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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30年７月17日（火） 午後２時30分から 

 

３ 開催場所  水戸市役所本庁舎南側臨時庁舎２階 大会議室 

 

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，富田武，大野光一，  

森美木（途中出席），大金和夫，澤畠政志，猪瀬宝裕，常陸正，肥高孝之，薗部修, 

木村昇，井野功一，渡辺修宏 

(2)  オブザーバー 

中村浩 

(3)  執行機関 

武田秀，長谷川昌人，谷中恒夫，細谷洋祐，龍田晴美，肥後悠一，川俣和彦， 

菅野康範，武藤宣也，有金正義，安達茂，黒澤純一郎, 久木崎隆，加藤久人， 

大和敦子，須藤文彦，小林雅史，中村良太， 

(4)  その他 

委員欠席 柳澤晃宏 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  議題 

(1) 施策の実績報告（平成29年度実績，平成30年度中間報告）（公開） 

(2) 平成31年度以降の施策について（公開） 

(3) 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 

 【配布資料】 

資料１ 平成30年度第１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出席者名簿 
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資料３ 水戸市自転車利用環境整備審議会条例 

資料４ 平成30年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会座席表 

【参考資料】 

 参考資料１ 水戸市自転車利用環境整備審議会委員募集要項 

参考資料２ 自転車活用推進計画 

 

９ 発言の内容 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

皆様，こんにちは。 

本日はお忙しい中，また大変暑い中,御出席をいただきありがとうございます。ただ

今から，平成30年度第１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長の須藤と申します。よろしくお願いいたします。

はじめに市長公室長の武田から御挨拶申し上げます。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 市長公室長の武田です。皆様方には日頃から大変お世話になっております。本日は，

お忙しいところ，委員の皆様には当審議会に御出席をいただき，誠にありがとうござい

ます。本市では，安全で快適な自転車利用環境を創出するため，平成29年３月に策定し

た「水戸市自転車利用環境整備計画」に基づき，各事業を実施しているところでござい

ます。本年２月には，水戸駅南口と国道50号バイパスを結ぶ，幹線市道39号線，通称「駅

南中央通り」の自転車通行空間の供用を開始し，多くの皆様に御利用いただいていると

ころです。今年度以降も，市内各所で整備を予定しており，路線選定の考え方や整備手

法について，皆様に御意見をいただきたく存じます。 

 また，本年６月には，国の「自転車活用推進計画」が閣議決定され，茨城県でも，「自

転車活用推進計画」の策定に向けて，委員会が発足しており，自転車利用環境の整備に

向けた機運は，ますます高まっております。本市においても，この機運に乗じて，自転

車利用環境の整備をさらに進めてまいりますので，皆様におかれましては，きたんのな

い御意見をいただきますよう，よろしくお願い申し上げます。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

    続きまして，当審議会の会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

会長会長会長会長    

 皆様，お久しぶりにお集まりいただきありがとうございます。武田公室長から御挨拶

があったように，６月には自転車活用推進計画が策定され，国の自転車施策もより力強

く推進することとなり，水戸市においては，計画に定められた施策に従って着々と進め

られていくことになると思います。市道千波２号線はかなりの成果が上がっております
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し，幹線市道39号線もきれいに仕上がっており，会議の前に  委員と  委員には自

転車で通行してもらいました。本日はこのような施策の報告と共に，今後どのように進

めて行けばよいのかということについて，皆様から，きたんのない御意見をいただきた

く思います。本日はよろしくお願いいたします。 

 

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。 

本日は，平成29年３月６日以来，約１年半ぶりの審議会であり，その間の役職者の変

更及び人事異動によりまして，委員の皆様の顔ぶれが大きく変わってございます。つき

ましては，さきほど御挨拶を頂戴しました，  会長のとなりの  委員から，反時計

回りで，御所属とお名前を自己紹介形式で頂戴したいと存じます。 

それでは，  委員から自己紹介をお願いします。 

 

〔委員自己紹介〕 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

さらに本日は，オブザーバーとして，茨城県の自転車活用推進計画の担当部署である，

茨城県政策企画部地域振興課から副参事の中村様にお越しいただいております。 

 

〔オブザーバー自己紹介〕 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

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    

本日の議事に入る前に，まずはお手元の資料の確認をいたします。お配りした資料は

全部で七つございます。 

まずは，本審議会の次第でございます。下部の四角囲み内に配布資料の一覧を記載し

てございます。次に，右上に資料１と書かれた，「平成30年度第１回水戸市自転車利用

環境整備審議会資料」，全部で14ページの資料になります。同じく右上に資料２と書か

れた「出席者名簿」，表面に委員の皆様，裏面に本市関係課の出席者を記載している１

枚だけの資料です。同じく右上に資料３と書かれた「水戸市自転車利用環境整備審議会

条例」，こちらも１枚だけの資料になります。資料４として，Ａ４横型の座席表があり

ます。また，参考資料１「水戸市自転車利用環境整備審議会委員募集要項」と参考資料

２「自転車活用推進計画」をお配りしております。 

ここまでで，不足している資料や印刷が不鮮明な資料がある方はいらっしゃるでしょ
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うか。 

 

〔特になし〕 

 

さらに，先週に審議会資料を事前送付させていただきましたが，同封した添書に，「水

戸市自転車利用環境整備計画」の冊子をお持ちくださるようお願いする一文を記載させ

ていただきました。お持ちになられていない方，又は，元々持っていないという方がい

らっしゃいましたら，挙手願います。 

 

〔挙手あり〕 

 

今，係の者がお届けに上がります。 

なお，御自宅等には冊子があるという方は，会議終了後に机の上にそのまま置いてお

帰りいただければ幸いです。 

議事に入る前に，もう一点，本審議会について改めて御説明差し上げたいと思います。

お手元の「資料３ 水戸市自転車利用環境整備審議会条例」を御覧ください。こちらの

条例は平成26年３月に制定したものです。第１条にあるように，本市における安全で快

適な自転車の利用環境の整備を推進するために，本審議会を設置しております。 

次に，お手持ちの「水戸市自転車利用環境整備計画」85ページをお開きください。「１ 

進捗管理」の項目の上から４行目を御覧ください。こちらには，「施策の進捗について

は，水戸市自転車利用環境整備審議会に毎年報告することとし，利用状況や整備手法の

あり方について審議を行う」とあります。本市では，向こう３か年の計画案を毎年８月

中旬頃に取りまとめております。審議会で頂戴した御意見を，この「３か年実施計画」

に位置付け，次年度以降の予算に反映させるために，この時期に審議会の開催を設定い

たしました。次年度以降も，同時期の開催を恒例としてまいりたいと考えておりますの

で，御承知置きいただければと思います。 

以上御説明した趣旨により，皆様に御参集いただきました。本日はどうか，活発な御

議論と厳正な審議をよろしくお願いいたします。 

それでは，本日の議事に入りたいと思います。議事の進行につきましては，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，  会長が会長となり，執り

行います。 

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，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。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    
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委員定数19名中，現在出席委員17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。 

なお，本日の審議会の傍聴人はございませんので，併せて御報告いたします。 

 

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，

御承知置きください。 

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，  委員のお二方に議事録署名人をお願いしたく思います。 

それでは，議事に入ります。 

お手元の次第にある，議事１「施策の実績報告」及び，議事２「平成31年度以降の施

策について」ですが，事務局から事前に資料が送付されているかと思いますので，一括

して説明していただきたいと思います。 

その後の質疑応答や議論は，議論をある程度整理するために，議事１「施策の実績報

告」と議事２「平成31年度以降の施策について」を分けて行いたいと思います。それで

は，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    

それでは事務局より，議事１「施策の実績報告」及び，議事２「平成31年度以降の施

策について」を御説明いたします。 

「資料１ 平成30年度水戸市自転車利用環境整備審議会資料」に基づき御説明いたし

ますのでお手元に御用意ください。 

なお，会長からお話がありましたように，ほぼ同じ内容の資料を先週の７月11日付け

で事前送付しておりますので，概要を御説明させていただきます。 

では，議事１「施策の実績報告」について御説明いたします。表紙をめくっていただ

き，まずは，１ページ目を御覧ください。 

こちらには，見開きで「水戸市自転車利用環境整備計画」の「第３章 施策の展開」

52ページから抜粋した施策体系図を掲載しております。施策の実績報告につきましては，

体系図左側の真ん中にある「基本施策」ごとに御説明をいたします。 

３ページを御覧ください。 

こちらから，各施策の実施状況について説明させていただきます。見開きの左側に，

「水戸市自転車利用環境整備計画」の「第３章 施策の展開」から抜粋した施策内容を

体系図の基本施策ごとに掲載してございます。見開き右側には，上段に平成29年度の実

施内容，下段に平成30年度の実施内容及び実施予定を掲載してございます。 

では，報告内容について，御説明いたします。 
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こちらの見開きページには「基本方針１ 自転車に乗ってみたくなる『意識づくり』」

