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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２年７月28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，山口美知子，櫻場誠二，田口美博，島田弘子，大金和夫， 

川上敬一，深谷靖，内田久紀，井野功一 

(2)オブザーバー 

  市毛清一，吉田武教，木村政美，海老澤尚史 

(3)執行機関 

小田木健治，宮川孝光，坪井正幸，村沢晶弘，細谷洋祐，龍田晴美，安達禎展， 

篠原純一郎，大森幹司，菅野康範，有金正義，安達茂，柴﨑美博, 木村勤， 

大和直文，小川佐栄子，須藤文彦，佐藤倫子，佐藤通，伊藤大貴 

(4)その他 

委員欠席 三国成子，小林成基，富田武，渡邉孝雄，石川昭，皆川和彦，小森正彦， 

     栗山英司，渡辺修宏 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  議題 

(1)施策の実績報告（令和元年度実績，令和２年度中間報告）（公開） 

(2)水戸市自転車活用推進計画の策定について（公開） 

(3)令和３年度の取組について（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１－１ 令和２年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会資料（本編） 

資料１－２ 令和２年度第１回水戸市自転車利用環境整備審議会資料（資料編） 

資料１－３ 委員からの御意見について 

資料２   令和２年度第１回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２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 

皆様，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

２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。私は，本日の司会を務め

させていただき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，高橋市長より御挨拶申し上げます。 

 

高橋市長 

 皆様，こんにちは。新型コロナウイルス感染症が広がりを見せ，皆様それぞれ御不安な中，

御出席をいただきまして，誠にありがとうございます。 

 平成26年４月に当審議会を設置し，安全で快適な自転車通行空間のあり方や，整備手法な

どについて検討を重ね，平成29年３月に「水戸市自転車利用環境整備計画」を策定いたしま

した。 

策定後は，計画に基づき各事業を実施し，毎年，当審議会に進捗状況を報告し，利用状況

や整備手法のあり方について，御審議をいただいてまいりました。 

一方，国におきましては，平成29年５月に「自転車活用推進法」が施行され，平成30年６

月には，施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，「自転車活用推進計画」が閣議決定さ

れました。また，昨年３月には，県において，「いばらき自転車活用推進計画」が策定され

たところでございます。 

「自転車活用推進法」におきましては，市町村は，自転車活用推進計画を定めるよう努め

ることとされておりますので，従来の「自転車利用環境整備計画」に代わり，新たに「水戸

市自転車活用推進計画」の策定を進めてまいりたいと考えております。 

本日は，計画策定の基本方針をお示しし，御意見をいただきたく，委員の皆様に御参集い

ただいたところでございます。 

本日は，皆様に忌たんのない御意見をいただきたく思います。そして，水戸市としては，

自転車を利活用しながら，快適に暮らせるようなまちづくりを進めていきたいと考えてお

ります。ぜひ，皆様の御協力をいただきたく思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

執行機関 

 それでは，続きまして，高橋市長より当審議会に対し，諮問を行いたいと存じます。 

  会長，高橋市長，御起立をお願いいたします。 

 

〔市長諮問〕 

 

執行機関 

ありがとうございました。 

ここで，高橋市長につきましては，公務のため退席させていただきます。 
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〔市長退席〕 

 

 本日は，令和元年７月23日以来，約１年ぶりの審議会でございまして，その間の役職者の

変更及び人事異動により，委員の皆様の顔ぶれが変わってございます。つきましては，事務

局より，委員の皆様を御紹介させていただきます。お手元の資料２「令和２年度第１回水戸

市自転車利用環境整備審議会委員出席者名簿」を御覧ください。 

 

〔委員紹介〕 

 

 ただいま御紹介いたしましたとおり，委員20名中11名が本日御出席でございまして，委員

の半数以上が出席のため，本日の審議会が成立することを御報告いたします。 

 引き続き，名簿の裏面を御覧ください。今回，オブザーバーとして御参加いただいている

かたがたについて御紹介いたします。 

 

〔オブザーバー紹介〕 

 

 続きまして，本日出席の事務局職員及び関係行政機関のかたがたにつきましては，名簿に

記載のとおりでございます。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，規定により， 

  会長が議長となり，執り行います。 

   会長，よろしくお願いいたします。 

 

会長 

では，よろしくお願いいたします。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させていただきます。  委員，  委員のお

二方にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは，議事に入ります。 

お手元の「次第」にあるとおり，議事が３件ございます。その中の，「水戸市自転車活用

推進計画の策定について」でございますが，今回は，この議事について御審議いただく第１

回目の審議会ですので，皆様から多くの御意見をいただきたいと思っており，関係する行政

機関のかたがたからも忌たんのない御意見をいただきたいところです。 

欠席については，さまざまな御事情があることと思いますので，仕方がないことですが，

本日は，欠席が多くなってございます。 

今回は，委員のかたが所属する組織の職員のかたに御出席していただいておりますので，

組織の代表として御発言いただければと思います。 

皆様，よろしいでしょうか。 
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〔異議なし〕 

 

