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様式第７号 

意見公募手続実施結果 

 

１ 題名 水戸市自転車利用環境整備計画（素案） 

２ 案の公表日  平成 29年５月 11日（意見提出期限： 平成 29年２月 21日） 

 

（政策等を定める場合） 

３ 市民等からの意見数 

              計    ８ 人       26 件 

（1） 郵  送          人 件 

（2） Ｆ Ａ Ｘ          人 件 

（3） メ ー ル        ７ 人 21件 

（4） 直接提出        １ 人 ５件 

 

４ 提出意見及び提出意見を考慮した結果 

№ 意見等の概要 市の考え方（対応） 

１ 市内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，そもそも車道を通

行している自転車が少ないからであり，

歩道を走行している自転車より安全で

あることを証明する説明としては不適

切ではないか。 

他の箇所の記載が理論的に整理され

ているだけに，非常に気になる。 

幹線市道 39 号線で発生した自転車関連事故

を水戸警察署と協力して分析を行い，自転車の

安全な通行位置の検証を行ったものです。 

自転車が車道を通行する場合，順走する自転

車に比べ，逆走する自転車の事故が非常に多く

なっており，車道を順走することの安全性を立

証できます。 

一方，自転車が歩道を通行する場合，歩行者

の安全性確保の視点から問題があることに加

え，特に交差点において，順走，逆走を問わず，

自転車は自動車運転者から死角となり認識され

にくくなることが明らかになったため，本計画

に記載したものです。 

なお，当該路線において平成 28年に実施した

調査によると，車道を順走している自転車は全

体の約 10％にとどまっており，御指摘のとお

り，車道を安全に通行している自転車は少ない

のが現状ですので，その旨を追記します。 
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２  自転車利用環境の整備を推進するこ

とには賛成だが，自動車の通行環境の整

備もおろそかにしないでいただきたい。

茨城県は現実として車社会である。 

本計画は，自転車の通行空間整備をはじめ，

自転車利用者や自動車運転者への意識啓発等に

より，歩行者，自転車，自動車がお互いに意識

し，譲り合うことができる安全で快適な道路環

境を目指して策定するものであり，自転車の利

便性のみを追求するものではありません。 

また，超高齢社会，今後本格化する人口減少

社会に対応するためには，持続可能な人と環境

にやさしいまちづくりを推進する必要がありま

す。現在の本市の交通は自動車に大きく依存し

ている状況にありますが，公共交通や自転車で

の移動環境の充実，利便性の向上に取り組むこ

とで，過度な自動車利用を減らし，人と環境に

やさしい生活スタイルの構築に取り組みます。 

 

３ 昭和 40 年代にモータリゼーションが

進展したために，自動車と自転車の交通

事故が増え，自転車の歩道通行を認める

こととなった経緯がある。車社会の茨城

県で自転車が車道を通行すれば，再び交

通事故が増えるのではないか。法の趣旨

は理解できても自転車で車道を走る気

にはなれない。 

自転車の歩道通行は，歩行者の安全確保の視

点から問題があり，また特に交差点において，

自動車運転者から死角になりやすいことから，

交通事故に遭いやすくなることが証明されてい

ます。 

自転車が車道を安心して通行できる環境整備

とあわせ，自転車利用者への安全教育及び自動

車運転者への啓発の充実等，本計画に位置付け

た施策に取り組むことにより，自転車利用者の

安全性向上を図ります。 

 

４  自転車の車道通行が守られない理由

のアンケート結果が示されているが，最

も大きな理由は自転車が車道を通行す

ることに対して危険性を感じているか

らではないか。 

 また，車道を通行していても，運送事

業者等の路上駐車車両が障害となり，結

局歩道を通行しなければならない状況

が多い。 

自転車が車道を安心して通行できる環境整備

とあわせ，施策①「自転車利用者への安全教育

の充実」及び施策②「自動車運転者への啓発の

充実」等，本計画に位置付けた施策に取り組む

ことにより，自転車利用者の安全性向上を図り

ます。 

また，施策⑩「整備路線の適正な維持管理」

に基づき，関係機関と連携して違法路上駐車車

両の排除に取り組み，自転車が安全で快適に通

行できる環境の創出に努めます。 
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５ 

 