のうち，基本施策（１）の「安全への意識づくり」について記載しております。施策は

全部で三つで，「施策番号① 自転車利用者への安全教育の充実」，「施策番号② 自動

車運転者への啓発の充実」，「施策番号③ 自転車損害賠償保険の加入促進」になります。 

これらの施策の平成29年度の実施内容です。右のページ上段を御覧ください。 

まず，４月から年間を通じて通行指導を毎月１回実施いたしました。また，２月から

は，幹線市道39号線においても通行指導を行っております。さらに，交通安全教室も年

間通じて実施いたしました。市内小学校で延べ31回，市内中学校で延べ16回の開催とな

っております。９月には，水戸市の広報紙「広報みと」において，幹線市道39号線の整

備内容を中心に，自転車の車道左側通行などを呼びかける内容の特集記事を掲載いたし

ました。また，年明けの１月からは，幹線市道39号線の供用開始に伴い，沿線高校の５

校及び翌年度の駐輪場の利用申込者全員に正しい通行方法を示したパンフレットを配

布いたしました。 

続きまして，平成30年度の実施内容です。ページ下段を御覧ください。 

まず，４月14日に茨城放送で放送された水戸市の広報番組「マイタウン水戸」に交通

政策課の中村と，本日も御出席いただいている水戸警察署の木村交通官とともに出演し，

自転車の車道左側通行やドライバーに対して，車道を通行する自転車への配慮を呼びか

けました。詳しい放送内容につきましては，御覧いただいているページ中ほどにあるＱ

Ｒコードをお読みいただくと，YouTube（ユーチューブ）の水戸市ページにアクセスで

きますので，後ほど御参照ください。 

また，通行指導も，幹線市道39号線と市道千波２号線において，前年度に引き続き，

月１回ずつ定期的に行っております。今後，整備が完了する路線においても，通行指導

を計画しております。この通行指導に併せて，幹線市道39号線を利用して駅に向かう生

徒がいる水戸地区の県立高校22校を訪問し，パンフレットの配布と自転車の正しい通行

方法の依頼を行っております。新たに整備が完了する路線について，正しい通行方法を

記載したパンフレットを作成し，沿線高校などに配布する予定です。交通安全教室も

小・中学校を中心に年間を通じて開催してまいります。 

さらに，４ページの下に掲載してありますが，今年度から新たに「水戸市寄附受け入

れ事業」のカタログに「思いやり1.5ｍステッカー」と「自転車ルール教本」を新規で

追加いたしました。こちらの事業は，市内外，法人・団体・個人を問わず，水戸市に寄

附をしていただける方に，その寄附金の用途として，物品を選んでいただき活用させて

いただく内容となっております。民間の方からの寄附の申し出があれば，こちらのステ

ッカーや教本が形になって世に出るというシステムになっておりますので，本日お集ま

りの皆様におかれましても，御興味のある方，若しくは興味のありそうなお知り合い方

がいらっしゃいましたら，御一報ください。詳しくは，御覧のページ下部のＱＲコード

からホームページを御参照ください。 

続きまして，５ページを御覧ください。 

こちらの見開きページには「基本方針１ 自転車に乗ってみたくなる『意識づくり』」



7 

 

のうち，基本施策（２）の「マイカーに過度に依存しない意識づくり」について記載し

ております。施策は，「施策番号④ 自転車利用による健康増進」，「施策番号⑤ 自転

車通勤の推奨」，「施策番号⑥ イベント開催時における自転車利用のＰＲ」の三つでご

ざいます。 

これらの施策の平成29年度の実施内容について御説明します。右のページ上段を御覧

ください。 

まず，右ページの最上段部に「ノーマイカーウィーク」の参加チラシの配布を記載し

てございます。県央地域の９市町村が合同で，年２回開催している「ノーマイカーウィ

ーク」の参加チラシに自転車利用のメリットを記載し，利用を呼びかけております。ま

た，ほかのイベントにおいて環境フェアや水戸八景グルメライドデラックスなどのイベ

ントにおいてもチラシの配布やポスターの展示を行っております。 

続きまして平成30年度の実施内容です。ページ下段部を御覧ください。今年の５月27

日に茨城県主催のイベント，いばらきサイクルフェス2018が水戸市において開催されま

した。こちらのイベントに先立って行われた県内自治体職員向けの試走会において，幹

線市道39号線と市道千波２号線を実際に自転車に乗って通行していただきました。また，

前年度に引き続きノーマイカーウィークの参加チラシによるＰＲを実施いたします。そ

の他にも，イベントでのチラシ配布やポスターの展示を随時行ってまいります。また，

自転車通勤の実態調査も年度内に実施してまいります。 

７ページを御覧ください。 

こちらの見開きページには「基本方針２ 自転車に乗ってみたくなる『道づくり』」

の，基本施策（１）「連続性を確保した回遊性の高い道づくり」と，基本施策（２）「安

全で快適な道づくり」の二つについて記載しており，施策の実施状況について，一括し

て御報告いたします。施策は合わせて全部で四つで，「施策番号⑦ 自転車ネットワー

クの構築」，「施策番号⑧ わかりやすい案内誘導サインの設置」，「施策番号⑨ 道路事

情に応じた自転車通行空間の整備」，「施策番号⑩ 整備路線の適正な維持管理」になり

ます。 

右のページを御覧ください。自転車通行空間整備内容を中心に実施内容を記載してご

ざいます。ページの一番下に地図を掲載してございますが，こちらが平成29年度及び平

成30年度に整備実施済み及び整備予定の箇所を示したものになってございます。ピンク

色の実線が平成29年度末までに整備済みの路線となっており，路線名の部分を同じピン

ク色で着色しております。赤色の２本線が現在，整備工事中の路線，そして青色の破線

が設計・検討中の路線となっております。 

それでは，ページの最上段を御覧ください。 

まず，過年度にすでに整備済となっている路線をお示ししております。国道50号バイ

パスの一部区間が延長750メートル，市道千波２号線が延長940メートル，合わせて 

1,690メートルが整備済みとなっております。 

次に，平成29年度の実施内容です。自転車通行空間整備として幹線市道39号線を2,600

メートル整備いたしました。さらに，市役所新庁舎周りの市道である駅南４号線及び駅
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南45号線は，昨年度に供用を開始しており，平成29年度の整備延長は，合計で2,990メ