 それでは，本日，委員のかたが所属する組織から参加いただいているかたがたには，組織

の代表として活発な御意見をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは，早速議事に入りたいと思います。 

 議事（１）は，「施策の実績報告」です。令和元年度の実績と，令和２年度の中間報告を

合わせて，事務局から報告いただきたいと思います。なお，報告の際に，実績の事実以外に，

うまくいったのか，問題があったのかということなどを含めて，報告してください。個別の

施策ごとにコメントを入れていただいても，全体的に総括いただいても，どちらでも構いま

せん。では，お願いいたします。 

 

執行機関 

 

〔事務局説明〕 

 

会長 

 ありがとうございました。 

 これから，皆様より御質問，御意見などいただきたいと思います。 

 事務局から説明がありましたとおり，さまざまな施策を行ってきたところですが，大きな

問題はなく進んでいると思います。効果が出ているとは言い切れない部分もありますが，ど

の施策もやった価値があったと捉えてよろしいでしょうか。 

 

執行機関 

会議資料「本編」の 10 ページを御覧ください。数ある施策の中で，一番市民の目に付く

のは自転車ネットワークの構築だと思います。10 ページに記載のとおり，整備済みの路線

は紫色で表示しております。現在，工事中の路線は赤，設計・検討中の路線は青で表示して

おります。常磐線の南側，高校生の通学路となっている路線を中心に事業を進めているとこ

ろでございます。それに対して，常磐線の北側については，自転車通行空間整備の難易度が

高い路線が多く，あまり進んでいない状況です。南側の路線については，路面表示が広がり，

ドライバーのかたへの周知も進んでおりますが，今後，北側にどのように広げていくかとい

うことが，一番の課題であると考えております。 

 

会長 

お話があった 10 ページを見ていただきますと，整備は，南側を中心に行われております。

皆様も，自転車で走った時や，車で走った際に，矢羽根が結構目立ってきたなと感じるよう

になったと思います。今後，幹線市道 21号線や 12号線が整備され，赤塚駅方面と水戸駅方

面が繋がると，かなりできてきたと感じると思います。そして，自転車が車道を走るという
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ことがさらに認知されていくと思います。ここまでに，関係者のかたがたのさまざまな御尽

力があったと思います。 

補足させていただきますと，８ページに，第８回自転車利用環境向上会議 in 北海道ポス

ターセッションにおける展示に対し，会長賞をいただいたという記載があります。この会議

は，自治体のかたや大学関係の研究者，民間のコンサルタントのかたなど，さまざまな分野

のかたが 300 人から 400 人くらい集まります。この会議の会長を務めているのが，今日欠

席の  さんです。その  さんから会長賞をいただいたということになります。その理由

は，水戸市が，一つ一つの仕事を丁寧にやっているからです。自転車通行空間の整備と，そ

れに合わせた教育を行っており，そして，整備した路線の遵守率がよい。ハードとソフトの

取組と，今後の期待も含め，会長賞をいただいたということです。私自身，これまでの取組

は，かなりよくやっていると思います。それが，全国的にも認められたと考えてよろしいと

思います。先進的と呼ばれる地域を見ても，矢羽根や自転車レーンを引いているところはた

くさんありますが，利用率が高いわけではない。引いただけで，教育がおろそかになってい

ると，利用されません。東京都も，確かに矢羽根はどんどん引いていますが，個人的には，

引けばよいわけではないと思っております。そんな中で，着々と整備を進め，効果を出して

いるのは，市と関係者のかたがたの御尽力によるところだと思います。以上が補足です。 

それでは，皆様から，御意見や御質問をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

  委員 

３点ほどよろしいでしょうか。 

１点目ですが，資料「本編」７ページに記載のあった，「自転車通勤推進企業」宣言プロ

ジェクトへの応募検討について，ぜひ，応募していただければと思います。水戸市役所に続

き，その他の企業が応募するようになればよいと思います。 

２点目ですが，資料「本編」15ページのバイクシェア水戸について，この取組期間中，私

は近代美術館に勤務しておりました。新型コロナウイルスの影響で，水戸市の観光客が少な

いと感じておりましたが，その割には，バイクシェアの自転車で美術館に来るかたは毎日の

ようにいらっしゃいました。新型コロナウイルスの影響もあり，上手くいったかどうかの分

析は難しいとは思いますが，個人的には，よい取組だったと思います。今後，団体のバス旅

行などで梅まつりに来る客が激減する可能性もありますが，そんな中で，例えば自家用車で

水戸に来て，バイクシェアを利用しながら，観光地を回っていただくということが考えられ

ます。新型コロナウイルスの影響を考慮した，水戸の新しい観光の形というものに，先進的

に取り組んでいただき，全国に発信できたらよいと思います。ぜひ，次の梅まつりに向けて，

バージョンアップさせていっていただけたらと思います。 

３点目ですが，資料「本編」20 ページの自転車通行量の調査ですが，できればあと１日

か２日くらい調査日を増やすことができないでしょうか。天候など，さまざまな影響で数値

が変わると思いますが，通行量が目標に向かって順調に増えているのか把握が難しいので，

大変だとは思いますが，調査日を増やすことを御検討いただきたいと思います。 
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会長 

