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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11月24日（火） 午後２時から 

 

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，山口美知子，田口美博，島田弘子，大金和夫，深谷

靖，渡邉孝雄，内田久紀，石川昭，小森正彦，吉川勝，西村智訓 

(2)執行機関 

小田木健治，宮川孝光，小林良導，村沢晶弘，細谷洋祐，龍田晴美，篠原純一郎， 

大森幹司，有金正義，安達茂，谷萩幸治，中村良太, 木村勤，内記秀人，小川佐栄

子，須藤文彦，佐藤倫子，佐藤通，伊藤大貴 

(3)その他 

委員欠席 小林成基，富田武，櫻場誠二，川上敬一，皆川和彦，栗山英司 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  議題 

水戸市自転車活用推進計画（素案）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。）   １人 

 

８ 会議資料の名称 

 【配布資料】 

資料１ 水戸市自転車活用推進計画（素案） 

資料２ 自転車ネットワークの見直しにおける路線変更案について 

資料３ ネットワーク路線図（案） 

資料４ 令和２年度第２回水戸市自転車利用環境整備審議会委員名簿 

資料５ 水戸市自転車利用環境整備審議会条例 

資料６ 令和２年度第２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２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，当審議会の会長  様から御挨拶をお願いいたします。 

 

会長 

 皆様，こんにちは。本日はお集まりいただきありがとうございます。 

 今回は，新型コロナウイルス感染症が予断を許さない状況において，貴重な対面の会議に

なるかもしれません。本日は，水戸市自転車活用推進計画の素案について，御審議いただき

たいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

執行機関 

ありがとうございました。 

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 

では，早速始めたいと思います。 

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 

 御報告させていただきます。 

 委員定数 20 名，出席委員 14 名で，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名であることを御報告いたします。 

 

会長 

 ありがとうございました。 

 本審議会につきましては，市の規程により，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。 

本日の議事は１件で，水戸市自転車活用推進計画の素案についてです。この素案について
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は，既に事前配布しております。事務局からは，ポイントを説明していただこうと思ってお

りますが，議論の進めかたとして，はじめに，事務局に一括して説明いただきまして，その

後の質疑につきましては，第４章のネットワーク計画とそれ以外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 

 

〔事務局説明〕 

 

会長 

 ありがとうございました。 

 冒頭に申し上げたとおり，４章のネットワーク計画の部分は後に回しまして，まずは，そ

れ以外のところで，御質問，御意見がありましたら，お願いします。 

  

  委員 

質問なのですが，52 ページのコミュニティサイクルについて，実施主体は市ですか。民

間と協働でやるという考えはないのでしょうか。 

 

執行機関 

現時点では，コミュニティサイクルについて，実施主体をどこにするかは未定です。今年

の２月から３月にかけて，52 ページの写真にありますとおり，ＮＴＴドコモ，茨城県，Ｊ

Ｒと連携して実証実験を行いましたが，実施主体については未定でございます。 

 

  委員 

52 ページに金沢の「まちのり」の写真が載っていますが，この写真はもう古くなってい

まして，今年の３月から，新しい「まちのり」になりました。以前は，新幹線の開業もあり，

「まちのり」への観光客の需要がとても多かったです。しかし，設備の維持に費用がかかっ

たため，今年の３月から，ＮＴＴドコモの自転車を導入しました。公設民営でやっています。

観光による収入で，かなり予算があるということで，たくさん設置しました。最初は 155 台

置きました。ポートは 21か所でしたが，今は 65か所になっています。新型コロナウイルス

感染症の影響で，観光客が激減しましたが，利用は伸びています。それは，市民利用が増え

たことによります。それから，電動アシスト自転車になったことで，坂道も楽に移動できる

ということで，利用者が増えています。自転車の利用を広めるのに，とても役立つものだと

思います。身近に自転車があれば，市民も乗ってみようと思ってくれるのではないでしょう

か。検討してみてもよいと思います。 

 

会長 
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やっぱり，電動アシスト自転車はいいですか。 

 

  委員 

楽です。体力的に自転車を諦めていた人も乗れます。 

 

会長 

市で考えているものも電動ですか。 

 

執行機関 

導入する自転車も含めて，未定です。現在，レンタサイクルとして，水戸駅北口で貸し出

されているのは電動アシスト自転車です。 

 