ートルになります。これらの整備済路線につきましては，定期的に巡回して状況を随時

確認しております。 

次に，平成30年度の実施内容及び予定です。 

自転車通行空間整備を，５路線６工区を予定しております。整備延長は合計で，4,080

メートルになります。また，設計だけの区間といたしまして，赤塚駅の南側に幹線市道

21号線という路線がございますが，延長1,500メートルの設計をいたしまして，今後調

整をしていく予定になっております。ただいま検討中の事項は，整備路線の分かりやす

い通行方法の表示方法などでございます。整備路線につきましては，引き続き定期巡回

を行ってまいります。 

９ページを御覧ください。 

こちらの見開きページには「基本方針３ 自転車に乗ってみたくなる『しくみづくり』」

の，基本施策（１）「気軽に利用できるしくみづくり」と，基本施策（２）「公共交通と

連携できるしくみづくり」の二つについて記載しており，施策の実施状況について，こ

ちらも一括して御報告いたします。 

施策は合わせて全部で四つになります。「施策番号⑪ 駐輪環境の整備」，「施策番号

⑫ コミュニティサイクル等の整備」，「施策番号 ⑬サイクル・アンド・ライドの推進」，

「施策番号 ⑭公共交通機関との連携」，この四つでございます。 

右ページ上段を御覧ください。 

まず，平成29年度の実施内容です。一昨年度になりますが，郊外部に位置する飯富，

国田，山根の各市民センターの駐輪場を路線バス等の利用者が使用できるようにしまし

た。また，「弘道館東側用地整備基本計画」に，駐輪場整備の位置付けをしました。 

本年２月から６月にかけては，水戸市コミュニティサイクル導入調査を実施いたしま

した。こちらの調査は，現在水戸観光コンベンション協会で運営しているレンタサイク

ルにＧＰＳ端末を取り付け，梅まつり期間中と平常時の２回に分けて，レンタサイクル

利用者の行動実態をとりまとめたものです。合計で179サンプルを取得できました。御

覧いただいているページの一番下に成果の一部を抜粋して掲載しております。こちらは

梅まつり期間中，約２週間分の移動経路をお示ししております。赤や黄色の部分が移動

人数の多い経路になります。中心市街地の国道50号や千波湖・偕楽園周辺の道路が多く

利用されていることが分かるかと思います。また，青い線は利用者が少ない経路ですが，

赤塚駅や県庁，常澄方面など，レンタサイクル利用者が意外と広範囲にまで移動してい

ることも，お分かりいただけるかと思います。 

さらに，平成29年度の実施内容として，サイクルトレインの実現に向けた鉄道事業者

との意見交換も，御覧の団体を通じて随時行っております。 

次に，平成30年度の実施内容について御説明いたします。 

４月には，郊外部の上国井町地内の県道沿いの路上駐輪場を引き続き使用できるよう

に道路占用許可の更新を行いました。また，水戸市コミュニティサイクル導入調査業務

委託の完了を受けて，その成果に基づき，水戸市におけるコミュニティサイクルのあり
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方を検討します。さらに，業務委託の調査成果をオープンデータ化し，水戸市ホームペ

ージ上で公開し，民間事業者や学術関係者のノウハウの活用を図ってまいります。サイ

クルトレインにつきましては引き続き，鉄道事業者と意見交換を行ってまいります。 

11ページを御覧ください。 

ここからは，「水戸市自転車利用環境整備計画」の第２章に計画目標として掲げてい

る各種指標の達成状況について御報告いたします。 

まず，目標１の交通分担率です。自転車の利用促進を測る指標として設定しておりま

す。こちらの指標は国勢調査の値を用いており，10年ごとに調査を行う項目であるため，

現時点では把握できておりません。次回調査は2020年を予定しており，指標が判明する

のはその翌年の2021年頃になると思われます。そのため今回は交通分担率を掲載してお

りません。 

続きまして，目標２です。交通安全教育の達成状況を図る指標として，幹線市道39

号線と市道千波２号線の車道左側通行を遵守する自転車の割合を設定しております。観

測条件はページ下に示してあるとおりです。幹線市道39号線については，計画策定時の

平成28年度が15％であるのに対し，平成29年度は80％となっております。また，市道千

波２号線については，平成28年度が93%であるのに対し,平成29年度は94％となっており

ます。  

次に目標３です。右側の12ページを御覧ください。こちらは，交通安全教育の達成状

況とともに，自転車通行空間整備の安全性への貢献を測る指標として，水戸市内におけ

る自転車事故発生件数を設定しております。計画策定時の値は平成27年の145件である

のに対し，平成28年は164件，平成29年は183件となっております。年間事故件数の推移

はページ中ほどのグラフのとおりとなっております。こちらが長期的な推移となってお

ります。また，ページ下部には主な整備路線における自転車事故発生件数を表形式でお

示ししております。市道千波２号線は，平成27年から平成29年にかけて毎年１件ずつ発

生しております。幹線市道39号線については，平成27年が２件，平成28年が６件，平成

29年が９件となっております。 

13ページを御覧ください。 

目標４です。こちらは，水戸市内の自転車利用環境の充実度を測る指標として，中心

市街地における自転車通行量を設定しております。お示ししている表には，平成26年度

からの自転車通行量と観測日の天気を記載してございます。表記している数値は平日と

休日の２日間の自転車交通量を合計したものでございます。計画策定時の数値は，表の

中ほどの平成28年度の数値で7,234台となっております。これに対し，平成29年度は

6,674台となっております。 

最後に，参考としまして，平成29年度末の自転車通行空間の整備延長をお示ししてお

ります。図左側の優先整備路線の合計延長の欄の数値が，今回計画の期間内に整備する

路線延長の目標値となります。合計で108.7キロメートルとなっております。 

道路管理者別に記載しておりますが，このうち水戸市管理道路につきましては，平成

29年度末で3.93キロメートルが整備済みとなっております。 
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次に，右側の14ページを御覧ください。 

「議事２ 平成31年度以降の施策について」御説明いたします。 

平成31年度以降の施策については，次の三つの方針に沿って施策を進めてまいります。

まず一つ目に，「水戸市自転車利用環境整備計画」の着実な推進です。冒頭でお示しし

ました，施策体系図の三つの基本方針，14項目の施策に基づき，関係機関と連携を取り

ながら推進してまいります。 

２番目といたしまして，茨城県との連携が挙げられます。本年６月８日に，国の自転

車活用推進計画が閣議決定されたことを踏まえ，茨城県においても平成30年度中の策定

を目指して，「いばらき自転車活用推進計画」を検討しており，各種調査等を予定して

いることから，連携を図ってまいります。 

３番目に自転車ネットワークの整備です。平成31年度は，現時点では，お示ししてい

る３路線について，整備を予定しております。下の図の緑色で示されている路線が整備

予定路線になります。総延長は3,550メートルになります。平成31年度以降につきまし

ては，こちらの方針に基づき，各事業に取り組んでまいります。 

事務局からの説明は以上です。 

    

会長会長会長会長    

 はい，ありがとうございました。そうしましたら，今からだいたい４時くらいを目途

に40分くらい議論したいと思うのですが，前半が今まで実施してきたことの御報告とい

うことで，それに対しての御質問，御意見そしてその実施に関して効果があったのかそ

ういうことに対してもディスカッションをしたいと思います。 

議事２の方は「平成31年度以降の施策」についてですけれども，最後のページにまと

めてありますが，今までの実績を踏まえてアドバイスをいただけたらという風に思いま

す。 

最初に前半の方の実績の報告，それとその評価に関しても御意見や御質問をいただけ

たらと思います。 

  

        委員委員委員委員 

４ページの通行指導なのですが，通行指導はどのような方にお願いしたのか。小学校，

中学校，または高校の関係機関との連携の中で数多くの実施したのか，それとも幹線市

道39号線と市道千波２号線の２路線だけでしか実施していないのか，教えていただきた

いと思います。 

 

会長会長会長会長        

 それについては，私も見かける時がありますが，事務局の方から今の御指摘に対する

御回答をお願いします。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関  



11 

 

はい，お答えします。通行指導につきましては，整備をした市道千波２号線および幹

線市道39号線において実施しておりまして，その体制としましては，水戸市の交通政策

課と防災・危機管理課の職員，そして茨城県警察様，沿道の高等学校に御協力いただき

まして，定期的な通行指導をさせていただいております。その他の整備路線につきまし

ては，通行指導を実施していない状況でございます。 

 

会長会長会長会長  

よろしいですか。 

 

        委員委員委員委員 

話は分かりましたけども，道路交通法が変わって，左側通行になった段階で，そうい

った整備をされたから指導をするということだけではなくて，全体的に交通ルールを守

らせるっていう指導をお願いしたいと思います。私は以前にもお話しましたけども，あ

る場所の押しボタンの信号で信号を無視して自転車が通行していく，車道を通りなさい

ってことですけども，歩行者が通っても自転車は止まらないという状況がありますので，

左側とかそういうルールを整備された区間だけでなくて，もっと広げるべきではないか

と思います。 

 

会長会長会長会長  

御意見はごもっともでありますが，自転車は原則車道通行ということで道路交通法に

従って車道を走れよって言ったところを，どこまでやるかっていうところで，要するに

それをやるためには，ハードの部分，つまり走れるような安全な自転車の通行空間がで

きていないとなかなかそこがやりにくいということがあると思います。 

事務局から報告のあった市道千波２号線，幹線39号線に関しては，自転車が走れるよ

うな通行環境を整備したので，それならば今まで歩道を走っていた自転車も走れるでし

ょうっていうことで，路線を絞った指導になっていることだろうと思いますが，そうい

うことでよろしいですか。 

それから，後半に説明がありましたように順番に通行空間を整備しているということ

がありますので，整備したところに関しては，これまで整備したところを含めてそうい

う指導をかなり徹底しているところもあります。 

ただ，御指摘がありましたように，一般の方々への自転車のＰＲというものをもう少

し組織として強力にやっていいのかな，と感じるところはあります。 

 