ありがとうございました。 

事務局から何かありますか。 

 

執行機関 

資料「本編」７ページの「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクトにつきましては，応募

することを検討するという表現で記載しておりますが，応募してまいりたいと考えており

ます。続きまして，15 ページのバイクシェア水戸についてですが，令和２年の梅まつり期

間に実験的に行いまして，データを整理しているところでございます。見づらくて恐縮です

が，15 ページの右下にチラシを掲載しておりまして，こちらを御覧いただきますと，サイ

クルポートの一覧が載っており，近代美術館も含まれております。ほとんどのポートは，中

心市街地の北側にあります。本格的に導入していくためには，自転車が安全に通行できる環

境を整えていくことも考える必要がございます。引き続き，検討を進めてまいります。 

20 ページの中心市街地の自転車通行量調査につきましては，歩行者通行量の調査がメイ

ンで，それに合わせて，自転車についても計測しております。この調査のあり方についても，

検討してまいります。 

 

会長 

20 ページの目標については，今のペースでいくと，達成は難しいように思います。 

 

執行機関 

  委員御指摘のとおり，調査日が２日だけだと，天候などの影響を受けてしまうという

ことがあります。20 ページを見ていただきますと，平日については，天気が悪かった割に

は，平成 30年とあまり変わらない 4,905 台を計測し，休日は大きく落ち込みましたが，こ

の日は強い風も吹いていたということもあり，自転車にとってはあまりよい環境ではなか

ったと考えられます。天候に左右されないように，調査日を増やしたらどうかという御指摘

だったと思いますので，調査手法については，今後も検討してまいります。 

 

会長 

15 ページのバイクシェアについて，今後検討していくということになっていますが，今

回の実証実験の結果としては，よかったのでしょうか。 

 

執行機関 

概要につきましては，資料「本編」15 ページのとおりです。１日平均 34.6回の利用があ

り，20 台設置して，この回数であったということをどのように評価するかということにな

ります。他にも，どこからどこに行ったのかというデータもあり，それによると，バイクシ

ェアがあったことで回遊性が上がったという傾向も見られ，このようなシステムがあるこ

とで，まちの魅力を高めるということもあると考えます。また，当然費用がかかりますので，
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どのくらいのコストで，このようなシステムを運用できるのか，慎重に検討していきたいと

思います。 

 

会長 

７ページに，「自転車通勤導入に関する手引き」について載っていますが，企業のかたが

たはこれがあることを知っているのでしょうか。 

 

執行機関 

 「資料編」１ページに，アンケートの調査項目を記載しておりますが，「自転車通勤導入

に関する手引き」を御存じかどうかという調査はしておりません。 

 

会長 

この手引きは，国交省のホームページにも掲載していますが，商工会議所では御存知でし

たか。できれば知っていただきたいと思っています。 

 

  委員 

自転車通勤者を増やしていくのに，どのような手段が有効か，御相談しようと思っていま

した。商工会議所では，健康経営を進めていくことを目指し，自転車通勤やスニーカーでの

通勤など，自転車に限らず，総合的に考えておりますが，この手引きについては知りません

でした。今後，内部で勉強していきたいと思います。 

 

会長 

国交省のホームページですぐ見られますので，ぜひ，会員の企業にも御紹介いただければ

と思います。市でも，チラシなどもあるので，紹介いただけたらと思います。大事なことは，

自転車通勤が不利にならないということです。アンケート結果にもありましたが，雨の日に

公共交通機関を使う際に，その分の交通費を出してもらえるとか，駐輪場の費用を出しても

らえるとか，このような対応をしてもらえるとよいと思います。自転車通勤は，健康によい

し，環境にやさしいし，３密を避けられる。このようなメリットについてもしっかり説明し

て，周知をしていただければと思います。自転車通勤の推奨に関して，県はどうですか。 

 

  委員 

県も自転車の施策をいろいろと進めているところではございますが，自転車通勤につい

ての施策は特に行っておりません。現在，県ではサイクルツーリズムに力を入れております。 

 

会長 

サイクルツーリズムに力を入れるのもよいことですが，もう少し足元を固めるようなこ

とも，県で検討してみてほしいと思います。 

他に，どなたか御意見等ございますか。 
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  委員 

自転車の案内誘導サインというのは，国や都道府県それぞれで異なるのでしょうか。 

 