会長 

 水戸は坂が多いので，電動はいいと思います。しかし，下り坂だとスピードが出てしまう

ので，自転車の通行空間がしっかりしていないと，歩道を走ってしまい，危険です。そこは

要注意です。 

 

  委員 

  さんに質問なのですが，新しい事業者にしたのはなぜですか。 

 

  委員 

地上に置いてある利用登録を行う機械が壊れやすかったからです。今のドコモのものは，

特に機械の設置は要らず，自転車自体もしっかりしているので壊れにくく，コストがかから

ないです。以前のものは，市が設置したのですが，今回のものは，民間が設置して，自転車

も民間の所有です。以前は，市が所有していたものを，今回は民間に所有してもらいます。

その代わり，市が何年か分の費用をまとめて支出します。料金の部分でも，以前は，どれだ

け乗っても１回 30 分を越えなければ 200 円で，今回のものは，最初の 30 分は 150 円，以降

30 分ごとに 100 円なのですが，月額会員になると，月 1,500 円で，最初の 30 分は０円にな

ります。現在，月額会員がとても増えています。主に市民利用です。 

 

  委員 

維持管理など，運営面でかなりコストを抑えられているということですね。月額会員は，

よく使う人はお得で，増えそうですね。 

 

  委員 

10 回乗れば元が取れます。 

 

会長 
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15 ページから，整備状況ということで，これまでどのような整備をやってきたかまとめ

てあり，特記事項の部分には，いろいろよいことが記載していますが，整備について，問題

点はないのでしょうか。反省すべきところは反省して，次に生かすということがよいと思い

ます。そのあたりのことを，どこかに記載したほうがよいと思いますがいかがでしょうか。

特に問題がなければよいのですが，問題点，反省点があるかないかについての認識はいかが

でしょうか。 

 

執行機関 

16 ページからの整備事例は，本市が実施した整備を，実例として，カタログ的にまとめ

ております。両側４車線の広い道路から，車線がないような狭い道まで，さまざまなパター

ンの道路で，自転車通行空間を実現しているところです。県警察と協議をしながら，どのよ

うに安全対策をとっていくか考え，設計の中に反映させております。また，路面標示だけで

は，ルールを守っていただけない状況がございますので，月２回ペースで，各整備路線の通

行指導を行っております。しかしながら，整備路線が増えていきますと，通行指導の手が足

りなくなっていきますので，そこが課題であると考えております。 

 

会長 

個別の整備事例の中に記載する必要はなくて，どこかにまとめて記載すればよいと思い

ます。千波２号線は車道左側通行の遵守率が８割と高いですが，金沢は，車道左側通行の遵

守率はどのくらいですか。 

 

  委員 

正確な数字は出ませんが，整備した路線は，90％が車道左側通行をしていると思います。

徳島大学の  先生の研究では，整備した路線の延長線上の整備していない道路も，車道左

側通行を守るようになったというデータがあり，遵守率は非常に高くなっています。 

 

  委員 

私の住まいは見和１丁目で，路面表示の整備をしてもらったエリアなのですが，朝の時間

帯は，車道左側通行をしています。しかし，それ以外の時間は，ほとんどの人が車道左側通

行をしていません。私の家の近くの押しボタン式の横断歩道については，自転車は信号で止

まってくれません。事務局に，路面表示整備の際に移動した停止線を元の位置に戻すように

交渉していますが，現在のところ，元の位置に戻してもらってはいません。横断歩道のすぐ

手前まで停止線を移動させていますが，押しボタン式の横断歩道の場合，横断歩道の真上に

信号機があることが多く，横断歩道の手前まで停止線を移動させると，首を上げないと信号

の変化が見えず，人が横断歩道を渡っていても，自転車が止まりません。 

 

会長 

前回の審議会でも，  さんから地域の整備済路線の状況について御意見いただきまし
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たが，今回の御意見も，同じ路線についてということでよろしいですか。 

 

  委員 

はい。 

 

