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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  令和元年７月23日（火） 午後１時30分から 

 

３ 開催場所  水戸市役所４階 政策会議室 

 

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，田口美博， 

大金和夫，澤畠政志，滑川雅之，常陸正，木村昇，渡辺修宏 

(2)執行機関 

武田秀，長谷川昌人，小林良導，細谷洋祐，小林かおり，矢ノ倉鉄也，堀江博之， 

大森幹司，有金正義，塚原達朗，黒澤純一郎, 久木崎隆，加藤久人，大和敦子， 

須藤文彦，大嶋実，佐藤通，伊藤大貴 

(3)その他 

欠席 櫻場誠二，森美木，松田慧吾，石川昭，鯉渕宏一，小森正彦，井野功一 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  議題 

(1)施策の実績報告（平成30年度実績，令和元年度中間報告）（公開） 

(2)令和２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。）   １人 

 

８ 会議資料の名称 

 【配布資料】 

資料１ 令和元年度第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 

資料３ 水戸市自転車利用環境整備審議会条例 

資料４ 令和元年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会座席表 
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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    

皆様，こんにちは。 

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，令和元

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。皆様がた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。 

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。改めて，本

審議会について御説明させていただきますと，この条例の第１条にありますように，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

ているところでございます。 

本審議会に答申をいただき策定いたしました「水戸市自転車利用環境整備計画」にお

きましては，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しております。 

本市では，向こう３か年の市の全体的な事業計画である「３か年実施計画」の原案を

毎年８月中旬頃に各部署でとりまとめており，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。 

以上御説明した趣旨により，皆様に御参集いただいたところでございます。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。 

 

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    

皆さんこんにちは。１年ぶりの会議ということになりますけれども，その間自転車に

関しては昨年度，自転車活用推進計画という国の政策が出て，茨城県もついこの間計画

を立てたところです。 

全国的に自転車に関してはブームと言っていいような状況になっていると思います

けれども，その中身も我々が当初から議論していた交通安全の面から自転車の利活用と

いうことにかなりウェイトがかかっています。しかし，ブームの時こそきちんと足元を
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整えたいと思います。自転車の利活用，シェアサイクルとかツーリズムとかありますけ

れども，その前提はやはり交通安全であり，自転車の通行帯がきちんと作ってあるとい

うことだと考えておりますので，その辺もきちんと踏まえて協議をしていきたいと思い

ます。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。本日は昨年の７月17日以来１年ぶりの審議会でございます。

つきましては，ただいま御挨拶をいただきました  会長の隣の  委員から，座って

いる順番に御所属と御名前を自己紹介形式でお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

〔委員自己紹介〕 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

続きまして事務局の職員を紹介申し上げます。交通政策課課長補佐兼係長の大嶋でご

ざいます。担当職員の佐藤でございます。 

また本日この審議会に出席させていただいております水戸市の関係課各課の職員を

自己紹介で御紹介させていただきたいと思います。 

 

〔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，本日の議事に入りたいと思います。議事の進行につきましては，規定によ

り，  会長が議長となり，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，よろしくお願いいたします。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 

御報告いたします。委員定数 20 名のうち本日の出席委員 13 名でございます。委員の

半数以上が出席されておりますので，規定により，本日の審議会は成立いたします。 

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。以上，御

報告いたします。 

 

 

 



4 

 

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，市の規定により，会議録を作成

し，原則公開となりますので，御承知おきください。 

次に，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。 

お手元の次第にある，議事１「施策の実績報告」及び議事２「令和２年度の施策につ

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，補足や追記

部分を中心に事務局から，まずは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「令和２年度の施策について」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「令和２年度の施策につ

いて」御説明させていただきます。資料１「令和元年度第１回水戸市自転車利用環境整

備審議会資料」に基づきまして御説明させていただきますので，お手元に御用意くださ

い。 

では，議事１「施策の実績報告」について御説明させていただきます。表紙をめくっ

ていただきまして，まず１ページ目を御覧ください。こちらには，「水戸市自転車利用

環境整備計画」第３章施策の体系，計画の 52 ページから抜粋いたしました施策体系図

を掲載しております。施策の実績報告につきましては，体系図の中央にございます基本

施策ごとに御説明させていただきます。 

それでは２ページを御覧ください。こちらから，各施策の実績，実施状況について記

載しております。では，報告内容について御説明させていただきます。 

本資料２ページから５ページまでは，基本計画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「安全への意識づくり」について記載しております。施策は

全部で三つありまして，こちらではまず「施策番号①自転車利用者への安全教育の充実」

について御報告させていただきます。なお，資料の文中に記載されております路線の位

置については 10 ページの整備箇所図を御参照いただければと思います。背後のモニタ

ーに映し出されているものになります。 

それでは，平成 30 年度の実績について説明いたします。まず，県警察や学校と連携

し，４月から毎月通行指導を実施いたしました。また，市内，市外の高校に対して，整

備路線の正しい通行方法を示したパンフレットを配布しました。さらに，交通安全教室

も年間を通じて実施いたしました。市内小学校で延べ 43 回，市内中学校で延べ 19 回の

開催となっております。 

続きまして，令和元年度中間報告でございます。通行指導につきましては前年度に引

き続き毎月定期的に行っております。今年度から平成 31 年３月に整備が完了した幹線
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市道 24 号線，通称赤塚駅南中央通りにつきましても通行指導を開始しております。通

行指導と合わせて，幹線市道 39 号線，通称水戸駅南中央通りの沿線高校を訪問いたし

まして，通行方法を示したパンフレットの配布及び自転車の正しい通行方法の指導につ

いて依頼を行っております。 

３ページを御覧ください。水戸市職員に対してチラシでの交通ルール啓発を行いまし

た。また，５月の自転車月間には市役所庁内のモニターを利用しまして交通ルールの周

知を行いました。さらに，水戸市環境フェアに参加いたしまして，来場者に対して市の

取組の紹介や交通ルールなどの啓発を行いました。 

そして，今年度も引き続き小・中学校を中心に交通安全教室を開催しております。 

事業の実施による効果につきましては，幹線市道 39 号線の車道左側通行の遵守率が

向上しております。 

令和元年度の今後の予定といたしましては，引き続き通行指導と交通安全教室を実施

していきます。９月には市内から自転車を利用して通学している学生がいる市内外の高

校に対し啓発チラシの配布と指導の依頼をさせていただきます。 

年度末には整備路線沿線高校への新入生及び水戸駅駐輪場利用者向けのチラシを配

布いたします。引き続き自転車の安全利用推進に向けた施策の検討及び交通ルールの啓

発を進めてまいります。 

続きまして，４ページを御覧ください。こちらのページでは「施策番号②自動車運転

者への啓発の充実」について御説明させていただきます。 

平成 30 年度の実績といたしましては，４月にラジオにて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。また，水戸市寄付

受け入れ事業のカタログに，資料のとおり思いやり 1.5ｍステッカーと自転車ルール教

本を掲載しました。こちらは引き続き御協賛をお待ちしております。 

令和元年度の今後の予定といたしましては，引き続き自動車運転者に向けた施策の検

討及び啓発を続けてまいります。 

続きまして，５ページを御覧ください。こちらのページでは「施策番号③自転車損害

賠償保険の加入促進」について御説明させていただきます。 

平成 30 年度の実績につきましては，交通安全教室の中で保険加入のＰＲを行いまし

た。令和元年度の中間報告といたしましては，５月に東京海上日動火災保険株式会社と

自転車保険に関して意見交換を実施いたしました。６月には水戸市環境フェアに参加し，

交通ルールと併せて保険加入についてもＰＲいたしました。 

令和元年度の今後の予定といたしましては，「茨城県交通安全条例」が一部改正され，

事業者は保険加入への促進のため従業者に対し保険加入に向けた啓発と情報の提供を

することとなりましたので，市の職員に対し保険への加入を働きかけてまいります。ま

た，引き続き保険加入に向けた施策の検討及び啓発を続けてまいります。 

続きまして，６ページを御覧ください。６ページから８ページは，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２「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。施策は全部で三つありまして，こちらではまず
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「施策番号④自転車利用による健康増進」について御説明させていただきます。 