 自転車は資料にも記載があるように，

距離的にも時間的にも「ちょっとした用

事」に利用されることが多い。その際，

水戸駅付近に整備されている大規模な

地下駐輪場ではなく，気軽に駐輪できる

スペースがまちなかや観光施設等に必

要である。ぜひ観光部門との連携を図っ

ていただきたい。 

自転車には，まちなかや観光施設の回遊性の向

上をはじめ，公共交通網の補完など，まちづくり

を支える役割が期待されています。 

一方で，鉄道駅以外の駐輪環境は十分でなく，

自転車を気軽に利用するための環境整備が課題と

なっています。 

このため，本計画に施策⑪「駐輪環境の整備」

を位置付け，まちなかや主要な観光施設等に，安

心して自転車を駐車できる利便性の高い駐輪環境

を整備することとしたところです。 

なお，観光施設の駐輪環境については，観光部

門との連携を十分に図りながら整備します。 

６  自転車が車道の右側を通行するのは，

資料で分析しているように「自転車の交

通ルールが正しく理解さていないため」

ではなく，単に目的地に行くのに便利だ

からだと思う。 

 都市の規模によって，異なる交通事情

を全国一律のルールとしたため，実際の

事情と食い違いが生じているのではな

いか。 

車道の右側を通行する自転車利用者にとっ

て，目的地までのアクセスに便利だからという

意識があることは事実だと考えられます。 

しかしながら，便利だからというという理由

で交通ルールが遵守されていないのは，車道逆

走の危険性が認識されていないことに起因する

ものです。 

そのため，自転車の車道逆走や歩道通行の危

険性を示した上で，交通ルールが正しく理解さ

れるよう，本計画に施策①「自転車利用者への

安全教育の充実」を位置付けたところであり，

安全への意識づくりに取り組みます。 

７  無灯火の自転車が危険である。ライト

を点灯することで，自分が見やすくなる

こともあるが，相手から見てもらいやす

くなるという意識を持つことが大切で

ある。 

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。 

そのため，本計画に施策①「自転車利用者へ

の安全教育の充実」を位置付けたところであり，

安全への意識づくりに取り組みます。 

８ 自動車が路地から幹線道路に進入す

る際，自動車ドライバーが進行方向しか

見ておらず，危険を感じることが多い。

ドライバーのマナー教育も重要である。 

自転車が車道を安全に通行するためには，自

動車運転者にも安全教育を実施することが必要

です。 

そのため，本計画に施策②「自動車運転者へ

の啓発の充実」を位置付けたところであり，自

動車運転者にもわかりやすい路面表示や自転車

に配慮した運転の呼びかけを行うなど，ハード

とソフトを組み合わせた施策により，安全への

意識づくりに取り組みます。 
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９ ７年間もの計画期間中に，確実に整備