        委員委員委員委員    

今の質問で私が気になったのは，道路の整備も大事なのですが，実は金沢でもヘルメ

ット着用を努力義務とする条例ができまして，小学校の自転車教育が非常に変わったん

ですね。 

水戸の小学校はどんなふうに教育しているのか分からないのですが，金沢では交通公
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園で自転車の乗り方を指導しているのですが，以前は小学生は歩道通行ということで歩

道通行の指導をしていました。今は整備されていなくても車道左側通行が当たり前なの

で，交通公園でもまずヘルメットをきちっとつけることから指導して，そして車道左側

を走る教育をしているし，信号で止まることもしています。 

そういうところから変わっていかないと，整備できてから教育を変えていくのでは遅

いのではないかと考えていますが，その辺についてもこちらでも今回どうなっているの

かを伺いたいと思います。 

 

会長会長会長会長 

 今のは，少し中長期的観点から交通教育をやっていった方がいい，それの方が結局将

来的には早道というか，いいだろうとのことなのですが，その辺の考えはどうですか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

 はい，資料１の４ページを御覧いただきたいと思います。水戸市での交通安全教室の

開催状況についてでありますが，市内の小学校，中学校でそれぞれ31回,16回という回

数でヘルメットの着用の義務，自転車，歩行者道の中での通行方法，そういった指導も

交通安全教室の中でも行っているところでございます。  委員の御指摘のとおり，整

備済みのところからという指導だけでは足りないのではという御指摘がありましたの

で，委員さんの御指摘を受け，効果的な指導方法，教育方法をどのようにしたらよいか

ということにつきまして，引き続き検討してまいりたいと思います。 

 

会長会長会長会長        

金沢の交通公園での指導は，フリーに交通公園でやっているだけではなくて，小学生

がわざわざ行って指導を受けているのですか。 

 

        委員委員委員委員    

 金沢市は小学校３年生になったら必ず交通公園で指導を受けるんですね。それを私は

見ていたのですが，以前は歩道通行ばっかりやっていたのですが，条例ができたあとは，

交通公園の中で車道の左側通行を指導しているので，指導の仕方から変えたのだと思っ

てそれはいいなと思いました。普通の道路でも左側を通らないといけないので，そうい

う指導は大事だと思います。 

 

会長会長会長会長    

 小学校に出向いてスライドで説明するだけではなくて，校庭で形を作ってやるといっ

たことはやっていると思うのですが。つくば市には交通公園っていうのがありますね。 

 

        委員委員委員委員    

 ひたち海浜公園にもありますよ。 
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        委員委員委員委員    

 ひたち海浜公園の中の交通公園は母の会で研修には行きます。実際に自転車にも乗せ

てくれますし，飛び出しの危ない状況とか人形を作ってやってくれますし，この近辺の

小学生は１回は行っていると思いますよ。ただ，交通，自転車に関する法が変わってか

らですけども，それが交通公園の方でどのように解決策がとられているのかちょっと分

からないのですが，実際には自転車の乗り方から，車の左折の巻き込みとか，そういう

もの全部をやってくれます。 

 

会長会長会長会長    

 それはだいたい小学生ですか。 

 

        委員委員委員委員    

 小学生も来ますし，大人の私たちも研修に行きますね。実際に自転車に乗ってみたり

もします。だから，せっかくひたち海浜公園の中にいいのがあるのですから，各小学校

でもうちょっと安全教室というものに力を入れて利用するといいかな，と思います。 

 

会長会長会長会長    

 小学校によって温度差があるのですか。 

 

        委員委員委員委員    

 何回も行っているところもあれば，あんまり行かないところもあるだろうとは思いま

す。交通安全協会と連携して子ども自転車大会を毎年開いていますが，全国大会もある

のですけれども実際に水戸は１校も出てきませんから。 

 

会長会長会長会長    

 来るのは大洗とかですか。 

 

        委員委員委員委員    

 そうですね。小学生でやっているのですけども，水戸地区は今は茨城町と大洗だけで

す。県西の方になれば真壁とかは全て出てきますけれども，それの中で水戸は一番小学

校が多いのに１校も出ないんですね。 

だから，やはり教育をどのように考えているのかなって。もう水戸地区の大会は，大

洗自転車大会にしてもいいのではないかっていう声も出ています。全国大会もあります

が，その中でただ自転車の乗り方じゃなくて，法規の試験もありますし，そういうのを

勉強することを小さいうちからやるっていうのは大事かなと思います。 

圏内の自転車事故の多くは水戸で起きていますが，その辺の温度差が原因だったりす

るのかなと思ったりします。 
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        委員委員委員委員    

 水戸は小学校の自転車通学がないのですか。 

 

        委員委員委員委員    

 ないと思います。今茨城町も大体バス通学になっていますから自転車通学はないので

すが，やっぱり中学，高校になったら乗ります。急にパッと乗っても法規とかそういう

のは分かりませんので，やっぱり小学校のうちからそういう意識をもたせるっていうこ

とが大事なのかなと思いますね。 

 

会長会長会長会長 

 今出ている意見は，外部指導っていうのはやはりその場での指導がないと守らせるこ

とができないと思うのだけども，比較的中長期的に考えると，子どもの頃からの交通安

全教育というのは本当に大事だと言うことですね。 

そのやり方が４ページに書いてある方法だと，どちらかと言えば小・中学校に行って

説明するっていうのが酌み取れるのですが，それ以外にもいろんな方法があって，交通

公園に行ってやっているっていうところもかなりあるみたいなので，そのようなことも

少し含めて，もうちょっと体系化したらどうかということかと思います。 

 

        委員委員委員委員    

 御指摘があったように，市道千波２号線と幹線市道39号線で重点的にやるのはとても

いいと思います。だから実態からすると，さっきもずっと見ていたので分かるんですが，

問題は大人です。子どもたちにいっぱい指導しても，結局「おい，やっていないじゃな

いか」っていうことになってしまうのが一番の問題だと思います。 

市道千波２号線，幹線市道39号線でそういうことをやるときに，子どもたちってけっ

こう素直に聞くんです。よく分かっていないというか，行っちゃえ，という大人たちを

徹底的につるし上げないと無理なんじゃないかと思います。それを意図的に市職員の方，

それから警察の方も，むしろ大人が恥をかく状況にしないとなかなか前に進まないと思

います。せっかく子どもたちが若くしてやっているのに，帳消しになってしまうのはま

ずいなと思いました。その辺が気になりました。 

もう一つ，ついでに聞きたいのですが，６ページの平成30年度の施策の実施のところ

で，５月の「いばらきサイクルフェス2018」は，県内自治体の職員を中心とした自転車

走行会で幹線市道39号線と市道千波２号線を紹介して実際に走ったのでしょうか。走っ

た感想などを聞いていましたら，ぜひ，教えていただきたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

 二つ質問がありましたが，最初の方の御指摘，４ページで先ほども交通安全教室が書

いてあるのが小学校，中学校とのことですが,当初は中学校までで，高校は行わないと

いうことで，  委員の御指摘は，大人の教育が問題じゃないかということですが，こ
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れからのお考えとかはありますでしょうか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 はい，大人向けの指導のところで，市道千波２号線や幹線市道39号線の現地の指導は，

高校生だけではなくて，大人を含めて立哨活動で指導させていただいているところでご

ざいます。それを一般の自動車ユーザーなどに，どのような形で周知するのかについて，

引き続き効果的な方法を考えながら，まずはできるところから着手して体系的に交通安

全教育を進めていきたいと思います。 

 

        委員委員委員委員    

 通勤と通学の時間帯は同じだと思っています。若干通勤の方が早いかもしれないです

が，通行指導があるということがわかれば，それは自然と大人の方へ広がっていくので

はないかと思うので，小・中・高の段階でぜひ行っていただければ，大人の方への広が

りも出てくるのではないかと思っております。 

 

会長会長会長会長 

 職場のモビリティ・マネジメントとして，自転車通勤だとか，自転車の活用という単

位で，少し自転車のＰＲを考えるべきかなと思います。 

  委員の二つ目の質問の，６ページの「いばらきサイクルフェス2018」の中身を説

明していただきたいのですが，県内自治体の職員を中心とした自転車走行会とは何なの

かというのと，そもそも今回，幹線市道39号線や市道千波２号線を走ったのかどうかを

御説明願います。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 「いばらきサイクルフェス2018」では，自治体職員を中心とした自転車走行会を開催