まず，これまでの実績といたしまして，県央地域の９市町村が合同で行っております

ノーマイカーウィークにおいて自転車の生活習慣病予防のＰＲを行ってきました。こち

らは今後も引き続き行ってまいります。 

令和元年度の今後の予定といたしましては，茨城県が行っている健康アプリ事業「元

気アップ！リいばらき」などの活用を検討してまいります。また，引き続き自転車利用

による健康増進に向けた施策の検討を続けてまいります。 

続きまして，７ページを御覧ください。こちらのページでは「施策番号⑤自転車通勤

の推奨」について御報告させていただきます。 

まず，これまでの実績といたしまして，県央地域の９市町村が合同でノーマイカーウ

ィークを開催してきました。こちらは，今後も引き続き行ってまいります。事業の効果

といたしましては，県央地域の９市町村の自治体における自転車通勤者数がノーマイカ

ーウィーク期間中に増加いたしました。 

令和元年度の今後の予定といたしましては，年度内に自転車通勤の実態調査を行いま

す。また，引き続き自転車通勤の推奨に向けた施策の検討を続けてまいります。 

続きまして，８ページを御覧ください。こちらのページでは「施策番号⑥イベント開

催時における自転車利用のＰＲ」について御説明させていただきます。 

まず，これまでの実績といたしまして，いばらきサイクルフェスや自転車利用向上会

議など自転車関連のイベントにて市の取組についてＰＲしてまいりました。 

令和元年度の今後の予定といたしましては，引き続きイベント開催時における自転車

利用のＰＲを続けてまいります。 

続きまして，９ページを御覧ください。９ページから 11ページまでは基本方針２「自

転車に乗ってみたくなる道づくり」のうち基本施策１「連続性を確保した回遊性の高い

道づくり」について記載しております。施策は全部で二つありまして，こちらのページ

ではまず「施策番号⑦自転車ネットワークの構築」について御説明させていただきます。 

10ページの自転車通行空間整備事業箇所図を御参照いただければと思います。 

自転車通行空間整備についてですが，平成 30 年度には市道駅南１，4，13 号線を整

備いたしました。市役所の周辺及び美都里橋を渡り水戸駅南口まで続く路線となります。

また，平成 30 年度は幹線市道 13 号線につきましても整備いたしました。千波から緑岡

に続く路線です。こちらにつきましては，道路幅員があまり広いとは言えませんが自転

車と自動車が互いに配慮して通行している様子が見られます。平成 30 年度末時点で，

水戸市のネットワークにおける自転車の通行空間整備延長は，市道については 6.56 キ

ロメートル，国道を合わせると 7.31 キロメートルとなります。 

令和元年度の中間報告といたしまして，５月に幹線市道 24 号線，通称赤塚駅南中央

通りの整備工事を終えています。 

令和元年度の今後の予定といたしましては，赤塚駅南中央通りのローソンの交差点か

ら梅が丘小学校の前まで続く幹線市道 21 号線，そしてその続きとなります幹線市道 12

号線の設計及び整備を進めてまいります。また，未整備路線につきましても年度内に交
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通量調査を行い，今後の整備の検討を続けてまいります。 

続きまして，11 ページを御覧ください。11 ページでは「施策番号⑧わかりやすい案

内誘導サインの設置」について御説明させていただきます。 

こちらの施策につきましては，茨城県の自転車ネットワーク計画における整備内容と

連携を図りながら，引き続き施策の検討を続けてまいります。 

再度モニターを御覧ください。こちらは，さきほど御説明させていただきました平成

30 年度に整備した幹線市道 13 号線の通行の様子を映した映像となっております。道路

の幅員があまり広いとは言えないので，時折歩道を走ってしまう自転車利用者もいるの

ですが，歩行者がいる場合には車道通行を遵守しております。また，自動車が減速をし

て道を譲るなどの様子もありまして，自転車が青い矢羽根を通るということが地域に

徐々に浸透しているものと思われます。 

市の職員でこちらの路線の通行指導を定期的に行っているのですが，ほとんどの生徒

が車道の左側通行を遵守しております。 

 

        委員委員委員委員 

映像は，幹線市道 13 号線のどのあたりですか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

10ページの箇所図を御覧いただければと思います。幹線市道 13 号線と矢印が引っ張

ってありまして，その矢印の先あたりでカメラを設置して撮影いたしました。 

 

        委員委員委員委員 

右側から普通の住宅街の中を通って来るのですか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

そうです。 

 

        委員委員委員委員 

撮影の時間はいつ頃ですか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

朝です。高校生の通学の時間帯ですので，大体７時 20 分から８時 20 分頃の間で撮影

しております。動画は以上となります。 

続きまして，12ページを御覧ください。12ページから 13ページまでは基本方針２「自

転車に乗ってみたくなる道づくり」のうち基本施策２「安全で快適な道づくり」につい

て記載しております。施策は全部で２つありまして、施策番号⑨「道路事情に応じた自

転車通行空間の整備」，そして，施策番号⑩「整備路線の適正な維持管理」について御

説明させていただきます。 
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まず 12 ページの内容につきまして，これまでの実績は資料のとおりでございます。

施策の取組結果といたしましては，本市における自転車事故発生件数が減少しました。

今後も道路事情に応じた路線整備について検討を進めてまいります。 

続いて，13 ページの内容について御説明させていただきます。これまでの実績とい

たしましては資料のとおりでございます。今後も，関係機関との連携を取りながら，整

備路線の維持管理に努めてまいります。 

続きまして，14 ページを御覧ください。14 ページから 17 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ま

す。施策は全部で四つありまして，「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」について御説明させていただきます。 

まず 14 ページの内容についてですが，これまでの実績は，資料のとおりでございま

す。今後も，利便性の高い駐輪環境の整備について検討を続けてまいります。 

続いて，15 ページの内容について御説明させていただきます。これまでの実績につ

きましては，資料のとおりでございます。今年度につきましては，コミュニティサイク

ル導入調査の結果を用いながら本市におけるコミュニティサイクルのあり方について

検討してまいります。 

続きまして，16 ページを御覧ください。これまでの実績としては，資料のとおりで

ございます。今後も，サイクル・アンド・ライド用の駐輪場整備について検討を続けて

まいります。 

続いて，17 ページを御覧ください。これまでの実績につきましては資料のとおりで

ございます。今年度につきましては，水戸・つくば間の高速バスへの自転車の持ち込み

など，バス事業者との連携についても検討してまいります。 

続きまして，18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結果を用いており，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。次回の調査は 2020 年，令和２年を予定して

おり，指標が判明するのはその翌年頃になるかと思われます。 

続きまして，目標２について御説明させていただきます。交通安全教育の達成状況を

測る指標として，幹線市道 39 号線，通称水戸駅南中央通りと市道千波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。幹線市道 39 号線につきましては，

平成 29 年度が 80％であるのに対し，平成 30 年度は 86％となっております。また，市

道千波２号線につきましては，平成 29 年が 94％であるのに対し，平成 30 年度は 80％

となっております。観測日により変動はありますが高い水準を維持できておりますので，

引き続き目標の達成を目指してまいります。 
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次に目標３について御説明させていただきます。19 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。平成 29 年は 183