されるのはＡ路線に選定された約 20ｋｍ

だけなのか。もっと整備に力を入れてい

ただきたい。 

本市の特性や交通課題等を考慮しながら，国

の「ガイドライン」の技術検討項目に沿って，

将来的なネットワーク候補路線を選定しまし

た。この路線から，計画期間内に効率よく整備

効果を得るために，早期整備が必要な路線を抽

出し，優先整備路線を選定したものです。 

このうち，車道混在又はその他の手法により，

整備の妥当性が高いものをＡ路線，整備手法の

検討を要するものをＢ路線に分類したもので

す。Ｂ路線についても，整備手法が決定した段

階でＡ路線に位置付け，計画期間内に整備の着

手を目指すものです。 

10 ネットワーク候補路線は，水戸駅を中心

に広がっているが，周辺は高低差があるた

め自転車を利用するには不向きな場所で

はないか。このような場所に自転車レーン

を整備しても高校生以外に利用する人は

いるのか。 

ネットワーク候補路線は，本市の特性や交通

課題等を考慮しながら，国の「ガイドライン」

の技術検討項目に沿って選定したものです。 

自転車には，まちなかや観光施設の回遊性の向

上をはじめ，公共交通網の補完など，まちづくり

を支える役割が期待されており，計画書に示した

ネットワークの構築とあわせ，施策⑪「駐輪環境

の整備」や施策⑫「コミュニティサイクル等の整

備」など，計画に位置付けた施策に取り組むこと

により，自転車利用を促進することができるもの

と考えます。 

11 郊外部には平坦で，歩道が広い道路が

多く整備されていることから，歩道を狭

めて，長距離のサイクリングコースとし

てはどうか。 

例えば，県道内原塩崎線に自転車レー

ンを整備し，茨城町の長岡で大洗涸沼自

転車道に接続することで，長距離のサイ

クリングコースができる。 

市内のネットワークも大切だが，広域

的な視点も大切にしてほしい。 

本市では，自転車通行空間の整備に着手した

ところであり，整備箇所が少ないことから，そ

の効果は限定的になっています。そのため，本

計画期間内では，選定要件①「自転車事故が多

発するなど緊急性を要する路線」，②「自転車通

行量が多い路線」，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」に該当したものを優先

整備路線として選定したものです。 

御提案につきましては，魅力的なサイクリン

グコースですが，まずは計画に位置付けた優先

整備路線の整備に取り組み，早期整備のニーズ

に応えてまいります。 
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12 施策⑥「イベント開催時における自転