会長 

かなり統一されてきています。国のガイドラインがありますが，都道府県によっては，地

域の景観などに配慮するなどして，差異があります。 

 

  委員 

県のつくば霞ヶ浦りんりんロードを中心に，観光なども含めた自転車の利活用を積極的

に進めていくと思います。サインは，どこに行っても，利用者が混乱せず，わかりやすいと

いうのが理想です。 

 

会長 

まだガイドラインがしっかりとしていなかった時はばらばらでしたが，今は統一感が出

ています。県でも，そのあたりの基準は作っていますよね。 

 

オブザーバー 

路面表示などのサインについてですが，茨城県では，令和２年３月に「いばらき自転車ネ

ットワーク自転車通行環境整備ガイドライン」を策定し，その中で，路面表示の形などを定

めております。これは，国のガイドラインに準拠しております。しかしながら，ガイドライ

ン策定前に，路面表示を行っている市町村もあり，そことの差異が若干ございますが，県内

のほとんどの市町村が，同じような形になっていると感じております。 

 

  委員 

わかりました。事故防止にもつながりますので，なるべく，利用者が混乱しないように気

を付けて，進めていただければと思います。 

 

会長 

他に御意見等ございませんか。 

 

オブザーバー 

資料「本編」９ページに，道路管理者やＡ路線，Ｂ路線の延長が記載された表があります。

同じページで，Ａ路線とＢ路線についての説明も記載されているのですが，わかりにくいの

で，もう少し詳しく御説明いただけるとありがたいです。 

 

執行機関 

「水戸市自転車利用環境整備計画」を策定する際に，自転車ネットワークについても検討
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を進めてまいりました。検討の手法としましては，まずネットワークの候補となる路線を選

定し，その中から，優先整備をすべき路線として，Ａ路線とＢ路線の２種類を抽出しました。

もともと選定していたネットワーク候補路線の中で，車道混在もしくはその他の手法によ

り整備することが決まっている路線につきましては，Ａ路線としております。令和５年度ま

での計画期間中における整備に向け，整備手法について，まだ検討中であるものをＢ路線と

分類しております。 

茨城県で管理している路線は全てＢ路線となっておりまして，「水戸市自転車利用環境整

備計画」の計画期間７年間のうち，今年度は中間年度となります。今年度のうちに，Ｂ路線

に位置付けた路線について，どのような整備手法で整備をするかということを調整させて

いただきまして，Ａ路線に位置付けたうえで整備をしていきます。今回の審議会に先立ちま

して，茨城県とは協議を始めさせていただいております。今後とも，よろしくお願いいたし

ます。 

 

会長 

他に御意見等ございませんか。 

 

  委員 

今までの整備の状況を見ていくと，自転車ネットワークが形成されてきたと感じます。ま

ちなかで，青い矢羽根が目立ってきて，市民にとっても当たり前になってきたと感じていま

す。目に見える形で，ネットワークが広がっていくということのインパクトは，当初思って

いたよりもあると実感しています。予算の都合もあるとは思いますが，今でも，もっと早く

広げられないのかと思います。市民の意識が醸成されてきたのであれば，矢羽根の間隔を広

くし，費用を抑えて，一気に広範囲を整備することなどを考えてもよいフェイズになってき

たと思っています。 

また，「資料編」13ページの事故の形態についてですが，事故が起きた自転車の 100％が

車道逆走や歩道走行であるという事実は，これからの自転車通行空間整備や安全の啓発な

どの際に，非常に説得力があると思います。関連して，「資料編」15 ページの左折巻き込み

の事例について，ここは，以前議論になった駅南中央交差点で，歩車分離式の交差点のため，

従来の自転車横断帯をそのまま使っていますが，事故が起きています。歩車分離によって安

全性を担保するという警察側の考えもわかりますが，ここだけ自転車通行空間の整備をし

ておらず，自転車が従うべき信号がわかりにくくなっているエリアなので，市と警察が連携

し，自転車用信号を設置するなど，新しい施策に取り組んでいただけたらと思います。新し

い施策に向けた勉強会を開催してもよいと思います。 

茨城県は，全国的に見ても，信号の設置を少ない費用で効率よく展開していて，信号の設

置，管理について先進的だという印象を持っています。そういった面も活かして，自転車用

信号の研究をしていただき，設置してもらえればと思います。 

あと，整備している路線ですが，車道の幅員を縮めて，自転車通行空間の幅員を広げてい

ます。水戸市は自転車に優しいなと思います。こういった整備は，警察との信頼関係の中で
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やっているのだと思います。自動車が速度を抑えることで，事故のリスクを減らす効果や，

