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「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 

 

１ 意見公募手続 

 (1) 実施期間 平成 29年１月 23日（月）から平成 29年２月 21日（火）までの 30日間 

 (2) 実施方法 

① 市ホームページでの掲載 

② 交通政策課，三の丸臨時庁舎，情報公開センター，各出張所，市民センター及び内

原中央公民館で資料閲覧及び貸与 

 

 (3) 提出意見数 

提出方法 提出者数 提出意見数 

Ｅメール ７人 21件 

直接提出 １人 ５件 

合 計 ８人 26件 

 

(4) 提出意見の内訳 

意見区分 件数 

施策に関すること 18件 

 ネットワーク路線の整備 ６件 

駐輪環境の整備 ３件 

自動車の速度抑制 ２件 

自転車通行空間の維持管理 ２件 

自転車利用者への安全教育の充実 １件 

自動車運転者への啓発の充実 １件 

自転車利用のＰＲ １件 

通行指導 １件 

コミュニティサイクルの導入 １件 

現状分析に関すること ５件 

自転車の車道通行への不安に関すること ２件 

自動車の通行環境に関すること １件 

 

 

 

 

  

水戸市自転車利用環境 

整 備 審 議 会 資 料 ① 

平 成 2 9 年 ３ 月 ６ 日 

市 長 公 室 交 通 政 策 課 
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(5) 提出意見への対応 

意見概要 
計画（素案） 

修正箇所 修正（案） 

意見 No.25（資料②） 

「１ 自転車利用の状況」 

(1)から(3)については，グ

ラフによる表示のほうが見

やすいのではないか。 

「１ 自転車利用の状況」 

「(1)性別・年齢別・居住地区

別の利用状況」 

「(2)自転車利用の主な目的」 

「(3)自転車の利用頻度」 

【P.5～P.7】 

次のとおり，表をグラフ化す

るなど，わかりやすい記載に

改める。 

 

 

「(1)性別・年齢別・居住地区別の利用状況」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「(2)自転車利用の主な目的」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.5%
39.7%

6.4%

34.5%
42.0% 40.5% 38.0%

29.3% 26.1%
36.5% 37.1% 40.3%

69.5%
60.3%

93.6%

65.5%
58.0% 59.5% 62.0%

70.7% 73.9%
63.5% 62.9% 59.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

男 女 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 中心

市街地

中心

市街地

以外の

市街化

区域

市街化

区域

以外
利用していない 利用している

N=272 N=881 N=47 N=29 N=269 N=571 N=108 N=58 N=69 N=74 N=815 N=226

33.9%

14.4%

40.9%

63.1%

24.4%
16.8% 19.4%

2.6% 0.0%

21.3% 19.6% 17.4%

4.3%

5.5%

0.0%

0.0%

3.2%
4.7%

10.4%

10.3% 10.4%

2.1% 5.1% 6.8%

34.4%

55.5% 15.8%

21.1%

42.3% 54.9%

53.7%

51.3%

79.2%

68.0%

50.2% 47.8%

21.5%
8.3%

27.3%

15.8%

16.0% 8.3%

9.0%

17.9%

4.1% 4.3%

11.0% 12.1%

5.9%
16.3% 16.0%

0.0%

14.1% 15.3%
7.5%

17.9%
6.3% 4.3%

14.1% 15.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

男 女 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 中心

市街地

中心

市街地

以外の

市街化

区域

市街化

区域

以外

通勤・通学 仕事 買い物 サイクリングなどレジャーや遊び その他

N=186   N=529  N=44  N=19 N=156 N=339 N=67 N=39 N=48 N=47 N=511 N=132



- 3 - 

 

「(3)自転車の利用頻度」 

 

 

意見概要 修正箇所 修正案 

意見 No.１（資料②） 

幹線市道 39号線で発生した

自転車事故の分析におい

て，車道を順走している自

転車の事故件数が少ないの

は，車道を通行している自

転車が少ないからではない

か。 

「(3)幹線市道 39 号線の事故

事例」 

【P.15】 

次のとおり，注釈を加える。 

 