いたしまして，幹線市道39号線と市道千波２号線を含むコースを設定し，実際に走行し

ていただきました。 

主催者の茨城県地域振興課がオブザーバーとしていらっしゃっておりますので，審議

会の御了解いただければ，一言コメントをいただいてもよろしいでしょうか。 

 

会長会長会長会長    

      委員の質問にお答えいただいてもよろしいでしょうか。 

 

 

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    

 茨城県地域振興課です。５月に水戸市を会場にいばらきサイクルフェス2018を開催し

ました。これは自転車活用推進法が施行になりまして，全県的に自転車の活用をどう進

めていくのかを，まずは自治体の職員の方にも考えていただくきっかけとしてやらせて
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いただきました。 

実際に自転車に乗ってみて初めて気づくこと，分かることがたくさんあるだろう，そ

ういう視点で自治体の職員30名ぐらいだったと思うのですが，２班に分かれまして幹線

市道39号線と市道千波２号線を走っていただきました。 

走っていただいた感想としては，特に水戸市で整備が進んだ幹線道路でしたので，走

りやすいねという御意見や，あるいはまちなかを走るにもいろんなお店を回ることで自

転車の活用の意義があるのではないかという御意見をいただきました。 

 

        委員委員委員委員    

 オブザーバーがおっしゃたように，教育をするのに一番お手本になるのは公務員だと

か警察官だと思うので，その人たちが前向きに変わっていくことが重要なので，せっか

く走行会をやったのであれば，ああいう整備を進めていって，ああいう所を守ってほし

いね，左側通行はいいねっていう感想が聞けるといいなと期待したのですが，今後とも

よろしくお願いします。 

 

会長会長会長会長    

 県内の自治体でノーマイカーウィークをやっているのであれば，それをもっと徹底し

てやったらいいと思います。 

 他に何かありますか。 

 

        委員委員委員委員    

 まずは，交通政策課の皆様をはじめ，関係者の皆様のこれまでの取組に感謝を申し上

げます。ラジオ出演も含めお疲れ様でした。  委員からもありましたが，「いばらき

サイクルフェス2018」は私もすごく興味深く行きたかったのですが，県外におりました

ので出られませんでした。 

今回の資料を見ますと細かいところに一つ一つ触れると時間がなくなってしまいま

すので，一番興味がある３点だけ質問させていただきたいと思います。 

一つ目はいばらきサイクルフェス2018なのですが，どれくらいの方がこのイベントに

参加されたのか，今後同じようなイベントをやる予定があるのかについて御教示いただ

けると幸いです。 

二つ目ですが，資料10ページにある今年度の実施内容で，サイクルトレインの実現，

この取組に期待を持っていまして，すでに鉄道事業者等と意見交換等が始まっていると

お聞きしておりますので，その経過がどうなっているのかをできる範囲で詳しく教えて

いただきたいのと，少し本題とは外れるかもしれないですが，常磐線と高速バスが記載

されていないので，私としてはできれば常磐線と高速バスの方がインパクトが大きいと

思うので，施策に入れていただけるとうれしく思いますので御教示いただきたいと思い

ます。 

最後に資料14ページですが，茨城県との連携のところです。「いばらき自転車活用推
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進計画」の内容に期待していますが，県全域の規模がありますと，おそらくつくば，霞

ヶ浦，土浦のようなりんりんロード関係が中心となってしまうんじゃないか，県庁所在

地の水戸市が軽んじられてしまうんじゃないかという憂いを持っていますので,一市民

として，もし現在分かっている情報でお答えいただけるものがあれば教えていただける

と幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

会長会長会長会長    

 １点目と３点目について，３点目は平成31年度以降の施策に入るんですけども，これ

はオブザーバーが回答しますか。 

 

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。１点目の内容は「いばらきサイクルフェス2018」の参

加人数と今後の開催予定という内容でございました。また，３点目につきましては，茨

城県全体における自転車活用推進計画の方向性と言いますか，そのような御質問だった

と思います。 

まずは事務局から，２点目に御指摘がありました10ページに記載させていただいてい

るサイクルトレインの実現，意見交換の内容になりますが，水戸市は鉄道の沿線ごとに

組織化されている期成同盟会や利用促進会議などの会議に参加しております。直接鉄道

事業者様に御協力をいただける貴重な場ですので，その都度，鉄道沿線における協議会

におきまして，会議のたびにサイクルトレインについて御質問をさせていただいたり，

御意見を申し上げたりしているところでございます。現在のところ，例えば水郡線でも

実施したことがありますが，今後実施できるかどうかは引き続き検討するというお答え

がほとんどで，具体的な取組は進行していない現状でございます。 

また，常磐線が入っていないということでしたが，常磐線も同じような期成同盟会が

ございまして，その中で提案の形にならなかったということで割愛しておりますが，常

磐線につきましても意見を申し上げる機会がありますので，それにつきましても引き続

き協議して参りたいと思います。 

また，高速バスに自転車を積み込む件ですが，どちらかというと路線バスへの積み込

みを考えておりましたので，今回御意見をいただきまして，実現可能性につきまして検

討してまいりたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

 常磐線は具体的にはどこからどこまで，あるいは高速バスというのはどこからどこま

でなどの希望があるのか，教えてもらってもよろしいでしょうか。 

 

        委員委員委員委員    

 個人的にですが，高速バスは宇都宮とか東京方面に利用したいと思います。バックに

分解して入れれば乗せてもいい，若しくはだめだとの対応が，私の知る範囲ではかなり
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不均一と聞いていますので，堂々とちゃんと自転車を乗せられるようにしてほしいと思

います。常磐線はやはり東京まででしょうかね。 

 

会長会長会長会長    

 常磐線は土浦までは延ばすのだと思いますが，そこからさらに延ばす話であれば，水

戸まで来て走る魅力があるのかってことですね。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 １番目と３番目の御質問ですけれども，またオブザーバーからコメントをいただいて

もよろしいですか。 

 

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    

 それでは６ページの「いばらきサイクルフェス2018」ですが，今年は500名の方にこ

のイベントに御来場いただきました。特に中心市街地，まちなかでこのイベント会場を

設置させていただきました。自転車のイベントですので，駐輪場を設けまして，自転車

出来ていただくようなことにも力を入れさせていただきました。 

それから，今後につきましては，まずは自転車の取組を全県に広げたいということで，

県庁所在地の水戸でまずキックオフ的にやらせていただきました。今後もできましたら

県内各地でこういったイベントができたらいいなと考えております。 

それから「いばらき自転車活用計画」ですが，まさに今年の６月に国の自転車活用推

進計画が閣議決定しましたので，これを受けて県版の計画の作成に着手したところでご

ざいます。本年度中にこの計画を作成していこうと思っておりますが，国の議論もいろ

いろ我々の方でも見ておりますと，非常に検討項目が多岐に渡っておりまして，なかな

か簡単にはいかないのかなと思っております。 

現在は大きな議論の柱を２本建てています。全国的にサイクルツーリズムの話が盛ん

に行われておりますが，ツーリズムとかまちづくりの議論。それから今日の審議会で議

論となっておりますが，安全教育とか，まちなかのネットワークをどうしていくか，そ

ういった議論を大きな柱建てとして議論を本格化させていただきたいと考えておりま

す。 

 

        委員委員委員委員 

ありがとうございます。「いばらきサイクルフェス2018」のプログラムは本当に魅力

的な内容だったと思いますので，期待しております。ありがとうございました。 

 

会長会長会長会長    

 市民の期待が非常に大きいと受け止めていただければよろしいと思いますので，水戸

市，県の方でも，頑張っていただきたいと思います。 
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        委員委員委員委員    