会長 

わかりました。16 ページの千波２号線についてですが，写真のとおり車道の左側を通行

する人と，歩道を通行する常習者がいます。車道左側通行の遵守率が上がらない原因の一部

は，その常習者です。常習者を見て，ルールを守らなくてもいいと考え，同じようになって

しまうことも考えられます。100％を目標にするならば，その常習者をどうにかしないとい

けません。あと，夕方は車が少ないので，道路をかなり占領して走っていて，歩行者にとっ

て怖い状況です。また，かなり並走が目立つと思います。 

また，幹線市道 39 号線で，車で走った際に，自転車通行空間に余裕があるので，高校生

が矢羽根の上を並走しているのを見かけました。車側から見て，危ないなと感じました。あ

と，以前から，駅南中央交差点でのバスの路上駐車が，高校生の朝の自転車通学を邪魔して

いて問題でしたが，新型コロナウイルス感染症の影響で観光客が減ったこともあり，最近は

見られません。しかし，路上駐車は気になります。 

このような問題点を，路線ごとのページに記載しなくてもよいと思いますが，もう少し工

夫しなくてはならないことを，どこかにまとめて記載して，後のページにつなげていくとい

うことをしてもよいと思います。 

警察で，整備面での問題点について，お気付きのことはございませんか。 

 

  委員 

路上駐車により，自転車が走れないというような問題はあると思います。しかしながら，

細かな案件については，私まで報告があがってこない場合もあり，全てを把握できてはおり

ません。 

 

会長 

整備そのものについて，苦情等はあがってきてはいませんか。 

 

執行機関 

路線の整備の内容について，沿線の住民のかたから御意見をいただくことはございます。

解決できることは，整備期間中に対応しております。中には，御要望にお応えできない場合

もございますが，できる限り，対応できるように努めているところでございます。 

 

  委員 

先ほどもお話しした見和１丁目の歩行者用の押しボタン式信号機があるところについて，

車道に自転車注意の表示がありましたが，それを消して，信号確認という路面表示をつけて
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もらう話を事務局にしました。第一に優先すべきは歩行者です。そこは，近所に目の悪いか

たもいらっしゃるので，信号に音響補助装置を付けてもらうように申請している場所でも

あります。しかし，現状，自転車が横断歩道に突っ込んできます。その信号無視に対応する

ために，地元住民は，停止線を車と同じ位置に戻してほしいと思っています。今回の整備で，

横断歩道の手前まで停止線を移動していますが，自転車が止まるのか止まらないのか判断

しづらくて危ないです。毎日この路線を利用している身としては，早急に対応してほしいと

思っています。 

 

会長 

今度，私も現地を見に行こうと思います。停止線の前出しというのは，ドライバーに対し，

自転車が隣にいるということを分かってもらうという目的があります。こうしたほうが，自

動車と自転車の接触が起こりません。しかし，その整備は，信号で止まるなど，自転車がル

ールを守ることが前提となっています。それができていないと話になりません。 

整備した路線について，例えば路面表示が薄くなってしまっているとか，大きなことにつ

いては，まとめたほうがよいと思います。あと，36ページの車道左側通行の遵守率ですが，

先に整備した幹線市道 39 号線と千波２号線は遵守率がよくて，幹線市道 12 号線と 24号線

が５割程度となっているのはなぜでしょう。 

 

執行機関 

従前の計画では，幹線市道 39 号線と千波２号線だけを掲載し，毎年，遵守率を調査し，

審議会で御報告しておりました。幹線市道 12 号線について，15 ページの図を御覧いただき

たいのですが，青い線で表示しており，令和元年度末時点では設計中でしたが，現在は整備

をしている最中でございます。図の中で，青い矢印が指している辺りに好文橋がございまし

て，その付近での計測で 50％となっております。令和２年度の時点で，路面表示は途中ま

ででき上がっておりますが，まだ通行指導などができておりません。また，まだ路面表示に

従って通行することに慣れていないかたもいらっしゃると思いますので，50％という低い

数値になっていると考えられます。それから，幹線市道 24 号線ですが，赤塚駅の南口から

南にまっすぐ伸びている，図では紫色で表示している路線で，既に整備済の路線となります。

こちらの路線については，朝夕に通行指導を行っておりますが，56％という数値に留まって

おります。先ほど，  委員から，朝は車道左側を走るが，それ以外の時間は走っていない

という御指摘もございましたので，通行指導のやり方や時間帯などについて，これから更に

工夫していかなければならないと考えております。 

 