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。 

意見 No.12（資料②） 

施策⑥は，自転車に対する

関心が高いイベントでの 

ＰＲよりも，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。 

「施策⑥ イベント開催時に

おける自転車利用のＰＲ」 

 

 

・環境フェアや北関東３県を自

転車で巡る北関東 400km ブル

ベなどで，自転車利用のＰＲを

行います。 

【P.43】 

次のとおり，施策内容の記載

を改める。 

 

・環境フェアや自動車での来

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

転換を図ります。 
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２ 水戸市自転車利用環境整備審議会委員からの意見 

平成 29年１月６日に開催した水戸市自転車利用環境整備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，以下のとおり

修正を行う。 

意見概要 
計画（素案） 

修正箇所 修正（案） 

自転車施策の背景には，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。 

「１ 計画策定の背景」 

４～５行目 

 

その一方で，「自転車は『車両』

であり，車道を通行する」と

いう原則があるものの，自転

車が歩道を通行している状況

が多く見られ，歩道での自転

車と歩行者の交通事故が社会

問題となっており，・・・ 

【P.１】 

次のとおり，記載を改める。 

 

その一方で，「自転車は『車両』

であり，車道を通行する」とい

う原則があるものの，自転車が

歩道を通行している状況が多

く見られ，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，歩道での自転

車と歩行者の交通事故が社会

問題化しており，・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見概要 修正箇所 修正案 

意見 No.17（資料②） 

施策⑪の実施主体が「市ほ

か」と記載されているが，

「市内の全ての施設」とし，

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。 

「施策⑪ 駐輪環境の整備」 【P.48】 

実施主体を，「市，各施設設

置・管理者ほか」に改める。 
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意見概要 修正箇所 修正案 

自動車運転者による自転

車への配慮について，目的

等に記載すべきである。 

「２ 計画策定の目的」 

11～14行目 

 

自転車が車道を安全に通行す

るためには，自動車運転者の

自転車利用者への配慮も欠か

すことができない要素となり

ます。環境の整備とあわせ，

自転車の利用を促進すること

により，市民の健康増進や環

境負荷の低減など，社会的な

メリットにつなげていくこと

で，市民の自転車利用への認

識を深め，将来に向けて，本

市に自転車の利用を文化とし

て根付かせていくことも必要

です。 

【P.２】 

次のとおり，記載を改める。 

 

自転車が車道を安全に通行す

るためには，自動車運転者の自

転車利用者への配慮も欠かす

ことができません。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

者の意識改革を図ります。あわ

せて，自転車の利用を促進する

ことにより，市民の健康増進や

環境負荷の低減など，社会的な

メリットにつなげていくこと

で，市民の自転車利用への認識

を深め，将来に向けて，本市に

自転車の利用を文化として根

付かせていくことも必要です。 

 

「(2)基本方針」 

「基本方針１」 

１行目 

 

安全な自転車の利用環境を創

出するためには，自転車の通

行に関するルールやマナーを

利用者が正しく理解し，実践

する必要があります。 

【P.32】 

次のとおり，記載を改める。 

 

 

安全な自転車の利用環境を創

出するためには，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

関するルールやマナーを利用

者が正しく理解し，実践する必

要があります。 
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意見概要 修正箇所 修正案 

第１章「２ 自転車利用者

の意識」「(2)交通ルール遵

守の状況」で交通ルールを

遵守するために行う活動

を記載する必要がある。 

「(2)自転車利用に関する交

通ルール遵守の状況」３行目 

 

一方，高校生アンケートでは，

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，交通ルールの遵

守を徹底する必要がありま

す。 

【P.９】 

次のとおり，記載を改める。 

 