自動車側に，歩行者や自転車に配慮する気持ちを芽生えさせる効果も間接的にあると思い

ます。こういった整備は車道混在ならではだと思います。今後も続けていっていただきたい

と思います。 

 

会長 

事故形態の資料を見てわかるのが，自転車が車道をルール通りに走れば，事故は起きない

ということです。歩道走行や，逆走をすると事故が起こるということを明確に示しています。

ここまでの話に対して，県警からコメントなどがあればお伺いしたいです。 

 

オブザーバー 

交通事故の情報については，今後も，水戸警察署含め，可能な限り共有させていただき，

対策などに活かせるように，水戸市と連携を図っていきたいと考えております。 

 

会長 

私からは一つお願いがありまして，13 ページに，令和２年度の予定として，千波２号線

の交通規制解除について調整を行うとあります。千波２号線の近代美術館の辺りは，自転車

通行空間を整備し，高校生も８割遵守していますが，普通自転車歩道通行可の規制がなされ

ており，そのため，歩道上を自転車が走ってしまっています。ぜひ，あそこの交通規制は解

除していただきたいです。お願いします。 

他に御意見等ございませんか。 

 

  委員 

私は，見和１丁目に住んでいて，ちょうど近くで路面表示の工事が行われています。この

辺りは，路肩が広く，並走している自転車が多く，そんな中で，矢羽根が引かれているので

すが，路肩が何ｍ以上ならば並走できるという決まりはあるのでしょうか。 

また，梅が丘小学校の近くに空手道場があり，この道場に，おそらく高校生かと思います

が，放課後に多くの高校生が自転車で通っています。千波方向から来て，また千波方向に帰

るのですが，帰るときは右側通行しています。矢羽根は引かれてきていますが，ほとんどが

矢羽根に従っていません。まだ意識されていないようです。学校関係だけでなく，空手道場

のように，学生が集まる施設に対しても，自転車の指導をしていただきたいと思っています。 

あと，逆走禁止という表示は見かけないのですが，逆走禁止という表示をした路線はこれ

まであったのかお伺いしたいです。 

 

執行機関 

御質問を３点お伺いしました。まず，並走してよい条件などがあるかという御質問でした

が，基本的に，自転車は並進禁止となっております。幅が広いからよいというようなことは，

基本的にはございません。 
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空手道場についてですが，道場に通う高校生が，特に帰りに逆走していることがあるとい

う御指摘でした。高校については，連携し，通行指導を行っているという状況ですが，学校

だけが，高校生が自転車で行く場所ではないという御指摘だったと思います。状況を確認し

たうえで，空手道場に通う生徒に対し指導を行うことなどについて，相談していきたいと思

います。 

逆走禁止の表示についてですが，幹線市道 39号線に，路面表示ではなく，逆走禁止とい

う看板を設置しております。自転車で走っている人の視線に対し，上のほうに設置してあっ

て見づらいということもあると思いますので，今後は，路面に逆走禁止という表示をするな

ど，研究をしてまいります。 

 

会長 

 並走は，基本的には禁止です。ただし，並進可の標識があるところでは走れることになっ

ています。また，自転車の指導についてですが，現在の手法として，チラシや市報での周知

や，整備した路線に絞った指導をやっていますが，御指摘の部分は，そこから漏れている層

があるということだと思います。もう少し範囲を拡大するようなことができればと思いま

す。 

 他に御意見等ございますか。 

 

  委員 

「安全への意識づくり」の中で，通行指導の際に，自動車に対して自転車に配慮するよう

に呼びかけをすると記載していますが，具体的にはどのようなことを行っているのか確認

したく思います。 

また，５ページを見ますと，茨城県では自転車保険への加入が努力義務になったと記載さ

れていますが，高校生など，自転車に乗るかたが加入しやすい安価な保険として，例えば，

スマートフォンアプリの「ＬＩＮＥ」を使っていると，月 100 円で１億円までの賠償責任補

償がある保険に加入できます。保険加入をＰＲする際に，こういったものもあるということ

も周知したらよいのではと思います。 

あと，左側通行の遵守率について，高校生を中心に通行指導を行っているところだと思い

ますが，大人が逆走している様子も見かけるので，そういったかたへの指導を行う必要があ

ると思います。 

 

執行機関 

資料「本編」４ページの「自動車運転者への啓発の充実」の２点目に，「通行指導の際に，

自動車に対して，自転車に配慮した運転の呼びかけを行います」という記載があり，具体的

にどのようなことをやっているのかという御質問でしたが，現状，通行指導は自転車に対す

る指導が中心となっていまして，自動車に対しての呼びかけなどは，なかなかできておりま

せん。現在は，路面表示を各路線に広げることで，自動車運転者に対して告知するというこ

とを行っております。 
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また，加入しやすい保険をＰＲしたらどうかという御意見をいただきましたが，保険につ