会長 

幹線市道 24号線は，通行指導をしている路線ですか。 

 

執行機関 

はい。 



8 

 

 

  委員 

幹線市道 24号線は，午前と午後で遵守率が異なるとすれば，駅の駐輪場の位置が右側通

行しやすい位置にあるということも考えられるのではないでしょうか。横断歩道で渡って

まで，左側通行をしようとはしないということは，東金沢駅でも見られました。学校側で，

横断歩道で渡るように指導をしていただいて，遵守率が向上したということもありました

ので，現状をよく把握したほうがよいと思います。金沢でも，朝の遵守率は高いのですが，

午後は，特に高校生は気が緩んできて，遵守率が下がるということはよく見られます。それ

から，大学生への指導が課題です。他の地域から来ているため，指導が行き届かず，遵守率

が低いです。 

 

  委員 

 施策に対する希望を述べさせていただきます。51 ページに，利便性の高い駐輪環境とい

う記載がありますが，先ほど，  さんからお話があったコミュニティサイクルの促進のた

めにも，駐輪環境は，力を入れて整備する必要があると思います。私は自転車愛好家ですが，

何か用事があるときにいつも自転車を使うかというと，そうではなく，よく自動車を利用し

ます。遠くへ行くときに自転車を使って，市内で用を済ませるときは自動車を使っていると

いうことがよくあります。自転車は，近距離の移動は便利なのですが，目的地に着いた後，

置く場所に困ります。なので，よく車を使っています。車だと駐車場が簡単に見つかります。

51 ページにあるように，自転車道と接続した駐輪施設や車道と接続した駐輪施設は，ぜひ

整備していただきたいです。今後計画があるならばお伺いしたいです。ないのであれば，提

案したいです。 

 

会長 

確認なのですが，駐輪場の数が足りないのか，位置が悪いのか，位置の案内が悪いのか。

何が問題と感じていますか。 

 

  委員 

基本的には数の問題だと思います。しかし，位置も悪いです。商業施設の駐輪場も，分か

りにくい所にあります。比較的位置がよいのはパチンコ店です。店の正面に広々と駐輪場が

あったりします。 

 

会長 

パチンコ店の駐輪場は，置きやすいですが，景観的によろしくない部分もあります。観光

施設の場合も，駐輪場の位置が分かりやすくても，よい写真が撮れる場所にあって邪魔にな

るということがあります。便利な場所だけに置こうとすると，弊害が生じます。 

 

  委員 
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意識の問題かと思います。車は，目の前にあってもあまり悪い印象を持たれないと思いま

すが，自転車は悪く思われることがあります。 

 

執行機関 

51 ページの駐輪環境の整備についてですが，今年度は，県庁バスターミナルに隣接して

いる市道に，駐輪施設を設置する予定です。これは，地元の笠原中学校の生徒から，「中学

生議会」の場でいただいた，県庁バスターミナルに自転車を止めて水戸駅方面に行きたいが，

駐輪場がないという御意見に対応するものです。また，昨年度，弘道館の東側にトイレ等の

施設を整備しましたが，そこにも駐輪施設を整備しております。事例としてはまだまだ少な

いですが，気軽に出かけられる環境は大事だと思いますので，より使いやすい駐輪施設をま

ちなかに増やしていきたいと考えております。 

 

  委員 

 36 ページについてですが，記載している路線は，高校生の通行が多い路線だと思います。

高校生への指導は，命に関わる問題ですので，どこの学校でも力を入れています。この路線

を通行する生徒は，市内居住者だけでなく，市外から通う生徒も，駅に置いた自転車を利用

していると思います。高等学校長協会を代表し，私から，水戸地区の高校に対して，引き続

き交通安全指導を取り組むよう連絡したいと思います。朝の通行指導は生徒たちが一斉に

来るので行いやすいのですが，帰りは，部活動や課外活動があって時間がまちまちになるの

で，教員も対応しきれない部分があります。ですが，登下校時どちらも力を入れて指導する

ように伝えたいと思います。 

 

会長 

ありがとうございます。指導も大変だと思いますが，ぜひよろしくお願いいたします。 

 