一方，高校生アンケートでは，

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

ます。 

幹線市道 39 号線の事故分

析結果は，全国的にも同じ

で傾向であることを記載

すべきである。 

「(3)幹線市道 39 号線の事故

事例」 

 

また，②及び③に示している

自動車の右・左折時には，歩

道を通行している自転車が事

故に遭っています。 

【P.15】 

次のとおり，記載を改める。 

 

また，②及び③に示している自

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

遭っています。本事例は，国土

技術政策総合研究所や全国各

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。 

「４ 自転車利用環境の

整備状況」は，自転車通行

空間の整備から，利用環境

の整備へつなげるほうが

わかりやすい。 

「４ 自転車利用環境の整備

状況」 

 

【P.16～P.30】 

 

「４ 自転車利用環境の整備

状況」を「(1)自転車通行空間」，

「(2)駐輪環境の整備状況と放

置自転車」，「(3)レンタサイク

ル」の順とします。それにあわ

せて，「７ 課題の整理と対応

方針」の順番も変更する。 
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意見概要 修正箇所 修正案 

「② 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

法を注意すべきである。 

「② 国道 50号バイパス」 

「ウ 整備内容」３行目 

【P.21】 

「ウ 整備内容」の最後に，次

の一文を追加する。 

 

 

（本路線は双方向の自転車道

として整備されましたが，現行

の「ガイドライン」では，自転

車道の一方通行を基本として

います。） 

 

「③ その他の整備路線」

は現行のガイドラインに

適合していないので，記載

方法を注意すべきである。 

「③ その他の整備路線」 

３行目 

 

 

【P.22】 

「③ その他の整備路線」の最

後に，次の一文を追加する。 

 

（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す。） 

 

「５ 自転車利用のルー

ル・マナー周知の取組状

況」の記載では，課題につ

ながらない。 

「５ 自転車利用のルール・

マナー周知の取組状況」 

【P.26】 

次の一文を追加する。 

 

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。 
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意見概要 修正箇所 修正案 

「３ 計画目標の設定」で

自転車利用者の交通ルー

ル・マナーの遵守に関する

目標値を定めるべきであ

る。 

「３ 計画目標の設定」 【P.34】 

次のとおり，「目標２」として

追加する。 

 

 

目標２（基本方針１，基本方針２） 

 自転車通行空間の整備にあわせ，通行指導を実施するなど，交通安全教育の充実を図る

ことで，自転車の車道左側通行を推進します。 

 

幹線市道 39号線における自転車の通行状況 

指 標 現況 2016（平成 28）年度 目標値 2023（平成 35）年度 

車道の右側を通行する 
自転車通行量 

59台 ０台 

車道の左側を通行する 
自転車の割合 

15％ 90％ 

 

 なお，今後整備する路線についても，自転車の通行状況を調査し，整備効果の把握に

努めます。 

 

【参考】 

  午前７時から午前９時までの駅南中央交差点南側（観測点）における自転車の通行状況 

   ・車道の右側を通行する自転車  59台 

   ・車道の左側を通行する自転車  15％（自転車交通量 362台のうち車道順走 54台） 

 

（参照：幹線市道 39号線と幹線市道２号線の交差点交通量等調査（平成 28年 12月 13日実施）） 

 

【目標値の設定方法】 

社会実験として整備した市道千波２号線において，高校生の９割が車道の左側を通行す

るようになったことから，目標値を 90％に設定しました。 

 

施策に，条例の制定及び担

い手づくりの検討を記載

すべきである。 

「施策① 自転車利用者への

安全教育の充実」 

 

 

 

 

【P.36】 

次の一文を追加する。 

 

・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しま

す。 
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意見概要 修正箇所 修正案 

施策⑨の生活道路での自

動車のスピード抑制策の

ほかに自動車流入量の減

少策についても記載すべ

きである。 

「施策⑨ 道路事情に応じた

自転車通行空間の整備」 

 