車利用のＰＲ」について，施策内容で例

示している環境フェアや北関東 400ｋ

ｍブルベで実施するよりも，参加者が自

家用車で来場するイベントで実施する

方が有効ではないか。 

 その際，ＰＲチラシに毎回共通のロゴ

を用いてはいかがか。 

 また，自転車の無料整備点検や反射材

配布の実施などのサービス付加も有効

だと思う。 

御指摘のとおり，本施策は参加者が自家用車

で来場するイベントで実施した方が高い効果を

得られるものと考えられるため，施策内容の記

載を改めるものとします。 

また，ＰＲの際の共通ロゴの使用や自転車の

無料点検等の実施については，各イベントの企

画段階で関係機関と連携を図りながら，検討し

ます。 

13  施策⑨「道路事情に応じた自転車通行

空間の整備」について，施策内容に自動

車のスピード抑制策を検討することと

しているが，ハンプや狭窄などの具体例

を記載してほしい。 

 また，自転車の逆走を減らすために

は，幹線道路等を横断できる環境整備が

必要であり，押しボタン式の信号を増や

さなければならないと思う。 

本施策については，施策内容に記載している

とおり，生活道路などで歩行者や自転車が特に

危険な状態が見られるときに自動車のスピード

抑制策を検討することとしているところです。 

生活道路にハンプを設置した場合，自動車の

通行により，騒音や振動による沿線への影響も

懸念されます。そのため，道路事情等に応じて

路面表示や狭窄など，あらゆる可能性を検討し

ながら，自動車の速度抑制に取り組みます。 

また，自転車の逆走防止のため，道路の横断

箇所を増設することにつきましては，自転車通

行の動線を勘案しながら検討してまいります。 

14  一定規模の駐車場には，出入口にハン

プの設置を義務付け，歩行者や自転車の

安全確保に努めていただきたい。 

本計画にも記載しているように，自転車関連

事故は細街路と交差点，店舗出入り口における

出会い頭の事故が多い状況にあります。御提案

につきましては，このような事故を防ぐために

一定の効果があるものと考えられますが，設置

の義務付けについては，制度化や設置に係る費

用負担等，さまざまな課題があることから，今

後の検討課題とさせていただきます。 

15  市では「緑の基本計画」を定めるなど，

緑化を推進しているが，管理の行き届か

ない植栽ほど交通に危険なものはない。

関係部署と連携して維持管理に努めて

いただきたい。 

 また，維持管理に要する財源が不足し

ているのであれば，植栽を減らすなど，

取捨選択を含めた緑化を期待する。 

御指摘のとおり，植栽が適正に管理されてい

ない場合，安全な交通の支障となることがあり

ます。そのため，本計画に施策⑩「整備路線の

適正な維持管理」を位置付けたところであり，

植栽の管理や路肩の清掃，側溝などの構造物の

維持管理を適切に行ってまいります。 
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16  市では無電柱化（電線地中化）を「水

戸市景観計画」に位置付けているが，自

転車の通行空間を確保するためにも，た

いへん有効であると考える。景観計画の

担当部署とも連携して無電柱化の推進

をお願いする。 

市では，安全で快適な通行空間の確保，都市

景観の向上，都市災害の防止，情報通信ネット

ワークの信頼性の向上を図ることなどを目的

に，無電柱化推進計画に基づき，電線類の地中

化を推進しているところです。 

整備した区間では，道路の見通しが良くなり，

信号機や道路標識が見やすくなるなど交通の安

全性が向上していることから，引き続き，無電

柱化を推進してまいります。 

17 施策⑪「駐輪環境の整備」について，

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すべきではない

か。官民一体となって，駐輪環境を整備

することが必要であり，特にネットワー

ク路線に面する商業施設には，駐輪施設

の整備を働きかけていただきたい。 

 また，市内には立派な駐車場に比して

不便な駐輪場が多い。一定規模の駐車場

には駐輪スペースの併設を義務化して

ほしい。あわせて，駐車場の出入り口に

は歩行者や自転車に対する注意を喚起

するような表示を設置するようなルー

ルがあってもいいのではないか。 

まちなかや観光施設の回遊性を向上するため

には，安心して気軽に利用できる駐輪環境が必

要となります。 

御提案のとおり，市や道路管理者だけでなく，

官民一体となって駐輪環境を整備することで，

自転車利用者の利便性の向上を図ることができ

ます。そのため，実施主体を「市，各施設設置・

管理者ほか」と改めます。 

また，駐輪スペース設置の義務化及び駐車場

出入り口での注意喚起のルール化につきまして

は，先行事例等の効果を踏まえながら検討して

まいります。 

18  基本方針に「自転車に乗ってみたくな

る道づくり」とあるが，市では，自転車

の車道左側通行をどのように利用者に

守らせるのか。特に下記ルートについて

ハード面の具体例を記載してほしい。 

(1)水戸駅北口自転車駐車場から大工町 

(2)水戸駅南口自転車駐車場から国道

50号バイパス 

(3)国道 50号の大工町から赤塚駅 

社会実験路線として整備した市道千波２号線

では，自転車通行空間の整備とあわせ，関係機

関や地域住民と連携して通行指導を実施したこ

とにより，自転車の車道左側通行を実現するこ

とができました。 

今後の整備路線につきましても，同様の手法

によって「安全への意識づくり」と「安全で快

適な道づくり」を同時並行で進め，自転車の車

道左側通行を促進します。 

なお，路線ごとの詳細な整備手法につきまし

ては，設計段階において，各道路管理者と協議

を進めてまいります。 
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19  通学距離の長い高校生への通行指導