  委員 

金沢でも，高校の先生がたはとても頑張っています。金沢では，自転車街頭指導マニュア

ルを作成しました。金沢では，市民も協力して街頭指導を行っていますが，高校の先生や交

通安全推進隊，警察も一緒に行っています。市の職員もいます。金沢西高校では，生徒会が

目安箱を設置して，生徒同士で困っていることなど意見を出し合っているのですが，その中

には，自転車に関する困り事もあったようです。そこで，生徒会長などを中心に，自分たち

で役者になって，実際に迷惑行為を演じて，それをビデオに撮って，毎日，学校の廊下にあ

るスクリーンに流しました。そうすることで，生徒たちが，周りを思いやらないといけない

と気付いて，マナーがよくなったようです。やはり，上からの指導だけでなく，生徒に考え

させて，よいアイデアを取り入れると，よいと思います。これからはそういう時代なのでは

ないかと思います。生徒たちは，スマートフォンを駆使して動画を作ったりしています。 

 

  委員 
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 水戸市でも，大成女子高の生徒会で，自転車のマナーアップについて呼びかけをしている

のを耳にします。水戸市でも，生徒会で頑張っている学校はあります。土浦のほうでは，現

在，自転車の利用が盛んになっていますが，土浦のまちなかも歩道が狭いです。そんな中で，

駅から学校まではバスを利用してもらい，できるだけ自転車を利用しないようにさせると

いう取り組みをやっている学校があるようです。ただし，私立高校は少し離れた場所にグラ

ウンドを設けている場合があるので，そういう学校で部活をやる生徒や，学校まで近い生徒

は自転車利用も仕方ないと思います。水戸駅から大工町を経由して茨大方面へ向かうバス

は非常に多く，その路線沿いは学校も多いです。まちなかを歩いていると，午後３時くらい

には自転車がたくさん通り，危ないと思います。こういう現状を踏まえますと，土浦の学校

のような手法も検討していただけたらと思います。 

 

会長 

この範囲なら歩き，この範囲なら自転車というように分けるということですね。 

 

  委員 

はい。 

 

会長 

最近は，電動のキックスケーターというものもあって，あんまり長い距離を乗れるもので

はありませんが，便利であるとか，移動の選択肢を広げるものだという議論もあります。自

転車道を走らせたいという話も出ています。私としては，限られたスペースの中で，どのよ

うにバランスをとっていくか考えていかなければと思います。 

 

  委員 

土浦の取組については，現場を見ていないので良いか悪いか分かりませんが，韓国では，

自転車を禁止していたりします。小学校の時から自転車を禁止しています。自転車に乗らな

いと，自転車の楽しみも分かりませんし，自分で正しい交通行動をとるという判断を妨げる

ことにもなります。やはり，子どもに，歩く，自転車に乗るという最低限の行動を正しく教

えるということが大事です。体が発達していく時期に，考える判断力を奪ってしまうのは，

問題です。むしろ，安全な交通環境について考えるほうが大事だと思います。 

 

会長 

  さんが言っていたのは，危ないから自転車を禁止しようということではなく，徒歩の

範囲で通学できるのであれば，その人たちは徒歩で来てもらおうということです。  さん

が気にしていたのは，小学生や中学生に，自転車は危険なので乗るなという指導をしている

場合があるということ。現場の先生の話だと，自転車に乗ったことがない子どもが増えてい

るようです。全国的な傾向のようです。これはおかしいことです。 

それでは，続いて，４章のネットワークの部分について，御質問や御意見をいただきたい
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と思います。 

ここ数年で，市の南側はネットワークができているなと感じます。しかし，まだまだネッ

トワークとしては寂しいとも思っています。 

 