・生活道路などで，歩行者や

自転車が特に危険な状況がみ

られるときは，自動車のスピ

ード抑制策についても検討し

ます。 

【P.46】 

次のとおり，記載を改める。 

 

・生活道路などで，歩行者や自

転車が特に危険な状況がみら

れるときは，自動車のスピード

や流入量を抑制する施策につ

いても検討します。 

「①整備形態の選定」の

「当初から・・・」の文が

わかりにくい。 

  

「①整備形態の選定」 

２行目～４行目 

 

本市では，早期に整備路線の

連続性を確保し，安全性の向

上を図ることを最優先とする

ため，当初から将来形態で整

備できる路線を除き，本計画

における整備形態は，暫定形

態としての「車道混在」を基

本とします。 

【P.63】 

次のとおり，記載を改める。 

 

本市では，早期に整備路線の連

続性を確保し，安全性の向上を

図ることを最優先とするため，

当初から「将来形態」で整備で

きる路線を除き，本計画では，

暫定形態として「車道混在」を

基本とします。 

「ウ 自転車歩行者道の

見直し」 

・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

るべきである。 

「ウ 自転車歩行者道の見直

し」全般 

 

【P.64】 

次ページのとおり，記載を改め

る。 
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（修正前） 

ウ 自転車歩行者道の見直し 

既存の道路で「自転車歩行者道」として整備されてい

る場合でも，アにより再配分を行い，可能な限り車道内

に自転車通行空間を確保します。 

 

 

既存の道路で，車道内に適切な間を確保できない場合

は，歩行者との分離措置を物理的に図った上で，「自転

車歩行者道」内の車道側へ自転車通行空間を確保するこ

とを検討します。 

 

計画中の道路においては，「自転車歩行者道」ではな

く，「歩道」として整備し，自転車と歩行者の通行空間

の分離を図ります。 

 

 

 

 

（修正後） 

ウ 自転車歩行者道の見直し 

既存の道路で「自転車歩行者道」として整備されてい

る場合でも，アと同様に道路幅員の再配分を行い，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します。 

 

計画中の道路は，「自転車歩行者道」ではなく，「歩道」 

として整備し，車道内に自転車通行空間を確保すること

で，自転車と歩行者の通行空間を分離します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4-13 自転車歩行者道の見直しイメージ 
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図 4-13 自転車歩行者道の見直しイメージ 
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意見概要 修正箇所 修正案 

生活道路に設置する矢羽

根，ピクトグラムは，民家

の玄関先など，位置に配慮

することを記載すべきで

ある。 

 

 

 

 

「(5)路面の表示方法」 

「② 矢羽根」 

 

矢羽根の設置間隔は，「ガイド

ライン」では 10メートルを原

則としていますが，交差点部

等の自動車と自転車の交錯の

機会が多い区間や事故多発地

点等では設置間隔を密にする

ものとし，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

とします。 

【P.66】 

次のとおり，記載を改める。 

 

矢羽根の設置間隔は，「ガイド

ライン」では 10 メートルを原

則としていますが，交差点部等

の自動車と自転車の交錯の機

会が多い区間や事故多発地点

等では設置間隔を密にします。

また，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。 

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。 

「第５章 計画の進捗管理」 

「１ 進捗管理」 

 

計画期間の中間年度である

2020（平成 32）年度に，優先

整備路線の再編を含めた施策

の中間見直しを行います。  

最終年度である 2023（平成

35）年度において，アウトカ

ム指標に基づく目標の達成状

況の評価・検証を行い・・・                                                                                                                                                                                                 

【P.83】 

次のとおり，記載を改める。 

 

計画期間の中間年度である

2020（平成 32）年度に，優先整

備路線の再編やアウトカム指

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

間見直しを行います。 

最終年度である 2023（平成

35）年度には，アウトカム指標

の達成状況に基づく施策の評

価や検証を行い，・・・ 

 

 