    資料４ページについて，一つ意見と質問なんですが，通行指導，交通安全っていうこ

とは分かったのですが，業者ドライバーへの働きかけがラジオ出演だけでは足りないの

ではないかと思います。 

私も今日，幹線市道39号線を久しぶりに走ってきまして，本当にきれいに走りやすく

なっていて，ストレスを感じずに，通行量が少なかったからだと思いますが，快適に走

行できました。 

実は私の知り合いに水戸市の先生ではないのですが，学校の先生がおりまして，電車

と自転車で通勤していて，生徒たちに交通安全，自転車の乗り方を指導するのですが，

「あまりしつこく車道を走れと言いづらい，徹底できませんよ」と言われ，それはなぜ

かというと，茨城の方はお分かりだと思うのですが，車道を走ってはねられたらどうす

るのかっていうことですよね。 

生徒たちには車道左側を走ることを指導すれば，徐々に浸透していくとは思うのです

が，車のドライバーが自転車が車道を通っているのは危ない，あっちが間違っている,

勘違いしていると思っています。そうでなくても単にスピードを出してしまったり，そ

ういったところがあると思うので，自動車ドライバーにも働きかけることを強化してい

ただきたいと思います。 

それに関連してなんですが，４ページの一番下のところにですが，寄附受入れ事業の

活用ということで，思いやり1.5ｍステッカーは非常にいいことだと思っていて，私も

実は車に伊豆市のステッカーを貼っているのですが，この寄附受入れ事業に載っている

ということは，もし寄附がなかったら実現しないのかと思ったのでお伺いします。 

 

会長会長会長会長 

２点あったのですが，１点目に関して市道千波２号線とか，幹線39号線を走ったドラ

イバーがどういう反応，感想を持っているのかということがわかれば，それを含めて教

えていただいて，その自動車への働きかけっていうのをどうお考えかっていうのが最初

で，２点目が寄附の受け入れ事業のことですね。それを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    

 はい，事務局からお答えいたします。 

ドライバーへの周知をどうしていくのか，どのような方法があるかを色々考えた上で，

茨城県は民放テレビ放送局がないという特性がございます。また，車に乗っている方は，

ラジオをつける可能性が比較的高いということもありまして，ラジオ出演をいたしまし

た。当然これが完全な周知方法ではないと思いますので，多様な方法を検討しながら，

どのような形でドライバーに周知できるのかを検討していきたいと思います。 

免許更新時の講習にメニューとして加えていただくということも茨城県警察に御協

力をお願いしたいですし，死亡事故を減らすためにどのような更新時の講習を行ってい

くのかも，限られた時間でメニューが盛りだくさんになってしまう可能性がありますが，
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御相談しながら実現していければと考えております。 

２点目の寄附事業でございますが，昨年度にこのステッカーを水戸市の公用車に貼っ

ていこうと交通政策課で予算要求していたところですが,予算措置されなかったことが

ありまして，お金が措置されないのであれば，違う手段として寄附カタログへの掲載を

したところでございます。寄附がない限り実現しないという形にはしたくないので，引

き続き実現に向けて調整をしていきたいと思っております。 

 

        委員委員委員委員    

ステッカーはいくらなんですか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 資料の字が小さくて恐縮ですが，見積りを徴取したところ，100枚作るのに10万円か

かるという計算です。10万円程度を寄附していただいて制作できるということになりま

す。 

 

        委員委員委員委員    

私の所属団体では半額くらいで作っています。 

 

会長会長会長会長    

 私の方から質問させていただきたいのですが，市道千波２号線も整備から２年経ちま

すし，幹線39号線も半年くらい経ちますが，県警さんから見て幹線39号線はいかがなん

でしょうか。 

 

        委員委員委員委員    

   と申します。初めて審議会に参加させていただきました。 

着任早々，幹線市道39号線の自転車通行帯を見に行かせていただきました。大変素晴

らしくできています。本当に通行帯も広いですし，わかりやすいと思います。しかし，

残念ながら見たときには自転車の通行が少なかったです。自転車通行の案内表示がある

にもかかわらず，５台に４台は広い歩道を走って，１台は車道というように私は感じま

した。 

これだけ素晴らしい通行帯があるにもかかわらず，何で自転車は通らないのかを考え

ました。考えられるのは，そういう指導が足りないっていうのがあると思います。プラ

スして，自転車乗りにとって安心して走りやすいような通行帯ではなく，ちょっと危険

を感じる通行帯なので，歩道の方に入ってしまうのかなと思いました。 

対策としては，あれだけ広い道路での通行帯なので，車道と分離するような，ポスト

コーンなり，可能ならば縁石で分離すれば，自転車乗りも走りやすいのかなと思います。

現実に国道50号線の水戸桜ノ牧高校周辺は歩道，自転車道，車道が縁石で分離されてお

り，本当にみんなそれぞれ守って走っています。安心して走っていると思います。 
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幹線市道39号線に関しては，自転車にとって後ろから高速で進行する車に対して恐怖

心があり，どうしても広い歩道に入ってしまうということになるので，ハ―ド面で可能

な限り，ポストコーンによって車道と分離すると，今よりも自転車が走りやすくなり，

ドライバーも分かりやすく，自分も今まで以上に走りやすくなると思います。 

ポストコーンもお金がかかり，途中途中に商店があるので，ずっと並べることはでき

ませんが，ところどころ置いても，それだけでも効果があると思います。あれだけ広い

通行帯があるので，自転車通行のモデル地区みたいなこともやっていいのかなと思いま

す。私の感想です。 

    

会長会長会長会長    

どれだけ歩道を走っているのか車道を走っているのかは，見るときによって違うので

すが，結構車道の矢羽根のところを走っている時もありますが，昼間に歩道が空いてい

るときは普通の大人の人たちが歩道を走ってしまうことがあります。 

11ページの記述で見ると，幹線市道39号線もたまたまなのかもしれないですが，80%

という素晴らしい数字が出ているので，ここにいらっしゃる委員の皆様の幹線39号線が

どんなものか，周りにいる方々の評判がどのようなものか，事務局に寄せられてくる幹

線市道39号線などの評判がどのようなものかを参考にして，今後の施策を進めていただ

きたいと思います。 

    

        委員委員委員委員    

   委員の御指摘のとおりなので，参考までに東京でどういったことが起きたか振り

返っていただきたいのですが，2011年ごろに東京都が自転車通行空間を200キロメート

ル整備したのですが，全然誰も使わない状況が続きました。2016，2017，2018と３年間

で東京の警視庁が交通管理者として，矢羽根いわゆるナビマークというものを作り，１

年間に330キロメートルずつ，もうそろそろ1,000キロメートルに達しています。こうし

て自治体の市区町村が同じように作り，1,500キロメートルを超えているのですが，こ

の前警視庁に聞きましたら，また３年間作ると言っています。 

道路の実績というのは途中からカーブが上がるものです。つまり当初は認知されない

のです。誰も使わない期間が結構続いて，しかも警察の交通の方は毎日のように車のド

ライバーから抗議の電話が来て，みんなで上の方を説得して耐えていました。しばらく

して，みんなが納得して車のドライバーがあっちにもこっちにもあるから，しょうがな

いから自転車に気を付けようというムードが生まれ，安全性が高まってきました。 

先ほど挙げられましたポストコーンみたいなものや，縁石を作ったり，柵を作ったり，

いくつかあるのですが，東京ではものすごく不評です。使わなくなります。なぜかとい

うとバキュームカーもブラシカーも入れないからです。中国では自転車道専用のブラシ

カーが開発されて動いているのですが，日本は中国よりはるかに遅れていて，柵で区切

った途端に永遠に掃除が出来ないので，濡れ落ち葉で秋なんかは危なくて自転車が走れ

ないような状況ができてしまい，東京でそういうところがいくつかあります。物理的に
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区切ることがそのままいいかどうかっていう議論があります。 

それからもう一つは，車のドライバーがどれだけ認識しやすいかってことなので，増

えていかないと効果は表れないと思います。市道千波２号線と幹線市道39号のところだ

けではなく，これから増やしていくのに正直申し上げてこの目標数値って「へ？」って

思います。 

東京ですら１年間300キロメートルを警視庁だけでやり，一般の区市町村を入れると

倍になるわけです。前にも申し上げたように，愛媛県では2017年１年間だけで1,144キ

ロメートル作っています。1,144キロメートルを100メートル，200メートル発注してい

るのではなく，300キロメートルずつ発注しています。一つの業者に300キロメートル発

注して，４社でやると単価がものすごく落ちます。１年でできてしまいます。これを800

メートル整備しました，１キロメートル整備しましたって，やっていくうちは永遠に浸

透しないし，みんなが納得しないと思います。 

ここでやるべきなのは，とにかくどこに行ってもそれが目立つ状況。自転車が通るの

だから仕方がないと車のドライバーに覚悟させること，それが安全への一番の近道だと

思います。先ほど，  委員が発言されましたが，ドライバーへの教育は正に道路に描

くことから始まるのではないかと私は思います。    

 