  先生 

   先生がおっしゃられたように，南側はネットワークが拡大してきたと思います。しか

し，前回の審議会でも言いましたが，北側の中心市街地にも手をつけないといけないと思い

ます。水戸駅から国道 50 号を見たとき，北西方向に茨城大学も含めて学校が点在している

ため，学生が北西方向に自転車で走っていて，各々好きなところで曲がっていましたが，私

の想像以上に，歩道を，スピードを出して走っている人が多かったです。一方で，車道を走

るためのスペースがなく，バスも走っているので，難しいということもあります。今回，国

土交通省所管の国道 50 号がＡ路線からＢ路線になったわけですが，冷静に見直して，どの

ような整備手法があり得るか，改めて考えなおすということだと理解しています。Ａ路線か

らＢ路線になったことを悪いことだとは思っていません。 

 また，新しく変わったところとして，県が管理している国道 118 号線と 123 号線はＡ路

線ということで，整備手法が決まっているということですが，これは車道に矢羽根を整備す

るということですね。この路線は交通量が多く，路肩はほぼないです。果たして，車道混在

でよいのか。ここは観光系の自転車ネットワーク路線として県は位置付けていると思いま

すが，実際には，通学や生活で多くの自転車が通行しています。そういう部分を無視して，

サイクリスト向けの整備を進めすぎると，問題があるように思います。もう少し，国，県，

市が連携して，今回の計画にも中間見直しがあったと思いますが，そこに向けて，勉強会な

どを行ったほうがよいと思います。 

今回のネットワークの変更について，異議はありませんが，現在の形は暫定形で今のまま

の形では終わらないという認識は，皆さん持っておいたほうがよいと思います。 

 あと，水戸駅の周辺は導線が複雑で，自転車もどこで渡るか迷ってしまいます。駅の南口

から北口にどのように行くかというのも分かりづらいです。このあたりのことは，２，３年

のうちに，重点的に考えていったほうがよいと思います。 

 

会長 

72 ページのＡ路線だけを見ていると，ネットワークになっていないように見えるので，

Ｂ路線をある程度つなげていかないといけないと思います。先ほど，コミュニティサイクル

の話がありましたが，どこを走らせるか考えるときに，観光客の回遊を考慮すると，このネ

ットワークは，観光客向けにはなっていないです。自転車を走らせるためのネットワークが

できていないのに，観光やコミュニティサイクルを推進しても，観光客が喜ぶとは思えませ

ん。このまま進めてしまうと，大きな目標を掲げても，それを達成できずに終わってしまい

ます。 

全体を通して，県の考えや，市へのアドバイスなどありましたら御発言いただきたいので

すが，いかがでしょうか。 
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  委員 

県のネットワークでは，水戸駅を起終点にしているルートが二つあります。先ほどのお話

にもあった国道 118 号線と 123 号線ですが，確かに路肩が狭いです。そこに矢羽根を整備

することになりますが，矢羽根には二つの効果があります。一つは，周りに自転車が通るこ

とを知らせること。それから，自転車で走る人にここを走ってくださいと知らせること。し

かしながら，路肩が狭いので，設置の仕方については，再度検討したいと思います。ネット

ワークには位置付けられているので，案内標識は設置します。安全対策などについては，関

係機関と連携していきたいと思います。 

 

会長 

ぜひ，国，県，市と県警で連携していただきたい。国でも道路ビジョンを出していて，従

来の，ただ通行するだけの道路ではなく，昔のような道路に戻してもよいという動きがあり

ます。昔の道路は，車が走るだけでなく，遊び場でもありました。そういうことを思い出し，

道路空間を昔のように戻してもよいという考えかたで，道路ビジョンが出されました。その

背景としては，まちなかの賑わいが減ってきているので，道路の空間を賑わいのために使お

うという考えがあります。アイデア次第では何でもできます。ぜひ，水戸のまちなかにおけ

る道路の活用方法を考えていただけたらと思います。 

 

  委員 

国道 118 号線や 123号線は，法定速度はどのくらいですか。 

 

  委員 

時速 40km～50km だったと思います。 

 

  委員 

速度の上限をもう少し遅くすると，自転車や歩行者の安全性が高まります。道路を広げら

れないときは，こういった方法も考えられると思います。 

 

会長 

あそこの法定速度を時速 30kmにするのは難しいと思います。 

 

  委員 

元々，無理矢理片側２車線にしているので，現状でも，車同士がぶつかりそうな状態です。 

 

  委員 

中央線はありますか。 
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  委員 

中央線はあります。中央分離帯はありません。 

 

  委員 

中央線をなくすと，法定速度が下がると思います。金沢でも，中央線をなくして，法定速

度を下げた道路があります。 

 