いては，共済なども含め，特定の保険について，なかなか言いにくいところがありますが，

広報の仕方次第だと思いますので，効果的なＰＲについて引き続き検討してまいりたいと

思います。 

通行指導の際の，社会人に対する指導についてですが，私たちが平日の朝に通行指導を行

っていますと，高校生は言うことを聞いてくれますが，社会人のかたは，なかなか言うこと

を聞いていただけないということがございます。今後も，県警と連携させていただきながら，

社会人に対しても指導を続けてまいりたいと思います。 

 

会長 

 ドライバーへの呼びかけについてですが，教習所と連携できるとよいと思います。 

 社会人への指導についてですが，現在の指導は，高校生の朝の通学時間帯のピークである

７時から８時に行っていて，その時間帯に通行する社会人には指導できますが，昼間とか休

日に自転車に乗る人は漏れてしまいます。こういったことがあるので，徐々に対象の層を広

げていく必要があると思います。 

現在，市の職員が通行指導を行い，日によっては学校の先生も協力してくれるというよう

な体制だと思います。非常によくやっていると思いますが，整備路線が増えてきて，手が足

りなくなるのではと思っています。大丈夫ですか。 

 

執行機関 

現在の通行指導については，市の交通政策課の職員と生活安全課の職員，そして県警が連

携し，実施しております。現在は，まだ整備路線の数が少ないので，この体制でも賄えてお

ります。また，沿線の高校とも連携させていただき，高校が自主的に行う指導日に合わせて，

私たちも指導に入るなどして，効率よく進めているところです。 

今後，手が足りなくなってくるということも考えられますので，対応について，引き続き

検討してまいります。 

 

会長 

しばらくは，現場での指導が必要です。しかし，市の職員がずっとやっているわけにもい

かないと思いますので，ＮＰＯや交通安全の団体にも協力いただきながら進めていくとい

うような，新しい体制を考えたほうがよいと思います。 

時間も限られておりますので，他の御意見は最後にまたお伺いするとして，次の議事に進

ませていただきたいと思います。議事（２）の「水戸市自転車活用推進計画の策定について」

事務局から説明をお願いします。 

 

執行機関 

 

〔事務局説明〕 
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会長 

 ありがとうございました。 

 また，御意見や御質問等いただきたいと思いますが，まず，国，県からアドバイスがあれ

ばお願いします。国の自転車活用推進計画があり，県も自転車活用推進計画を作り，今回，

その水戸市版を作るのですが，それに対し，何かアドバイスや注文などがあればお願いしま

す。 

 

オブザーバー 

自転車ネットワークは途切れてしまうと整備効果が薄くなってしまうと考えられますの

で，国，県，市で十分に連携して整備を進めていければと思っております。 

 

会長 

綿密な協力体制で進めていただければと思います。県からはどうですか。 

 

  委員 

 法に基づく計画については，多くの市町村に作っていただきたいと思っております。現在，

茨城県では４市しか計画を作っていませんので，水戸市が作ってくださるのは，非常にあり

がたいです。１点質問なのですが，資料に計画策定の基本的姿勢が記載されていますが，中

身はこれから検討を進めていくのだとは思いますけれども，この計画の中で，重点的に取り

組むものなどについて考えがあればお伺いしたいです。 

 

執行機関 

資料「本編」22 ページの計画策定の基本的姿勢については，現在の「水戸市自転車利用

環境整備計画」とほぼ同様の内容を記載しております。まだ，動き始めたばかりですので，

どの部分にも均等に力を入れていくべきものと考えております。現在の計画で欠けている

部分として，サイクルツーリズムの視点，そして災害時の自転車の利活用がありまして，こ

れらをどのように計画に盛り込んでいくかということがポイントになってくると思います。

県の自転車活用推進計画との整合性を図っていくためにも重要なポイントとなると考えて

います。 

 

  委員 

おそらく，今までの計画を引き継いでいくということだと思いますが，これまでも，非常

に幅広く，特に安全，安心という基盤の部分に力を入れていると感じていました。県でも，

安全，安心という基盤の部分も力を入れていますが，現在のところ，サイクルツーリズムに

力を注いでいるところです。ぜひ，水戸市でもサイクルツーリズムの取組に力を入れていた

だけるとありがたいです。 
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執行機関 

サイクルツーリズムにつきまして，先行する「いばらき自転車活用推進計画」における「い

ばらき自転車ネットワーク計画」では，水戸駅北口から茨城大学前を通る国道 123 号が奥久

慈里山ヒルクライムルートの一部となっております。この区間の一部は，水戸市のネットワ

ーク路線にも含まれており，県のネットワークに含まれておりますが，今後整備を進めてい

くうえで，安全性に配慮していく必要があります。このあたりについても，県の担当部署と

協議しながら，慎重に進めてまいりたいと思います。 

 