会長会長会長会長    

 今のは県警さんの御協力がぜひとも必要です，ということがまず第１です。それから

第２が，ネットワークの効果がまだこの段階では見られないので指標が重要です。 

年間交通量などを見ても，整備路線が１本，２本，３本の段階で原始的な手法を使っ

てもなかなか分からないので，人が少ない今の段階では，個別の路線，例えば幹線39

号線の事故の内容がどういうものかなど，細かいところを見ていった方がいいのではな

いかと思います。 

 

        委員委員委員委員    

  委員と同じ意見です。安全を感じないと自転車は通らないです。これから，そこ

をどう考えるかってことです。 

 

会長会長会長会長    

 ただいま４時ですが，あと15分くらい続けたいと思います。 

最後の14ページの平成31年度以降の施策について記載してありますが,記載どおりに

施策を実行してくださいということでよろしいでしょうか。今の御時世，自転車活用推

進計画もありますけど，このようなことを着実にやったらどうかなど，アドバイスがあ

ったらお願いしたいと思います。過年度の実績の質問,意見も含めて平成31年度以降の

施策に対しての御意見，御質問をぜひお願いしたいと思います。 
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        委員委員委員委員 

まず，最初にさきほどの幹線市道39号線の話なのですが，今日走ってみて，私はあの

広さは安全だと思いました。金沢は狭いので，あのような広さが確保できるだけで，車

の危険を感じるほど狭くはなかったし大丈夫だと思います。 

一番の問題は歩道の幅員が広いことで，金沢の似たような場所でやった時は，通行指

導の仕方をちょっと細かくしました。金沢にも歩道幅員が広いところがありますが，法

定標示の自転車レーンがある場所では歩道通行はできないのですが，大学生などは歩道

を通ってしまいます。 

そこで，この学生はどこからどう走ってきて，どこで駐輪場に入るのかを調べ，早い

段階で左側のレーンに移らせるように，交差点ごとに指導するポイントを決めています。

市職員や警察と連携してここで左側に渡しましょうって決めてやらないと，自転車で歩

道を通っても誰も何も言わないとなると，歩道通行が定着してしまうので，特にあのよ

うな広い歩道があるときには，そういう調査をして，どういう指導方法で，ポイントの

交差点がどこにあるかを調べる必要があると思います。それが１点。 

あと，平成31年度以降の施策についてですが，ここで宣伝も兼ねてお話をさせていた

だきたいと思います。 

まず１点目は，石川県には金沢自転車ネットワーク協議会というものがあります。私

たちが平成23年に作り，道路整備に際して，国・県・市が連携しない限り，いつまでも

ネットワークができず，行政マンと警察そして住民がどう住民参加でやっていくかとい

う課題に対して，この自転車ネットワーク協議会はうまく機能しました。 

その中でお見せしたいのが，整備前と整備後で事故が減ったという路線が全部洗い出

されているこの資料です。このように警察と協力して各路線を調べていくと，市内でも

整備した路線は事故が減ってきたというようなデータも出てきました。このような協議

会があると，このような調査もできるし，その都度，道路ごとに協議することなくネッ

トワークも作りやすくなり，だんだん住民の目にも道路整備が見えてきて，だんだん協

力体制というものができてきます。 

実は金沢自転車ネットワーク協議会ができて10年になりますが，今年の８月25日に金

沢自転車ネットワーク協議会の勉強会を開催します。勉強会は毎年１回やっていますが，

この勉強会でこの10年でどのようにやってきたか，そこに関わった人々が出てきてノウ

ハウを伝えるということをやります。それがまず１点目ですね。 

それから金沢市内で整備をしてきて，今一番問題になったのは，大学生とかの教育で

す。大学生もありますが，一般市民にもまちなかを楽しくサイクリングして，そして交

通教育もやろうというようなパンフレットを作ったりして市民参加でやっています。こ

のような取組を行って，住民も単なる教育よりも楽しみの中で交通教育ができるように

すればよいのではという意見がもう一つのお知らせ。 

３点目ですが，平成30年度第７回自転車利用環境向上会議 in 堺についてです。毎年

全国で自転車利用向上会議をやっておりまして，１回目は金沢だったのですが，以降は

２回目が宮崎，京都や静岡，宇都宮，そして昨年は愛媛，今年は堺でやります。今年の
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特徴は，自転車活用推進計画ができたので，自転車活用推進本部も私たちの主催の企画

に入っています。 

そこでは五つの分科会ができますが，第１は自転車推進計画の作り方，地方版の作成

のポイントで第１分科会をやります。第２分科会は利用環境ということで自転車とまち

の未来，ここには経済産業省も参加します。そして，第３分科会は安全教育，自転車教

育の新展開ということでやらせていただきます。第４分科会は堺市の堺都市政策研究所

というところが企画をしていますが「サイクルツーリズム 散走とシェアサイクル」と

いうタイトルでやらせていただきます。第５分科会は自転車の株式会社シマノと堺市が

連携して企画していますが，自転車と健康，心と身体に効く自転車活用ということで自

転車通勤とかそういうことをやります。平成30年10月26日，27日の２日間に分かれて開

催されますので，御興味のある方は御参加ください。 

 

会長会長会長会長    

 一つは通行指導がポイントであるとのですが，市の職員がいつもスタンバイしている

のは大変なことだと思いますし，県警さんも御協力いただいていますが，ネットワーク

が広がっていったときに，その通行指導を関係者だけでやるのは無理だと思いますので，

御協力いただける新たな担い手を作っていくことを始めないとそろそろ手一杯になる

だろうということです。 

それから２点目は，ネットワーク協議会というものがあり，これが非常に力を持って，

自転車利用環境を進めていくのに，今までいろんな側面で有効に働いてきたということ

です。今度は県が主体となって自転車活用推進計画を作るということですので，国・県・

市・県警など，色々な場を作っていくのが良いというアドバイスでした。 

それから３点目は，今年の自転車活用利用環境向上会議が堺で開かれるので，テーマ

は非常に幅広いですけどもいろんなことがあるので，委員の皆様も含めて，都合がつく

方は参加したらいかがですかということです。 

 

        委員委員委員委員    

 自転車の通行量を増やそうということで，9,500台とありますが，なかなか厳しい数

字だと思います。市内の歩行者通行量がそもそも減少していますから，そういう中で自

転車だけ増やそうということで，数字はどのような根拠なのかとは思いますが，根拠の

ことではなく，水戸駅をはじめ市役所新庁舎など，レンタサイクルをもっと増やすこと

を提案したいと思います。 

とにかくレンタサイクルというと，観光客が使用するという考えになっている人も多

いのですが，レンタサイクルがあれば，天気のいいときだったら，ちょっと今日は乗ろ

うかなと，大手門を見て来ようかなということもあるので，レンタサイクルをもっと市

内の随所に増やしてはいかがでしょうか。それには観光コンベンション協会だけでは無

理があるので，自転車の業界の方を始め，もっと色々な団体の方と一緒になって，レン

タサイクルを増やしていくという計画を組むといいなと思います。 
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アドバイスはそれだけですが，さきほど  委員が発言された時に「うんうん」とう

なずいて聞いていましたが，自転車に乗ったことがある人は，車道を走った方が気持ち

いいことは誰も知っていると思います。段差がありませんから。歩道を走れば，いちい

ち路地の出入りだとかで，ガッタン，ガッタンとなって大変なんですね。歩道を走って

いる人はルールを知らないのかということではなくて，自分の安全を考えてそっちを走

っているのだと思います。これを変えていくっていうのは  委員がおっしゃるように，

大変なことだと思いますので，みんな知っていて走っていることを前提に，どうしてい

くかはみんなで考えなければならないと思います。 

 

会長会長会長会長    

 ありがとうございます。１点目のレンタサイクル，コミュニティサイクルについては，

これは私も思いますが，観光っていうのが分かりやすいとは思いますが，観光だけでな

くて，おっしゃるとおりに一般市民にも広げていくというか，レンタサイクルのターゲ

ットをはっきりさせたほうがいいのではないか，そしてターゲットは一般市民も含むだ

ろうと思います。コミュニティサイクルの場合にはポート数が絶対的にあるとなった段

階で効果が出るので，よくお考えいただきたいと思います。 

２点目の歩道を走る自転車は自分の安全を考えてのことということで，そのとおりだ

と思いますが，その人達に言いたいのが，自分の安全だけではなくて歩行者の安全も考

えなくてはいけないということです。それを強烈に言わないといけないと思います。 

そろそろもう少しでお時間なのですが。 

 