が計画に示されていない。 

 また，通行指導を実施する組織づくり

と活動方法はどのように実施するのか。 

 施策①の施策内容に記載しているように，学

校や警察，地域住民等と連携する体制を構築し

て，自転車通行空間を整備した箇所で通行指導

を実施します。 

20  自転車に乗りたくなるまちづくりに

向け，偕楽園公園を活用するなど，水戸

らしさがあっていいと思う。 

 また，駅南地区の開発整備のまちづく

りに合わせた自転車利用環境整備が必

要だと思う。 

偕楽園公園の園路を活用して，自転車通行空

間を整備することは，観光の視点から，魅力的

なサイクリングコースを設定することができる

ものと考えております。 

その一方で，公園の園路に自転車通行空間を

整備した場合，歩行者と自転車が同じ空間に混

在することとなり，歩行者の安全性の確保の視

点から問題があるため，慎重に検討することが

必要です。そのため，本計画では公園の園路の

活用を見送ったところです。 

21  現在の自転車利用環境には，次のよう

な問題点がある。 

(1)駅南ロータリーの自転車暴走 

(2)南町３丁目歩道橋下の駐輪状態 

(3)泉町１丁目北の壊れた自転車の放置 

(4)京成デパート歩道前の駐輪及び周辺

の駐輪 

(5)観光施設の駐輪問題・水戸芸術館の

駐輪場破壊 

(6)大工町歩道橋下の駐輪場の状態 

本市における自転車利用環境につきまして

は，御指摘の点をはじめ様々な問題があると認

識しています。そのため，通行空間や駐輪環境

などの利用環境の整備とあわせ，自転車の通行

ルールやマナーなどの意識啓発に取り組むこと

で，安全で快適な自転車の利用環境を実現し，

自転車の利用を促進してまいります。 

22  コミュニティサイクルについては，観

光利用もさることながら，まちなかにお

いては事業者にとって小回りのきく移

動手段となることから，中心市街地から

の事業者の流出防止にも効果があるツ

ールに成り得ると考えている。計画期間

内の本格導入を期待する。 

まちなかや観光施設の回遊性の向上を図るた

め，本計画に施策⑫「コミュニティサイクル等

の整備」を位置付けたところです。 

本市にとって効果的なコミュニティサイクル

のあり方について検討を進めながら，計画期間

内に適切なシステムの導入を目指してまいりま

す。 

23  自転車通行空間の整備については，コ

ミュニティサイクルの導入とあわせ，中

心市街地活性化のために，裏路地につい

ても自転車が通行しやすくなるよう整

備を検討いただきたい。 

本計画期間中は，優先整備路線に選定した路

線の整備を推進し，早期整備のニーズに応えて

まいります。 

なお，優先整備路線以外の路線につきまして

は，社会情勢や土地利用の変化，交通事情等を

勘案し，必要に応じて優先整備路線への位置付

けを図り，整備を進めてまいります。 
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24  水戸駅周辺は放置自転車や乱雑な駐

輪が減少しているように思うが，国道

50 号の歩道上などは依然として違法駐

輪が目立つ状況にある。歩道上のデッド

スペースを活用するなど使いやすい駐

輪場の整備を検討いただきたい。 

本市では，水戸駅及び赤塚駅周辺に主要な駐

輪環境を整備するとともに，放置自転車対策へ

の取組を強化したことにより，放置自転車の撤

去台数はピーク時の５分の１以下に減少してい

ます。 

一方で，観光施設やまちなかでは，駐輪環境

が十分とは言えない状況にあることから，本計

画に施策⑪「駐輪環境の整備」を位置付け，安

心して自転車を駐車できる利便性の高い駐輪環境

を整備することとしたところです。 

25  第１章「１ 自転車利用の状況」に記

載している(1)から(3)については，グラ

フで示した方が分かりやすいのではな

いか。 

御指摘を踏まえ，分かりやすい記載に改めま

す。 

26  幹線市道 39 号線の事故事例につい

て，事故発生箇所を明示したほうがいい

のではないか。 

事故発生箇所を明示することは，事故当事者

を特定することにつながる可能性があることか

ら，明示を控えたところです。 

 

 

お問合せ先 市長公室交通政策課 

      担当 村石，大嶋 

      電話 内線（313） 