件でしたが，平成 30 年は 141 件となり減少しております。 

また，主な整備路線における自転車事故発生件数もお示ししております。市道千波２

号線は，平成 29 年は事故件数１件でしたが，平成 30 年は０件でした。幹線市道 39 号

線については，平成 29 年が９件でしたが，平成 30 年は７件でした。平成 30 年の幹線

市道 39 号線での事故について，事故の状況と事故の発生場所についてもお示ししてお

りますので御確認ください。今後も，事故の件数がさらに減少していくように関係機関

と連携しながら施策を推進してまいります。 

続きまして，20ページを御覧ください。目標４について御説明させていただきます。

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。平成 29 年度の数値で 6,674台となっております。こ

れに対し，平成 30 年度は 7,477台となり増加しております。今後も駐輪環境の整備な

どの施策の推進していくことで，目標の達成を図ってまいります。 

続いて，21 ページを御覧ください。議事２「令和２年度の取組」について御説明さ

せていただきます。令和２年度の施策については，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」の見直しとさらなる推進について

御説明いたします。令和２年度は計画の中間年度に当たるため，これまでの実績を整理

しながら，今後に向けて施策の見直しとさらなる推進を目指していきます。 

基本方針１「自転車に乗ってみたくなる意識づくり」については，交通安全教室の充

実を図るとともに，自動車運転者へもさらに啓発活動を進めてまいります。また，車道

左側通行の遵守率について高い水準を維持できておりますので，引き続き通行指導に取

り組んでまいります。さらに，保険加入の促進についても取り組んでまいります。 

基本方針２「自転車に乗ってみたくなる道づくり」については，市内の自転車事故は

着実に減少傾向にありますので，自転車ネットワークの整備を着実に進めてまいります。

また，市道のうち未整備路線の整備についても検討を続けてまいります。さらに，国道，

県道の整備についても関係機関と協議をしながら整備を図ってまいります。 

基本方針３「自転車に乗ってみたくなるしくみづくり」については，コミュニティサ

イクルやサイクル・アンド・ライドの推進など，新たな仕組みの導入に引き続き取り組

んでまいります。 

二つ目といたしまして，茨城県との連携について御説明いたします。「いばらき自転

車活用推進計画」において，市内の一部路線についても「いばらき自転車ネットワーク」

に含まれておりますので連携を図ってまいります。また，その他茨城県にて行っている

事業との連携についても検討を続けてまいります。 

三つ目は，自転車ネットワークの整備です。22 ページを御覧ください。令和２年度

は，資料にお示ししている二つの路線について整備を予定しております。本年度に整備
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を予定している幹線市道 12 号線の続きとなる整備及び赤塚駅南中央通りから河和田方

向に延びる幹線市道 37号線の整備の二つになります。22ページの図において，緑色で

示している路線になります。二つの路線の総延長は 4,200ｍとなっています。 

以上の方針に基づきまして，令和２年度は各事業に取り組んでまいります。事務局か

らの説明は以上になります。 

 

会長会長会長会長 

丁寧な御説明ありがとうございました。１時間ほどお時間がありますので，皆様の積

極的な御発言をお願いしたいと思います。 

まず，今日の会議のことを申し上げておきます。冒頭にありましたように，今やって

いる内容は「水戸市自転車通行空間整備計画」に基づいております。計画書の第５章に

計画の進捗管理というものがあります。これは，毎年度進捗を報告してチェックしてい

くということになっております。今日の会議はそれに基づいております。 

来年度は中間見直しということで，これまでの前半部を振り返って，後半に向けて見

直しをする。今回は，今年度計画を進めていくに当たって何か指摘事項はないか，そし

て，来年度が中間見直しですから，それに向けて準備しておくことがないかというよう

なことについて御意見いただければよろしいかと思います。 

さきほど御説明いただいた資料の 18，19，20ページに計画の達成状況がございます。

特に 18 ページの目標の２に関して，整備済みの路線の遵守率のところなどを最初に確

認して，その前のページとも絡めながら，部分的に御意見や御質問，アドバイスなどを

いただきたいと思います。そして，最後に 21 ページの令和２年度の取組と全体を含め

て御意見をいただければと思います。 

最初確認していただきたいのは，まず 10 ページですけれども，皆さん見ていただい

ているとは思うのですが，画面に出ている図についてです。今までの経緯ですが，最初

市道千波２号線を整備しました。高校生がよく通るところなのですが，そこを３年前に

整備しました。それから幹線市道 39 号線，これが昨年ですかね，きれいに整備しまし

た。そして，平成 30 年度に幹線市道 13 号線，先ほど動画で見せていただいたところ，

そこを整備した。そして，令和元年度の初めに幹線市道 24 号線を整備した。今後，幹

線市道 21号線から幹線市道 12号線にわたって通称御茶園通りを全て整備するというこ

とです。 

そういう形で整備を行って，現場の利用者，特に高校生に向けて現地指導等をかなり

定期的にやってきた。だいぶルールを守った自転車が目立ってきたかなというところが

あるのではないかなと思いますので，そのあたりも委員の皆様に，周りのかたがたの御

意見も含めて実感としてどうか，自転車に乗っているかた，そしてドライバーのかたが

どういう反応を示しているかということも挙げていただければと思います。 

こうしてみると市の北側について，整備区間が少なく寂しく感じますけれども，北側

はなかなか難しい区間が多いと思います。国道と県道も残っています。このあたりを今

後どうやっていくのかというところが課題だと思います。 
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最初に，18ページから 20ページまで皆様から御意見を確認させていただきたいと思

いますが，まず私から意見を述べたいと思います。18 ページの整備済みの幹線市道 39

号線と市道千波２号線の左側通行の遵守率ですが，幹線市道 39 号線が 86％，市道千波

２号線が 80％ということで，全国でみるとこれだけの値が出ているというのはかなり

高いです。だいたいこんなにいかないと思います。ただ，94％から 80％に下がってい

るといったところを 80％で高いからこれまでどおりでよいのかということが気になる。

自転車に関してはルール違反を見逃すとそれがどんどん広がり，ルールを守るという意

識がだんだん薄れていくと思います。80％で満足するのではなく，今後は問題箇所をき

ちんと対処するようにした方がいいのではないかと思います。幹線市道 39 号線に関し

ては，後で意見をもらえたらと思います。まず，市道千波２号線の 94％から 80％に落

ちた理由について，どこが問題なのか。調査した７時 20 分から８時 20分の間に，何が

悪かったのか。そのあたりは調査をしながら見たり聞いたりしていたのではないかと思

うのですが，どのように認識されていますか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

市道千波２号線という道路は非常に狭い道路ですが，朝夕の通学でたくさん利用され

ているということもございまして，最初に路面表示整備をしたという経緯があります。

主に利用されている高校は３校ぐらいですが，平成 31 年３月 15日の調査の時点では特

定の高校に偏っていたということが結果上出てしまったということがありました。ある

高校の生徒は非常に遵守率が高く，ある高校の生徒はあまり守られていないという学校

ごとの特徴が出てしまっている状況がありますので，引き続き学校，警察と連携しなが

ら指導を強化していきたいと思います。 

 

        委員委員委員委員 

１週間くらい前なのですけれども，下校時間帯で少し観察してきました。自転車がす

ごい勢いで走っていて，ほとんどの自転車が２列，３列で並走して下校している状態で

した。そして，下りてくるカーブのところに一時停止があるのですが，１台も止まって

いる自転車はありませんでした。全部一時停止の標識を無視して通行しているという状

況でした。 

それから左カーブになるのですけれども，左カーブになるときに少し勢いがついてい

ますので，膨らんで中央線くらいまで並走して２台，３台が一緒に来ます。登校時は上

っていくのであまり勢いは出ないで左側通行が守られるのではという感じがする。下校

時に下って帰ってくる場合のマナーというのは，40 台くらい見届けましたけれども，

守られた自転車は１台も残念ながらなかった。 

 