会長 

国の計画ができる前に，まずガイドラインができ，その前後で，さまざまな自治体が，各々

で計画を作っていました。水戸市も早い段階で整備計画を作りました。審議会には，  委

員や  委員もいて，比較的先取りした形で進めてこられたと思っています。そして，水戸

や金沢，宇都宮など，先進的な都市で行われていることを全て集めたものが国の計画になっ

ています。国の計画は，全てを網羅するように，いろいろ盛り込まれていますので，チェッ

クリストのように活用するのがよいと思います。水戸市にとって必要なことが漏れていな

いか確認するのに使えばいいです。国の計画に載っていることを，全て満たす必要はないで

す。例えば，自分のまちは，観光よりも交通安全だと考えているのに，国の計画に観光と記

載されているから，観光もやらないといけないというようになっている場合がありますが，

自分のまちは，ツーリズムよりも交通安全だという思いがあれば，それでよいのです。そし

て，国の計画の一番大事なところは，都市開発や学校教育など，関係する部署，機関は全て

やらなくてはならないということです。進めるときは，関係する部署・機関が一堂に集まる

必要があります。問題のある自治体は，建設は建設，教育は教育というように，閉鎖的に対

応してしまっています。そういうことを止めなさいということを言っています。 

県でツーリズムを推進しているということはよいことだと思います。しかし，施策として

実行していく順番は決まっています。ハードの自転車通行空間整備と，そして，ソフトの交

通ルールの指導徹底です。それができていないのに，その先の利活用はないです。まずは，

ハードとソフトができていなければなりません。サッカーをしようとするのに，グラウンド

がなければできないし，ルールを知らなければできないということと同じです。 

それでは，他に御意見等ございますか。 

 

  委員 

常磐線北側の道路や，国，県管理道路は，整備のハードルが高い路線が多く，そこをどの

ように整備していくか，どのように運用していくかということを考えていく必要がありま

す。北口の国道 50 号線や，水戸神栖線は，自転車だけでなく車も多いです。これまでと同

様の整備でよいのか，沿線住民等をどのように巻き込むか，こういったことの研究を国，県，

市合同で行う必要があるのではないでしょうか。国道 50 号線や水戸神栖線などは，より多

くの人を巻き込み，一つの大きなプロジェクトとして取り組んでいく必要がある路線だと

思います。難しい路線を，そのまま放置しないような取組を，今回の自転車活用推進計画に
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盛り込んで，関係者が連携するようになっていけばよいと思います。 

 

会長 

 確認ですが，今の発言の中には，整備が難しいから歩道を走らせるという対応を含んでい

るわけではないですよね。 

 

  委員 

もちろんです。私自身，具体的な解を持ってはいませんが，それを考えるには，もっと大

掛かりにやらないといけないのではと思っています。場合によっては，２車線を１車線にす

るとか，一方通行にするとか，そういった事例もあります。ただ路面表示を続けていくので

はなく，次の 100年に向けて，しっかりとしたインフラを残すために，国，県，市で投資を

する必要もあると思います。 

 

会長 

ぜひ，国と県，県警，市で協力し，よく協議をしながら，前に進んでいただけたらと思い

ます。 

現在，新型コロナウイルス感染症対策で新しい生活様式ということが話題になったりし

ますが，コロナ関係で，国，県で何か動きがあるのでしょうか。欧米では，コロナの前から，

人に優しいまちづくり，道づくりを行っていて，その中で，自転車についても重視していま

した。今回のコロナで，３密を避けるということと，車を持たない貧困層の足として，自転

車を使おうということで，自転車レーンをどんどん引いています。これは，一時的に引いて

いるのではなく，中長期的な観点で，道路のスペースを再配分しています。そういったこと

に関連して，国や県でも何か情報があればお伺いしたいです。 

 

  委員 

最近，自転車がよく売れているという話を聞きます。特に都内では，電車の通勤を心配に

感じるかたが，自転車通勤に切り替える動きがあるようです。 

 

会長 

国では何かありますか。 

 

オブザーバー 

３密を避けるうえで，自転車は非常に有効だということで，都内の国道を所管する各事務

所では，今年度，急きょ，自転車道の整備に先行して取り組む方針が決まりました。現在，

設計等を進めている状況です。今後，東京都の先行事例を参考に，茨城県でも，有効な部分

は取り入れていきたいと考えております。 

 

会長 
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ありがとうございました。 

他の委員のかたで，御意見や御質問等ございましたらお願いします。 

 

  委員 

現在，路面表示を行っている幹線市道 21 号線についてですが，常磐大学の西側について

は，水戸市の幹線道路にも関わらず，中央線だけで，外側線が引かれていません。中央線を

消して，両側に外側線を引くように要望はしているのですが，幹線道路なので自動車が優先

だということを，市の道路管理課や警察から言われています。これから，ますます自転車が

増えていく中で，自動車優先という考えは止めていただきたいと思っています。狭い道路で

の白線整備はどのようになっているのでしょうか。 

 

