口から橋を渡って

すぐに桜川の堤防をずっと行きます。あそこは，ふつう朝は歩行者が歩けません。帰り

も危なくて歩けないです。似たようなところは，園路の中でも，観光目的でぶらぶらと

急がないならばいいのですが，通勤や通学だとなると，スピードを出して目的地へ行く

人が入るので，非常に危なくなるのです。なので，その仕分けをきちんとしないで，ネ

ットワーク路線の中に入れることはやめたほうがいい。これは，結局自歩道と同じこと
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です。だから，それは整備の検討をしてからだということで，ここでは外させていただ

いたので，御理解いただきたいと思います。 

  委員 

 今，河川の道路がありますが，そこは道路交通法の効力が及ばないところですよね。

そういうところは，もし事故があっても道路交通法に縛られないからということで，い

ろんなところで河川の道路はネットワーク路線に入れないことはよくあるのですが，公

園内で事故があったときは道路交通法が及ばないところであるとか，そういう法律的な

ことはあるのではないでしょうか。 

会長 

 そこは非常に難しくて，原則，河川は河川管理道路になっていて道路ではなく，公園

の中も園路であって道路ではないということで，道路交通法が及ばないとも言われてい

ましたし，実際そういう場面もあると思いますが，いわゆる通常の道路と同じように，

皆さんが入れる場所は，河川の管理であっても園路であっても，道路交通法が及ぶと解

釈されるところもあります。河川堤防のいわゆるサイクリングロードでは，実際，事故

が起こったとき，裁判事例では道路交通法が適用されています。ただ，非常に曖昧なと

ころがあります。桜川の堤防も気を付けて下さいという立札が立っているのですが，管

理の権限がどこまであるのかわからないから，あれ以上言いようがないです。そういう

非常に曖昧なところが，河川の堤防であり公園の園路です。そこを整理しないで位置付

けることは難しいのです。 

 それでは，附帯意見については，このようなことで，よろしいでしょうか。 

 

〔異議なし〕 

 

会長 

 それでは，  委員から各部局の連携について，ネットワーク協議会を作るようにし

てくださいとありましたので，文言は附帯意見らしく事務局と調整させていただいて，

市長に渡したいと思います。 

 最後になりますが，言い残したことなどありますか。 

  委員 

 資料②，８ページの 24番ですが，国道 50号の歩道上に違法駐輪があると書かれてお

ります。前にもお話させていただきましたが，ちゃんとした駐車場として整備すること

もできますし，今，歩道橋下への駐輪場が占有で認められるようになってきています。 

そこで，道路管理者としては，水戸市から申請していただければ，歩道の広さがある

のが大前提ですが，占有が認められますので活用していただければと思います。 

  委員 

 雑談的に聞いてください。２月に入りましてから，私の孫がいきなり自転車に乗り出

しました。そして，東海道をひたすら西へ行きました。伊勢に寄って，和歌山を回って，

高野山に寄って，山陽道を下り，しまなみ海道を通って愛媛県へ行きました。四国から
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はフェリーで大分に，大分から福岡まで全部自転車で行って，つい最近帰ってきました。

全行程で何キロメートルかわかりませんが，二十何日かかりました。私も写真を見て，

特にすぐれていると感じたのはしまなみ海道でした。あそこは素晴らしいです。全部ち

ゃんとブルーの路面表示が整備されています。 

孫にどうだったか聞くと，しまなみ海道と愛媛県が非常に走りやすかったとのことで

した。自転車から撮った写真がかなりありましたが，水戸市の計画書の矢羽根のような

青地に白い線の矢羽根は，一度もお目にかかりませんでした。それからもう一つ目につ

いたのは，自転車の進行方向があって，後ろから来る自動車が自転車の脇を抜けていく

ようなラインも引いてありました。「1.5ｍ」と書いてあったように思います。愛媛県は

自転車の条例が制定されており，そうなれば，自転車を愛する人たちにもプラスになる

と思います。 

それからもう一つ，水戸市の観光地といえば，偕楽園や弘道館ですが，そういったと

ころを結ぶ自転車道のガイドをつけられたらいいかと，写真を見ながら思いました。こ

ういうところが自転車の先進県というのかと思いました。 

会長 

 ありがとうございました。水戸市も，愛媛県に負けないようになるポテンシャルは十

分にあると思っています。それから，「1.5ｍ」というのは計画（案）39 ページに愛媛

県の施策が出ていまして，自動車は自転車から 1.5メートル離れなさいという運動を水

戸市でも始めていこうと書いています。計画（案）の 45 ページは奈良県において観光

目的でいろんなサインがあるので，そういうものも工夫していこうと。水戸市内は自転

車で回るにはちょうどいい広さですので，この審議会でも何回も出てきましたが，工夫

していけば楽しんでもらえるまちになるだろうと私も思っておりますので，市にはがん

ばってもらいたいと思います。 

 それでは，時間が来ましたのでこれで会議を終了させていただきます。 

 最後に，事務局で思い返せば３年間，長くいろいろ大変な御苦労もあったと思います

が，全体を総括して，今後の決意表明などをいただいて終わりたいと思います。 

執行機関 

 本日は長時間にわたり御審議いただきまして，ありがとうございました。また，本日

のことだけでなく，３年ほどに渡りまして，皆様から貴重な御意見，御提言いただきま

して，私どもも大変勉強になりました。 

社会実験として，先行して市道千波２号線の整備を進めさせていただいておりますが，

ネットワーク候補路線を優先整備路線として位置付けて整備していくという方法で，自

転車が通行する空間を着実に進めていきたいと考えております。また，この審議会はこ

の計画の策定をもって一段落となりますが，計画の進捗管理という場面で毎年水戸市が

行っている事業の実績をチェックしていただくということで，お集まりいただくことに

なると思いますので，今後とも引き続きよろしくお願いいたします。 

 本日も大変長い時間ありがとうございました。以上をもちまして，平成 28 年度第５

回水戸市自転車利用環境整備審議会を閉会いたします。本日はどうもありがとうござい
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ました。 