会長会長会長会長 

ありがとうございました。観察していただいた報告なのですが，委員の皆様，お知り

合いのかたがそのように少し観察，監督のように見てくださるということが非常に大切
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なのではないかと思います。そういうかたを増やしていき，意見をもらっていくという

のが大事だと思います。 

並走は本来禁止ですが，ルールをきちんと守らせるということもなかなか難しい。そ

こまで徹底できるかというところもあるのですけれども，危険な行為はまずやめてもら

った方がよい。並走で，しかも坂道で速いです。そうすると左側を歩いて坂を上ってい

る歩行者がかなり危険を感じるというのがあります。もう少しスピードを落としてほし

いと思います。 

それから，遵守率は落ちていますが，私はかなり守っていると思います。ほとんど車

道を走っているのですが，さきほど御説明があった一部の高校生，特に朝の登校時の８

時15分から25分に集団が来るときがあるのですけれども，一気に歩道に散る。しかも，

最近は歩行者がいてもクロスバイク，マウンテンバイクで結構スピードを出して走って

いる。子どもを送り迎えしているお母さんも速い。この間かなりのスピードで走ってい

て，ちょっと私は許せないと思った。細かいことにはなりますけれども，こういうとこ

ろも今後何とかできないだろうか。現場で取り押さえて注意していくとか，あるいは一

時的な自転車走行禁止という簡単な立て看板をカーブの入口のところに立ててみると

か。あと，私が高校生を捕まえて注意すると，彼らは，ここは自転車が走っていいとい

うことを言うのです。自転車通行可の歩道としていることで，どのようなメリットがあ

るか分かりません。 

 

        委員委員委員委員 

場所自体が危険性を伴うところなので，歩道通行可になっていると思います。基本的

に，自転車の通行方法として車道を走るという安全教育が少し足らないのかなと思いま

す。せっかくの機会なのでお話よろしいですか。 

私も聞いておりまして，この取組は大変すばらしいと思います。自転車利用環境整備

計画ということで，今後 10 年後，20 年後には大変すばらしい水戸の自転車利用の環境

ができあがるのかなと思います。ただ残念なのが，高学年に対する教育が進んでいくと

いうのは違うのではないだろうか。小学生あたりから普通にそういう教育をしていくの

がよい。いずれ小学生は大人になります。自転車から車の運転になると見え方が違って

くる。自転車の教育をしっかりと受けていれば，大人になったとき，危ない自転車を見

たときの危険予測ができるようになる。小さいうち，高校生ではなく小学生あたりから

教育していくのが大事である。 

「子供自転車大会」というのがある。県内の各小学校が集まって県内大会をやって，

優勝したところは全国大会に出る。この大会は大変すばらしいです。教育を受けた子ど

もが，10 年後，20 年後には免許を取って車の運転をしますけれども，自転車の危険性

も利便性も分かりますし，いろんな目で見られると思いますので，小さいうちの教育と

いうのをどんどんやってほしいなと思います。まだまだ水戸市は参加校が少なく，意識

が低い。うちは登下校で自転車を使っていないからあまり力を入れていない，参加しな

いという学校もある。それは違うでしょう。家では乗りますよね。そのあたりの教育に
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ついて，少し考え方が違うのかなと思います。自転車安全利用五則を知っていますか。

言葉は知っていても，内容は知っていますか。子どもたちはもっと知っていません。そ

れをどんどん繰り返し教育するしかないです。それは我々がやりますけれども，そのあ

たりからどんどん普及していくと理想となります。自転車に乗る環境がどんどん整備さ

れていくのかなと思います。小さいうちからその教育を徹底してお願いしていきたいな

と思います。 

 

会長会長会長会長 

教育に関しては安全への意識づくりということで，後で御意見いただきたいと思うの

ですが，確認したいのは，安全への意識づくりを小学生や中学生にも地域のかたや警察

とやっているが，まだまだ足りないということ。小さいうちからの教育が，まだまだ自

転車に乗るに当たって足らないのかなと思います。小さいうちから自転車に対してどう

するかということはあとで御発言いただければと思います。 

私が言いたいのは，特定の子どもたち，かなり言うことを聞かないような子どもたち

が，県近代美術館前の平坦なところだけでなくて坂道のカーブも集団で曲がってくるの

です。そういった逸脱している者は放っておいてはいけない。あれがどんどん真似され

ていくと思う。少しそのあたりの対応を考えてください。考えた方がいいでしょう。あ

と，美術館前の自転車歩行車道の指定を解除するように警察と協議をしてほしい。もう

あれは解除していい。あれが逆に危険運転を誘発していると思います。解除していただ

きたいので，その協議をしていただきたいと思います。 

市道千波２号線に関して何か他に御意見はありますか。 

 

        委員委員委員委員 

市道千波２号線の話ではないが，幹線市道 13 号線のビデオですごく気になったのだ

けれども，茨城県民は横断歩道で車を止めないのか。この前土浦に車で来た時に横断歩

道で渡りたいという小学生の自転車を見たので車を止めたら，他の車に脇から抜かされ

た。それは当たり前なのか。子どものころからきちんとルールを分かっていればこんな

ことありえないのだと思う。何か文化ルールがあるのか。 

 

        委員委員委員委員 

さきほどありました子供自転車大会の練習の時には，子どもたちは横断歩道の前でぴ

ったり止まって確認をする。それを繰り返し練習する。 

 

        委員委員委員委員 

資料を見ると，最初にまず自転車の教育から，次に自動車の教育とあるが，自動車の

教育と両輪になっていなければならない。自転車の教育と自動車の教育が両輪で前に進

んでいくのだろうと思いますが，少し片方が足りないのかなと思います。子どものころ

からそういうことをやっていかないと，10 年先，20 年先こういうことが繰り返される
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と思います。 

 

会長会長会長会長 

ではここで，幹線市道 39 号線について  委員からも御意見をお願いします。 

 

        委員委員委員委員 

18 ページの遵守率ですが，特定の交差点で上がったというのは間違いないですが，

この路線全体で見たときにはあまり高くない。後は，高校生の遵守率が高い，大人や自

動車の方が悪いというのは，一つの課題と思います。教育面では，水城高校などの高校

の先生が自主的に交差点に立って高校生や通勤の人にも親切丁寧に走り方を教えてく

ださっている。あれは非常にありがたい活動で，今後広がっていけばよい。市役所が近

いということもありますので，市の職員とも連携して，そういった活動により尽くして

いただければなと思います。 

あと，水戸駅南口には駐輪場が二つあって，帰りに逆になってしまうので逆走したく

なる気持ちはわかる。朝と夜で印象が違うので，主要なところだけでも調査すれば実態

が分かるのではないか。 

次に，事故のデータについて申し上げますと，計画のデータは平成 24，25 年と古い

ですが，その事故を見てみると，駅に近いところでの事故が多かったのですが，それが

全くなくなった。これは車道の左側を順走することで減ったのか分かりませんし，事故

もどこを走っていて起きたのかも分からないので，そのあたりが分かるとよりよいと思

います。遵守率と事故の発生の原因，結果がもう１年，２年くらい増えれば統計分析が

できるので，それによってＰＲすればより効果が出ると思いますし，もし整備等に改善

するべきところがあると分かったなら，よりよい整備につなげていければうれしいと思

います。せっかく毎年対応しているので，アクションにつなげるところをぜひ見せてい

ただきたいと思います。 

あと別の話ですが，路肩に路上駐車がしやすくなってしまった。特定の常習犯という

のが結構多くて，せっかく高校生がルールを守っても，路肩に車を止められてしまって

は通行できない。これはもったいない。次の世代に向けて停車帯を作らなくてはならな

いのかもしれないが，そういうことも含めて，路上駐車の取締りなどに関しても強化し

ていただければと思います。 

 