会長 

幹線市道 21号線は，そんなに狭い道とは思わなかったのですが。 

 

執行機関 

幹線市道 21号線は，赤塚駅方面を背にして，梅が丘小学校のほうへ真っすぐ進み，その

後，左に曲がって，常磐大学のほうへ行く道も含んでおります。御質問いただいたのは，現

在，路面表示を整備している幅の広い部分ではなく，常磐大学のほうへ行く道ということで

よろしいでしょうか。 

御指摘のとおり，その道は，中央線のみが引いてある状態です。ここは，バス路線にもな

っていまして，相互通行で，さらに道路の両側に家が立ち並んでいます。そして，常磐大学

のほうまで行くと，道の両側に擁壁が建っているという状況です。一方通行にするとしても，

どっちの方向にするのかという問題があり，さらに，バスが相互通行で運行しているという

実態もあり，また，高低差のある道路ですので，拡幅するにしても，さまざまな課題があり，

すぐに何か行うのは難しい道路であるというお話をさせていただいております。何かをす

るとしても，今後，地域との合意形成が必要となってきます。以前も，窓口で要望を承りま

したが，どういった形がよいのかということを，引き続き検証していきたいと思いますので，

よろしくお願いいたします。 

 

会長 

  委員がおっしゃりたかったのは，自転車通行空間整備よりも，まず先にやるべきこと

があるのではないかということですか。 

 

  委員 

広い道路はやってもよいと思いますが，狭い道路は，歩行者と自転車を優先するような線

の引き方をしてもらわないと，地域住民が通れない道路になってしまいます。広い道路と狭

い道路というものをわきまえて，管理していかなければならないと思います。 

 



17 

 

会長 

すぐに対応はできないが，忘れずに考えているということですので，御理解いただければ

と思います。やはり，歩行者は大事に考えなければならないと思います。通学する児童が歩

く場所がないという道路もある中で，ツーリズムはできないだろうと思っております。歩行

者や通学，安全ということを差し置いて，先の政策を優先するようなことはやめていただき

たいと思います。 

他に御意見ございますか。 

 

  委員 

茨城県は全体的に車に依存している傾向があるので，コロナの影響で，車に乗る人はさら

に増えるのではと思います。そうではない方向に持っていくには，力強いコンセプトが必要

です。車優先ではないまち，歩いて暮らせるまちというのを，どれだけの人がイメージを共

有できるかということだと思います。 

 

会長 

その通りだと思います。ツーリズムが大事だということはわかりますが，だからこそ，車

優先ではなく，ウォーカブルなまちをつくるということが前提になると思います。 

それでは，最後に，議事（３）「令和３年度の取組について」事務局から説明をお願いし

ます。 

 

執行機関 

 

〔事務局説明〕 

 

会長 

ありがとうございました。 

それでは，全体を通して，御意見等ございましたらお願いいたします。 

 

  委員 

資料１－３の「委員からの御意見について」ですが，この意見というのは，いつどのよう

に集めたものなのですか。 

 

会長 

今の質問に答えるのに合わせて，資料１－３のポイントを説明いただきたく思います。 

 

執行機関 

 資料１－３につきましては，会議資料を事前送付させていた際に，欠席が見込まれるかた

に，あらかじめ御意見をいただいたものになります。この資料は，公表する資料となります
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ので，どの委員がどの意見を出したかということは，具体的には表示しておりませんが，内

容については，いただいた御意見をそのまま記載しております。 

一番上のほうを見ますと，ある程度の評価をいただけております。ただし，４番目の意見

を見ますと，本日も御指摘がありましたが，保険の加入義務化について検討すべきという御

意見をいただき，６番目の意見を見ますと，整備の進捗状況について，客観的に評価できる

ような表現を心掛けてほしいという御意見をいただいております。また，先ほどの  委員

からの御意見にも関係しますが，９番目の意見を見ますと，鉄道事業者とどのような意見交

換をしているのかということで，土浦の一人勝ちにしないようにと激励の言葉もいただい

ておりますが，公共交通と自転車をどのように連携させていくのかということについての

御意見もいただいております。裏面を御覧ください。14 番目の意見として，高齢者になっ

てから自転車に乗るのは難しいので，まだ自転車に乗れる段階で，自転車を利用する機会を

増やすことという御意見もいただいております。 

いずれの意見につきましても，本日いただいた御意見と合わせまして，計画策定に活かし

ていきたいと思います。 

 

会長 

ありがとうございました。 

他に御意見のあるかたいらっしゃいますか。 

 

〔特になし〕 

 

 ないようですので進行を事務局にお返しします。 

  

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２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。 

 

 