        委員委員委員委員    

 すいません。言いたいことがあります。二つほどお願いしたいと思います。 

一つ目は，14ページの平成31年度自転車通行空間整備予定箇所についてですが，ここ

に書いてある幹線市道12号線の緑のラインをもっと延長していただきたいのです。今は

南北の線だけですが，さらに東西の線として吉田神社あたりまで行けば，赤塚から水戸

までのラインができます。この路線の整備は一般の方への周知徹底に大きな効果があり，

通行人同士によるマナー向上のお声掛けといったものまで出てくると思います。ここで

止まっていることは残念ですし，もっと前倒しして実施してもらいたいと思います。こ

の路線は，今日私が通ってきた道路なのですが，白線が消えかかっており，路側帯が見

えづらくなっている状況です。早急にやってもらいたいというのが希望です。 

まちなかの国道50号や国道50号バイパスに比べ，この路線は路肩にある程度幅があり

ますので整備しやすいと思います。矢羽根を書くと地域にも自転車の交通ルールが伝わ

るのではないかと思います。ぜひ整備範囲を延長していただきたいです。それが一つで

す。 

それからもう一つは，９ページの駐輪場の件ですが，防災・危機管理課の方に電話で

水戸駅南口の駐輪場の利用状況を問い合わせたところ，稼働率が東棟の方が77.3％,そ

れから西棟の方が57％ということで非常に空いています。空いているにもかかわらず，
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駅のロータリーに駐輪場を設けたというのは絶対反対です。なんで駐輪場を設けてしま

ったのか。以前の審議会でもお話しましたが，あのロータリーはバスやタクシーなど，

往来の拠点として考えていたところなので，歩行者の安全というのを考えなくてはいけ

ないのに，あそこに自転車が飛び込んでくるっていう現状を絶対にやめるよう指導して

いただきたい。これだけは言わなくてはならないと思い，言わせてもらいました。これ

で意見を終わりにします。 

 

会長会長会長会長 

簡潔に今の意見に対してお答えいただけますか。 

最初14ページのネットワーク路線の整備をもっと延長して，前倒しでやってほしいと

のことですが，予算との関係もあるでしょう。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 １点目の幹線市道12号線の整備延長をもっと延ばすことはできないのか，延ばすべき

だという御指摘ですが，できる限り事業費を獲得できるように頑張って参りますが，現

在の予定ではこの図に表示されている範囲ということでございます。 

７か年の自転車利用環境計画の中で，優先整備路線の整備を図っていくためには，現

状の整備ペースでは足りないということになりますので，整理しなおして着実に事業を

推進できればと思っております。 

２点目の駐輪場の件は，市営駐輪場の稼働率が低いにもかかわらず，エクセルみなみ

１階の民間駐輪場設置は反対という御指摘ですが，歩行者と自転車が錯そうして危険で

あるとのことでしたので，私どもが実態を調査した上でどうしていくかということは検

討していきたいと思います。 

 

        委員委員委員委員    

 削除できなければ，最低でも，乗り入れ禁止，乗車通行禁止っていう形にしてもらい

たいと思います。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 危険な状況であれば安全確保ということは対応していきたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

 そろそろお時間ですが，何かありますか。  

 

        委員委員委員委員    

言いたいことはたくさんあるのですが，三つくらい申し上げます。 

今後の施策に入っていないところで，いつも申し上げているのが，水戸市の事故の形

態の分析が弱いです。今日も12ページ目のグラフで，この計画を作ってから事故が増え
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ているように見えているのですが，必ずしもやり方が悪いからではないので，それでだ

めということではなく，幹線市道39号線，市道千波２号線は継続的にモニタリングをし，

事故の一個一個の形態を見て，歩道で起きているのか，車道の逆走で起きているのかと

いう分析はぜひやっていただきたい。 

「水戸市自転車利用環境整備計画」の14，15ページに，この幹線市道39号線の平成24

年，平成25年の事故分析を県警さんの協力を得て出していただいています。それぞれ年

間12件，11件の事故件数ですが，資料１の12ページでは平成27年だけ事故が減っている

ように見えますが，これはたぶん確率的な変動の中に入っていると思いますので，もう

少し長いスパンで見て，金沢のように整備した道路の事故が減っているという科学的な

検証を踏まえて，将来展開していく姿勢が重要だと思います。全国的にというか，県の

データを見ても，事故の件数は下げ止まっています。そのマクロな原因は私も理解して

いないのですが,そのようなデータを少し見ながら今後の展開を考えていただきたいで

す。 

二つ目は，ネットワークをうまく広げていただきたいという思いも込めて，国とか県

との連携が書かれており，茨城県には期待したいのですが，水戸市のネットワーク優先

整備路線の県と国の道路は比較的難しく，ほとんどスペースがないのでここをどうする

のかというところです。 

14ページに書いてある赤の二重線の幹線市道13号線は，水戸市の中では難易度の高い

路線で，東京ではよく見られるのですが，本当に狭く交通量の多いこの道路に，我々は

車道にズバーッと矢羽根を引くということをこれからやるので，この路線の成果や状況

を国と県が整備する路線にフィードバックして，狭い道路での整備を後押ししていくこ

とをやっていただきたい。 

さらに住民をどう巻き込んでいくかなんですが，住民との協議が水戸は弱いと思って

おり，路線整備をする際に周辺の住民に対して，こういう整備をしてどういう効果を狙

っているか，などの情報提供を間に合えばぜひやっていただきたいと思います。使う人

は沿線の住民ですし，周辺には私の知り合いもいっぱいいるのですが，整備された矢羽

根を見て「何これ」なんて言う人もいるわけで，整備されて始めて見るといったことが

ないように，市が事前に情報提供をするという姿勢が必要です。「何これ」と思われる

ことが頻発すると，ネットワークを広げる妨げとなるので事前の情報提供は非常に重要

だと思います。 

最後に，自動車利用者への情報提供は難しいのですが，路上駐車対策について，幹線

市道39号線は幅が広いのでどうしても路上駐車が多いです。「駐停車禁止ただし降車を

除く」となっていますが，５分から10分くらい停車して，見ていると常習的な人もいま

す。７ページの違法路上駐車車両の排除については，県警さんの御協力をお願いしたい

と思います。実際に下り坂で路上駐車車両が原因で，大量の高校生が玉突き衝突してい

るケースを見ているのでよろしくお願いします。 

 

    



28 

 

会長会長会長会長    

 もう少し御意見を言いたい方もいらっしゃると思いますが，時間も来ていますのでど

うしてもということがなければ，あとは事務局の方に御意見をお寄せいただくというこ

とでよろしいですか。 

 

〔特になし〕 

 

そうしましたら，議事にその他がございますので，事務局の方からお願いします。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関    

 その他に関しては簡潔に説明させていただきます。 

内容としては，審議会委員の任期についてでございます。本日は１年半ぶりにお集ま

りいただいたところですが，審議会条例第４条にあるように，委員の任期は２年とする

と定められており，本審議会委員の皆様の任期は本年８月31日までとなっております。 

９月１日以降の審議会委員についてですが，事務局としては，引き続き同様の体制で

皆様に委員に御就任いただきたいと考えております。また，公募委員につきましてはお

手元の参考資料１の委員募集要項により，改めて公募を行い，委員を選出したいと思い

ます。公募期間は，本日７月17日から８月10日までとなっております。委員の皆様にお

かれましても，お知り合いなどに広く周知していただけるようお願いいたします。説明

は以上でございます。 

 

会長会長会長会長  

御意見がないようでしたら，これで終わりにしたいと思いますがよろしいですか。 

 

〔特になし〕 

 

何もないようですので事務局にお返しいたします。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

   会長ありがとうございました。そして委員の皆様，大変真摯な御意見をいただき

まして誠にありがとうございました。歩みが遅いということかもしれませんが，皆様の

御支援をいただきまして，少しずつでも前進できるように事務局一同頑張ってまいりま

すので，これからも御助言をよろしくお願いいたします。 

本日は長時間にわたる御審議をいただきましてありがとうございました。 

 