会長会長会長会長 

路上駐車でいつも一番困るのが，朝のピーク時の水戸駅南中央交差点のホテルの駐車

ですね。あれが８時から８時 30 分くらいまで，２，３台が継続している状況です。あ

れが何とかならないか。あれがあるため，駅から来る高校生の自転車が車道の方に膨ら

むし，歩道の方に入ってくるし，台無しになってしまう。駐停車禁止なのだからそのあ

たりをやめていただいて，とめるのならば堤防下の道路にする。そのあたりをぜひやっ

ていただきたい。 
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事故に関しても，事故の内容が分からないのですけれども，結局これは原因がどうい

うところにあって，どのように改善していけばよいかという話をしないと仕方がない。

幹線市道 39 号線を整備する前に警察にいろいろ手伝っていただいて，事故対処の内容

や具体的にどういう事故だったのかということを調べていただいたのですが，できれば

今回の７件がどういう事故の状況だったのかというのも一緒にやっていただけますか。

このあたりをはっきり見ないとどういう事故の状況か分からない。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

19ページの資料のところで，市道千波２号線につきましては，平成 30年は事故件数

０件でしたが，幹線市道 39 号線駅南中央通りの事故件数は７件あったということで，

水戸警察署の交通第一課に聞き取りという形で７件の事故の状況を教えていただきま

した。詳しい事故分析ができるような情報提供につきましては，個別の対応が難しいと

いうことでしたので，水戸市から正式に水戸警察署に，ある特定の路線については詳細

なデータをいただきたいという依頼書をきちんと出して，常に情報をいただけるという

状況を作ってまいりたいと思います。 

 

会長会長会長会長 

自転車の通行帯を整備したがゆえに自転車の事故が増えているということではない

ですね。金沢市の自転車ネットワークでは事故が減ってきている。整備していない周辺

の路線の交通遵守率も上がったという波及効果もあります。やはり危ないのは歩道を逆

走してくる自転車です。それが沿道のコンビニや駐車場からの出入りの車に引っ掛けら

れるというのが多いです。自転車通行帯を整備したから事故が起こったというデータは

今のところ出ていないということを申し上げておきたいと思います。 

18ページから 20ページに関して皆様から何か御質問などございますか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

  委員の最初の御指摘についてこちらから補足させていただきたいと思います。計

画書をお持ちのかたは 18，19 ページを御覧いただきたいと思います。どこを御指摘し

ているのか分からないというかたもいらっしゃると思うので，19 ページのカラーの写

真を見ていただきたいと思います。区間Ⅱという写真がありまして，これが上り坂にな

っている区間になっております。この区間Ⅱの右側の写真が朝の時間帯。水戸駅方面か

ら高校へ通学するときの様子の写真となります。  委員が御指摘されていたのは朝の

時間帯ではなく夕方の時間帯，下校時にこの坂道を上から下ってくるのが併走状態で危

険だという御指摘だったかと思います。 

左側の 18 ページを御覧いただきたいのですが，下から２番目の写真で区間Ⅱという

写真がございます。こちらは，自転車通行空間整備前の写真と整備後の写真を白黒で表

示しております。整備後の写真として車道の左側を通行しているかたが 96％となりま

した。整備効果がありましたという説明の写真となっておりますが，  委員の御指摘
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によりますと，観察の結果，ここを１列ではなく並走してスピードを上げていて大変危

険だということです。さらにその下に一時停止しなければならない交差点があるのです

が，それを無視しているという状況があるという説明があったと思います。以上の観察

から，朝の時間帯のみの数字のみで判断するのではいけないだろうという御指摘と受け

止めました。夕方の下校時刻の高校生の流れが反対になるときに，たくさんの学生さん

がスピードを出して降りてくる危険な状況であると思いますので，夕方の通行指導につ

きましても学校と連携して，強化をして，安全確保を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 

        委員委員委員委員 

19 ページの事故状況確認ですけれども，事故が人なのか自転車なのか車なのかその

点を把握するのと，保険の加入状況や，怪我の程度が分かった方が皆さんで意見が出し

やすいのではないかという気がします。 

21 ページの今後の取組なのですが，通行指導のところで高校生の通行指導を主にや

っているかと思いますが，水戸市の高校生だけではなく近隣の市町村から通学してくる

生徒が多いかと思いますので，そういったところも含めてほしい。さきほど小学生のこ

ろからというお話がありましたが，まさにそのとおりだと思います。水戸市と近隣の市

町村との連携がどのくらいかというところも確認しておいた方がいいと思います。 

 

会長会長会長会長 

事故の部分に関しては，後で皆さんから御意見をいただくということでよろしいです

か。 

それから，今後の予定について非常に大事な御指摘をいただきました。これは後にも

出てくる話でもありますが，今この話だけ話しておきますと，市外からの流入というの

はどうなっているのか。今は，市内だけで小・中学校とかドライバーに限り啓発など行

っていますけれども，これがツーリズムなどを行って他県など色々な人たちが来たとき

に，彼らがきちんとルールを守ってくれる保証もないですし，このあたりはどういう話

になっていますか。これは市だけでなくて，これこそまさに茨城県全域の話になってく

ると思いますが，どういうような協議の仕方をしているのですか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

現在は，市町村単位で協議を行っているという状況でございます。水戸市では，自転

車利用環境整備計画という計画づくりをしております。また，隣接する市町村でござい

ますと，水戸市を含めまして県央地域の９市町村で様々な政策分野での連携を取ってい

るという形です。その中で，自転車のツーリズムにつきましても９市町村の観光部門で

連携して進めていこうという動きが出始めたところです。 

今御指摘がございました安全面への配慮ですとか安全教育にかかる連携については，

さまざまな機会を整えまして９市町村で進めてまいりたいと思います。 
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また，近隣の市町村から水戸市内の高校に通っている生徒がいるというのは当然のこ

とで，その点につきましては学校を通じて水戸市に通われている近隣のお住まいの生徒

に自転車の乗り方について告知できるような体制を整えているところでございます。 

 

会長会長会長会長 

水戸市に限らず地域の連携は必要なことです。音頭をとっていくのは県でありますけ

れども，県のかたに聞きたいと思ったら皆様御欠席ということですので，県とよく話を

して，今のようなことをやっていただきたいと思います。 

 

        委員委員委員委員 

事故の削減率は全国とどうやって比べるのか。全国に比べて水戸市は優秀と言えるの

か。そういった比較ができるデータも必要。 

あと，水戸市の国道，県道，市道の延長はそれぞれどのくらいなのか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

市道につきましては約 2,000 キロメートルです。 

 

        委員委員委員委員 

東京だと約２万キロメートルが区道，市道で，都道がおよそ 2,000 キロメートルしか

なく，国道が 157キロメートル。例えば，東京都がこの３年で 2,000 キロメートルの半

分の 1,000 キロメートル以上の都道に矢羽根をつけてしまった。そういう整備の進捗率

というのは全体を見ないと分からない。ネットワーク路線として，茨城県で 30 キロメ

ートルとか，国で 22 キロメートルとか書いてあるが，全体のうちのどれくらいか分か

らないので，進捗の判断のしようがない。 

 

会長会長会長会長 

人口が減っているし，交通量が減っているし，どこでも事故はだいたい減っていると

いうときに，何か施策を行った効果として事故が減ったのだということを示すには，結

構難しい分析をしなければならない。そのことを分かってください。それをやれとも言

いませんが，単純にどこでも下がっているということなので効果として事故が減ってい

るというのは少し難しい。 

最初に戻って，２ページから３，４，５ページの安全への意識づくりに関して，これ

までの実績，令和元年度このようなことをやっていくということが書かれているのです

が，このあたりで何かお気づきのところがありましたら御意見含めて伺いたいと思いま

す。 

安全への意識づくりということで着々とやっていると思います。 
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        委員委員委員委員 

４ページの寄付受入事業で，新しく 1.5ｍステッカー等が掲載されたと思いますけれ

ども，これでどのくらいのリアクションがあったのか教えていただきたい。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

現在のところお申込みがない状況でございまして，引き続き制度のＰＲを続けるほか，

違うやり方も併せて検討していきたいと思います。 

 

        委員委員委員委員 

今年の４月に「道路構造令」の改正があり，自転車通行帯について規定された。これ

に対応していくのかということに今回触れていないのですが，それは何かお考えがあっ

てのことなのか。方針として車道混在原則でいくのか，通行帯を作れるところは通行帯

を作っていくのか，そのあたりをどのように御検討しているのか示した方がよい。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

「道路構造令」の改正によりまして，今後の自転車通行空間整備をどのようにしてい

くのかということを改めて考え直す必要ができていると思われます。現在のところは利

用環境整備計画に示したとおり，当面の間は暫定形として車道混在の形で引き続き進め

ていくという形をとっておりまして，その後については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 

安全のことに関しては，子どものうちからの安全教育が大事という話がありました。

安全教育に関しては従来から役所のかた，警察のかた，小・中学校それから交通安全母

の会のかたと，いろいろなことをやられてきている。さきほどありました，交通安全子

供自転車全国大会は子どもの自転車の甲子園のようなもので，50 年以上続いている。

８月の初めに東京ビックサイトで各県から選抜された子どもたちみんなが知識と実技

で競争する。ただ，いろいろやっているが，まさに野球の甲子園と同じで参加校は限ら

れている。その子どもたちは一生懸命やりますけれども，それが波及効果にならないと

いうところもあります。 

 

        委員委員委員委員 

水戸市では何校が参加しているのか。 

 

        委員委員委員委員 

今年はだいぶん促していただいて１校出ましたけれども，水戸はほとんど出ないです

ね。 
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会長会長会長会長 

結局出るところは限られていて，なぜ出ないのかというと，学校の先生たちも忙しく

てそこまでできない。 

 

        委員委員委員委員 

関連するのですが，６月に国が自転車通勤の手引を出したのです。自転車通勤を奨励

するという国の方針になっているので，各自治体で自転車通勤に関して関連条例ですと

か，奨励するような動きを計画に盛り込むことをしてもよいと思うのですが，その際に

一番問題になってくるのが駐輪場の確保です。駅前にしか駐輪場がないという話になっ

てくるので，シェアサイクルを使った場合の検討，また，損害保険についての社内加入

が必要になってくると思いますが，そのようなことについては市ではまだ対応していな

いのでしょうか。県の計画には載っていますか。この前見た限りでは見つからなかった

のですが。国が言ってすぐできるというようにはいかないとは思いますが，これは通学

に関しても波及効果があると思います。通勤，通学について，令和２年の取組に関して

その部分を加えた上で，駐輪問題，走行空間の問題，ルールもそうですが保険のこと，

シェアサイクル関連のことも考えたほうがよい。 

非常に重大なのが，通勤，通学に使う自転車の整備の問題がある。自転車店が減り気

味なのですが，自転車店が減っていくと整備できなくなってしまう。そうすると，自転

車の安全が保てなくなってしまう。このあたりのところを統計的に捉えておかないとい

けないと思う。自転車の店がどんどん潰れていく状況は困るので，整備を奨励するとい

うところも含めて，計画に盛り込んでいただければと思います。 

 

会長会長会長会長 

  さんが発言された自転車通勤のことについて，自転車通勤というのが施策のどこ

に該当するか，駐輪場がどこに該当するか，整備というのがどこにあるかということを

示していただいて，  さんの意見に関してお答えをいただきたい。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

資料７ページを御覧いただきたいと思います。この自転車利用環境整備計画について

は，施策番号⑤で自転車通勤推奨という事業を設けております。７ページの令和元年度

の予定というところで随時という表記にしてありますけれども，国が作成しました「自

転車通勤導入に関する手引」を活用させていただきます。また，併せて年度内には市内

に所在する企業に対しまして，自転車通勤の実態を調べさせていただきたいと考えてお

ります。この手引に記載されている内容を踏まえまして水戸市自身が事業所としてどの

ように対応するべきか，また，水戸市に所在している事業者にどのような形で推奨して

いくのかというところを随時検討，研究していきたいと思います。 

令和２年度の予定にこの部分の記載はなかったですが，令和２年度にやらないという

わけではなく，引き続き今年から検討を進めてまいります。 
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会長会長会長会長 

自転車店や整備する人が減っているということについて，協会としてはどうお考えで

すか。 

 

        委員委員委員委員 

最終的に目指すことは，事故をなくすことです。 

事故をなくすためには安全な自転車に乗る必要がある。安全な自転車というのは，き

ちんと整備がされて，保険に入っているということ。あと，一番大切なことは幼児教育

である。３，４年生のころから教育をしないと。親が教えてあげなければならない。 

 

会長会長会長会長 

自転車の整備というところも計画として捉える必要があると思いますが，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 

自転車を整備するかたの人材確保や整備の在り方については，今回の計画の中には組

み込んでいないのですが，必要に応じてきちんと研究してまいりたいと思います。 

 

会長会長会長会長 

市内で整備できる場所や人については，押さえておいてください。 

さきほどありました教育についてですが，既存のものがあるがばらばらであるという

ことがある。皆さん御存知のように，国家公安委員会の交通安全教育指針というのは世

代別にこういうことをやるということが非常によくできているが，なぜ現場でできてい

ないのかというと，それを十分に理解している指導員がいないということや，学校では

忙しくてできないということがある。そういうところがあるので，民間企業が実技で教

えるとか，色々な活動をされている。今までやってきた学校教育も含めて，既存のもの

と民間と協働していくことを考えていく。今はばらばらなので，協働していくというこ

とをお願いしたいと思っている。 

４ページの自動車運転者への啓発の 1.5ｍステッカーなどは，車に乗っている人も多

いので，皆さんで車に貼るようにしたらどうか。市役所や県庁，学校関係者などできる

人はみんなやるべき。 

 

        委員委員委員委員 

まず，水戸市の自転車事故の減り方ですが，昨年に比べて約 22％減りました。全国

から比較しても減り方が大きかった。大きかった要因は，やはり整備をした後に街頭指

導を行ってくださっているからだと思います。 

日本で，幼児からの教育をきちんとできればよい，幼児からの教育が必要だというこ

とは，全国どこの地域でも気づいています。私は京都の自転車関係の委員もやっていま
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すが，京都では幼児のキックバイク教室を市の幼稚園でやっています。やはりそれは予

算があるからできるのだと思います。これから市の施設でいつでもそういう教育を受け

られる施設を作ろうとしていますが，それがどこの市町村でもできるとは限らないと思

う。自分たちの地域でどのやり方ができるのか。まず現実的に，学校教育でそれを取り

入れようとしても時間的に先生たちも忙しい。教育カリキュラムも満杯なので，なかな

かそれができない状況です。まず，今やっている街頭指導を続けていき，高校生からや

っても遅いというのではなく，高校生が将来大人になって親になって子どもたちを指導

できるような環境を作っていくというのがとても大事だと思います。 

事故の調査ですが，私も金沢で 10 年自転車関係の仕事に携わっていて，今やってい

るのは事故の詳細な検討です。事故は確かに減っているが，同じところで起きている事

故はどういう事故なのかという詳細な検討をして，環境をよりよくしていかなければな

らないため，調査が大切だと思います。 

金沢は，自転車ネットワーク協議会というものを作って，10 年間の取組で冊子を作

りました。この冊子はどのように取り組んだかという思い出ではなく，実際に職員たち

がどうやってきたかということを書いています。これから大事なのは，自分たちが自分

たちの街の特徴を捉えてどう政策を進めていくかということです。 

今日皆さんのお話を聞いていて思ったのは，やはりこれからやるに当たって，足りな

いところ，もう少し必要なところを整理する必要があります。 

また，国，県の道路を整備しなければならないので，どのように連携していくのか。

さきほど見せていただいた幹線市道 13 号線のようなところが金沢にもありますが，そ

こは県道です。長期計画でしたが，住民のかたから高校生がたくさん通るので早く整備

してほしいと意見があり，早期に着手したということがありました。やはり，連携をし

て常に市のネットワークを早く築けるような体制を取っていただけたらと思います。 

 

会長会長会長会長 

安全教育の話とネットワークの話は，自転車に関わる大切な２本柱ということは変わ

らない。冒頭に私が申し上げたように，自転車の利活用についても，安全教育と通行帯

というのがあるというのが前提です。そして，自転車だけ走れと言ったって上手くいか

ない。このあたりは水戸市もよくわかっていて非常によく進めているなと思うので，今

後もお願いしたいと思います。 

９ページから 13 ページくらいまでについてですが，自転車通行空間整備事業は，御

茶園通りを整備し，千波湖の東のさくら通りを整備し，県道水戸神栖線，県道下入野水

戸線を整備すれば，市の南側は自転車ネットワークがほぼできあがるなと思う。市の北

側の方は国道 50 号など県道と国道が多いので，市だけががんばっても上手くいかない

のではないか。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

県や国との連携ということですが，県道につきましては，優先整備路線という形で指
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定をさせていただいています。自転車利用環境整備計画の計画期間中の前半のうちに，

茨城県が所管されている県道等につきまして整備方針を検討していただきまして，中間

年次に改めて位置付けをするという考え方を取っています。その過程の中で，昨年度茨

城県でも自転車の計画ができました。その中で，当然水戸市内を通過している路線もご

ざいます。そこときちんと連携を図りながら，水戸市にとって望ましいネットワークの

在り方を大切にしていきたいと思います。 

 

会長会長会長会長 

県も，県の計画に基づき施策を推進するからには，自転車通行空間整備について検討

してくれるだろうと思いますが，国道関係は難しいのでしょうか。 

 

        委員委員委員委員 

国道としましては，整備計画の 75 ページにあるように，水戸駅の北側，水戸駅のあ

たりから大工町の方と，国道 50 号バイパスの総合運動公園までの２つがＡ路線として

指定されている。そのうち，南側は終わっているが北側は大工町から水戸駅間がまだ終

わっていない。言い訳をさせていただいますと，常陸河川国道事務所は茨城県内で３つ

の路線を管理しております。国道６号と国道 50 号，51 号の３つで約 300㎞の道路を管

理しております。そのうち国道 50 号の大工町から水戸駅の区間は非常に交通量も多い

ですし，事故率も高い。加えて，４車線あるが路肩も狭いというような状況で非常に整

備しづらいのです。大工町交差点に関しては，茨城県内の事故ワースト５の交差点の中

のワースト３くらいに入れられているような交差点。我々としては，国道 50 号の大工

町の周辺は，まず交通事故を減らす整備を進めるのが優先だろうというように考えてい

ます。 

 

        委員委員委員委員 

道路によって管理者が違うということは知っています。矢羽根の前に，路側帯が茨城

県に入ると非常に消えているところが多い。この段階では，事故件数が増えるのは当然

だと思う。そこで，道路関係のかたがいらっしゃるので，ぜひもう一度道路整備と併せ

て白線整備をしてほしい。何度も指摘して，この間歴史館前の通りの白線が引かれた。

観梅の時にこういう状況だということを指摘しても，半年，１年かけてやっとできる。 

また，高速道路から帰ってきて双葉台から常磐線を渡るところあたりで，もう２，３

年も白線が消えている。水戸のメイン通り，主要通りであるにもかかわらず白線が消え

ている状態です。雨が降ったらとても見える状態ではないのに，カーブの縁石や外壁な

どそういったものを頼っていくしかないという状態。交通安全を考えるといった場合に，

この整備状況では，自転車の問題だけではなくて車の運転も危ないのではないかという

指摘はしているので，交通安全の意味からも矢羽根も大事だがまず白線整備。県と市と

一緒になって考えていただきたい。あまりにもひどい状態ということを報告しておきま

す。 
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会長会長会長会長 

さきほどの国道の話だが，自動車と自転車と歩行者の安全ということで，一緒になっ

て進めていただいて，国道 50 号を何とかしていただきたい。今の  さんのお話は 12

ページの安全で快適な道づくり，13ページのメンテナンスのところに関わってくる。 

今日，  さん，  さんと幹線市道 24 号線を見てきたら，自転車が通れないくら

いに草木が伸びてしまっているところがあった。そのあたりのメンテナンスは大変だと

思うが，走れないのでお願いします。 

時間もないので，17 ページまでまとめて，そのあと，21 ページの令和２年度の取組

に関して皆様から御意見をいただきたいと思います。 

まず，17 ページまでについて，コミュニティサイクル等の整備は追々やっていけば

いいかなと思う。14 ページの駐輪環境の整備は  さんから御指摘されたとおり，駐

輪場をきちんと作らなければならない。 

22 ページの令和２年度の取組について，今までも子どもからの安全教育の話ですと

か，ドライバーへの啓発など出てきましたが，改めて，今後やっていった方がよいこと

などアドバイスをいただけたらお願いしたいと思います。 

 

        委員委員委員委員 

水戸に個人的にも時々来ることがあって拝見していると，短期間によくここまででき

てすごいと思う。一番感じたのは，幹線市道 39 号線が特にそうだが，子どもたちへの

メッセージが見事にできている。これは，大人が大人の責任を果たしたのがよく見えて

いる。こっちを走ればよいということがよく伝わっている。この前，30 分ほど立って

見ていたが見事である。市民に対して何が必要かというと，整備を延長することである。

自転車の通行帯が広がっていくということが，本当にやっていくのだなということが伝

わる一番よいメッセージなので，計画を着実にやっていってほしい。何とか県を口説い

てください。市道だけ整備を進めても，そこには県道，国道が交差しているので，交差

点の処理も含めて，国と県と市町村が一緒になってやらないと前に進まないので，子ど

もたちのためにやろうという呼びかけをやっていただきたい。令和２年の取組を見てい

ても，大人としての責任を果たす，すごく立派なことが計画されている。 

幹線市道 13 号線の整備状況を見てきたが，あそこでできるなら街のどこでもできる。

あんなに細くて，車が多く通っているところに矢羽根を作った。ドライバーも変わって

きているし，市民の意識も変わってきている。そういったことを一つ一つ見せないと伝

わっていかない。今日，拝見して非常に感動しました。評価したい。 

あと，保険に関してなのですが，通勤とは別のときに転んで自分がけがをしたときに

は健康保険が効くのですが，相手や車にぶつけたときの保険が大切。自転車を整備した

ときにはＴＳマークの保険がついてくるが，ＴＳマークの保険はいろいろ制限があり，

対物は全く対応していないので，自転車保険を市などが子どもたちや自転車通勤する人

に，こういう条件に合致したものに入りなさいという指針をきちんと出さないとこれか
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ら先難しいものになってくると思うので，そこを付け加えてほしい。 

 

会長会長会長会長 

  さんからよくやっているという御言葉をいただいたのですが，  さんどうです

か。全国的に見て，水戸市はよくやっていますか。 

 

        委員委員委員委員 

よくやっていると思います。もう一つ思ったのは，さきほど国の道路の方がとても難

しいとおっしゃっていましたが，自転車のことを考えると難しいので，人のことを考え

てほしいのです。金沢でも，国道の交通量の多いところは簡単にはできないので，まだ

のところはあります。しかし，歩道で事故が起きていた場合，その人たちをどう守るか

を考えたときに，そこにある自転車がその事故の原因だとすれば，その自転車が通行帯

に行ってくれて少し減ってくれれば安全になるので，自転車を何とかというように一つ

で考えるのではなくて，どう人にとっての安全を保つのかということで，事故の分析を

したりして，国道，県道あるがそのあたりとまた協議をして，少しでも安全に自転車が

通れる環境を整備していくような考え方でお願いしたい。まず考え方としては，人を中

心にどう安全にするかを考えて，自転車を考えた方がよいと思います。 

 

会長会長会長会長 

そのあたり非常に大切な指摘だと思います。道路空間の考え方は，車というよりはむ

しろ人中心の空間を作っていくということなので，歩行空間，走行空間を複合してどう

作っていくかということを非常に重視する必要がある。少しそのあたりを見てほしいと

思います。 

  さん，  さんがよくやっているというところですので，当初は何をやっている

のだと思ったときもありましたが，市道千波２号線から幹線市道 39 号線，24号線と非

常に着実にやって，また，できたところに合わせて街頭指導を非常に丁寧にやっていて，

華々しいチャレンジではなく地味に着実にやっている。今後も進めていただきたい。 

まとめると，市道千波２号線や幹線市道 39 号線であったような一部の並走や路上駐

車などを丁寧に見て，それを見逃さないようにしてほしい。そのためには，ある程度ア

ンケートなどではなく意見収集や沿線の自治体や高校，市報などを通じて，問題点を収

集するようなことを軽くやってもいいのではないかと思う。また，このように路線が増

えてくると，皆様が街頭指導などやってくださっているが，地域の人，周りの人たちの

力を借りる方向にもっていかないと間に合わないのではないか。路線を見守ってもらう

仕組みを考えていった方がよい。 

最後は，国とか県とかとの連携対応について。さきほども国や県の計画が出てきてき

たので，まさかこれでやらないわけにはいかないと思いますので，一緒に連携して国道

と県道をやっていただきたい。安全教育に関しては，小・中学校は市でよくやるが，高

校から上になってくると市ではなかなかできない。皆さんから，今年あるいは令和２年
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に向かって少しやってみたら，考えてみたらというアドバイスなどありましたらお願い

したいと思います。 

 

        委員委員委員委員 

先生から市民参加についてのお話がありましたので，一言付け加えたいと思います。

さきほどのお話にもありましたが，市内の自転車関係の事業者，企業はそこまで減って

いないと思う。事業者は変わっていますけれども，規模としては変わっていない。そう

いうかたがたに，目安箱の設置などして具体的な意見を市に出してもらうとか，逆にあ

ちらから発信していただくとか，御協力いただくことができればよいと思います。 

 

会長会長会長会長 

さきほどの幹線市道 13 号線の映像でバスが走っていました。あのあたりのバス関係

で，バスの運転手のかたは大丈夫でしょうか。私が見たときは，自転車が走っていると

バスが追い越せないままずっと自転車の後ろをついていくという状況があったが，大丈

夫でしょうか。 

 

        委員委員委員委員 

特にバス会社の運転手からは声は出ていません。矢羽根ができて道路が整備されて，

その効果は相当出ています。例えば，幹線市道 39 号線は逆走する自転車がたくさんあ

ったが，今は相当減ってきている。幹線市道 24 号線は，赤塚駅から矢羽根の上を走る

ようになってきている。あと，途中横断歩道があって，信号もないのにしっかり止まっ

て，自転車を優先的に渡らせてから，車が通行しているところがあります。 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 

バス関係ですが，私ども交通政策課はバス交通についても担当しておりまして，バス

の運転手がかなり自転車に配慮した運転をしてくださっております。従来でしたら，停

留所に止まるために，かなり前から幅寄せして停止するのが普通だったと思いますが，

必ず自転車の安全確認をした上でバス停に停めていただいているというのが日常化し

ているという状態です。私が実際乗車していてびっくりしたことは，交差点に差し掛か

っている高校生が車道の左側を二人並んで並走していたときに，バスの運転手が走りな

がら車外スピーカーを使って，一列で走ってくださいという指導をされていた。そのく

らいバスの運転手は自転車に配慮した運転をしてくださっているという報告です。 

 

        委員委員委員委員 

金沢で交通指導員という発言をされていましたが，水戸市では交通指導員というもの

はいるのですか。また，学校の先生だけではなくて一般のかたでそういうかたが何名か

いらっしゃるのか。そういう問題のあるポイントに朝の時間帯の 20 分，30 分でも立つ

価値があると思うが，水戸市で見かけたことがない。 
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執行機関執行機関執行機関執行機関 

指導員のかたは地区ごとにいらっしゃいます。市道千波２号線の通行指導のときに，

一緒に連携して街頭に立っていただいたことがあったのですが，なかなか交通関係の行

事で忙しいとか色々な事情があって御一緒させていただけていない状態です。ただ，担

い手として協力していただきたいという気持ちは常にもっておりますので，そういうか

たがたと上手く連携を進めてまいりたいと思います。 

 

        委員委員委員委員 

金沢の指導員はどんなかたなのですか。 

 

        委員委員委員委員 

金沢では，街頭指導の時に金沢市で頼んでいるかたと，県警で頼んでいるかたがいま

す。そういう人たちとそこの地域のかたがたとでやっています。 

 

会長会長会長会長 

そういうのは御当地のそれぞれの事情がありますし，工夫しているところもあります

が，市の職員が総出で街頭指導をするのは大変でしょうということで，今のような一緒

にやってくださるかたたちの組織を何か作った方がよいでしょう。 

 

        委員委員委員委員 

幹線市道 13 号線のそばの床屋に行ったときに，隣にいたおばあちゃんと他のお客さ

んが幹線市道 13 号線について議論していた。初めは，なんでやったのだろうという感

じだったが，最後のほうでは，やるしかないという話になっていた。やはり自転車通行

空間を整備するときには，沿線のかたにこういうことをやりますと話して，できればそ

こで意見をもらうとかするとよい。できてから気づくのではなく，作る前に意見をもら

うとよい。そこが少し弱い気がする。これから作るところは，大変さは分かりますが，

そのような情報提供をして意見をいただくくらいの機会があると，その後によい影響が

ある。 

もう１つ，市道駅南１，４，13 号線で自転車に乗っていると，末端部分で最後にど

こに行ったらよいのか分からなくなる。端部の処理は結構重要で，ちょっとのことなの

で，自転車が迷わないように上手くやってほしい。 

 

        委員委員委員委員 

つまり，自転車のことばかり考えてやっているわけですよ。  さんが言ったように，

歩行者が大前提になってくるが，もう一つ考えなければならないのは，車を運転できな

くなってくる高齢者が増えてくるということ。  先生がおっしゃたように，どこに行

ったらいいのか分からなくなるような状況を放っておいてはいけない。自転車のことだ
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けではなく，その先のことを考えて自転車通行空間を整備してほしい。来年のことだけ

でよいというわけではない。10 年先，20 年先のことを考えていただきたいと願ってい

ます。 

 

会長会長会長会長    

 他に御意見のあるかたいらっしゃいますか。 

 

〔特になし〕 

 

 ないようですので事務局にお返しします。 

委員の皆様には，これからの施策について，見守っていただき，また御意見をいただ

ければと思います。 

 それでは，事務局お願いします。 

 

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。 

それでは，以上をもちまして，令和元年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会を

閉会いたします。長時間にわたる御審議ありがとうございました。 