  委員 

バイパスもできて，昔よりは交通量は減っています。しかし，自転車にも歩行者にもニー

ズがある道路ですので，１車線減らすなどのダイナミックな取組をしてもよいと思います。

車道を広くしたとしても，法定速度を上げずに使うということも考えられます。さまざまな

可能性を検討する価値があると思います。 

 

会長 

将来的には，時差出勤や在宅ワークなどで人の動きを分散して，交通量を減らすというこ

とができればよいと思います。 

それでは，ここで，  さんから，話題を二つ提供してくださるということなので，発表

していただこうと思います。その後，再度，全体的な質疑を行いたいと思います。 

 

  委員 

それでは，スライドを御覧ください。私は，内閣府の交通安全基本計画を作っている中央

交通安全対策会議の専門委員を第９次計画から務めております。国は現在，来年度から始ま

る第 11 次計画を作っています。本日は，その中間案をお示ししたいと思っております。最

初に基本理念，次に道路交通安全についての視点，そして，自転車に関することとして，自

転車利用環境総合整備についてお話ししたいと思います。 

まず基本理念ですが，第８次計画からずっと貫いているのが，交通事故のない社会を目指

した，人優先の交通安全思想です。そして，今回の第 11 次計画から，高齢化が進展しても

安全に移動できる社会の構築が入りました。高齢者の交通死亡者数の増加や高齢の自動車

運転者の問題，それから，運転免許返納後の日常生活を支える対策など，日本の高齢化社会

に対応することは，ますます避けて通れない状況になっています。そこで，今回の計画には，

ビジョン・ゼロの考えかたを取り入れました。ビジョン・ゼロというのは，もともとはスウ

ェーデンで 1995 年から始まった動きで，交通事故は起こってしまうものではなく防げるも

のだという考えかたをもとに，死者数や重症者数を減らすというビジョンです。実際，ノル

ウェーのオスロでは自転車事故がゼロになったという事例があります。今回，ビジョン・ゼ

ロの考えかたを取り入れてはどうかと会議で提言し，計画の７ページの三段落目に，「今後，

道路交通事故による死者数及び命に関わり優先度が高い重傷者数をゼロに近づけることを

目指す」という言葉が入りました。このゼロという言葉は，実際に事故に遭われた被害者の

会のかたも，本当に欲しいと思っている言葉です。事故は起こってしまうという考えではな
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く，皆で事故を防ごうと，ゼロという目標を掲げました。それが，今回の計画の特徴です。 

それから，道路交通安全についての対策として，六つの視点があります。まず１番目に，

高齢者及び子どもの安全確保があります。安全・安心な歩行空間の整備，高齢運転者への対

策などが含まれています。２番目は，歩行者及び自転車の安全確保です。その中には，横断

歩道の安全が含まれています。先ほど，横断歩道に歩行者がいるのに無視して止まらないと

いう話がありましたが，もってのほかです。それから，歩行者が自らの安全を守るための教

育も必要ではないかとも言われています。そして，自転車利用者全ての年齢層へのヘルメッ

ト着用の遵守，自転車の点検・整備，損害賠償保険への加入も含まれています。３番目は，

生活道路における安全確保です。生活道路における各種対策を実施していく上で，地域の専

門家を交えた取組を進めるなど，住民の合意形成も重要だと言われています。そして，生活

道路は人が優先という意識が国民に深く浸透することを目指すということを掲げています。

４番目は，先端技術の活用推進。５番目は，交通実態等を含めたきめ細やかな対策の推進。

そして，６番目は，地域が一体となった交通安全対策の推進です。道路交通安全についての

対策が具体的になってきています。 

続いて，自転車利用環境総合整備についてお話しします。実は，自転車の安全確保につい

ての施策が入ったのは，第９次計画が初めてです。それまでは，自転車のことは一言も入っ

ていませんでした。第９次計画を策定していた時期は，歩道上の歩行者と自転車の事故が多

かったことから，歩行者と自転車の事故対策が中心で，歩道上で歩行者と自転車を分離する

という事例がよくありました。それから，自転車の主な利用を余暇利用と考えていて，大規

模自転車道を郊外に整備するということを行っていました。第 10 次計画になり，いよいよ，

自転車は歩行者ではなく車両であるという原則の下，自転車は車両であるという言葉が入

りました。自転車走行空間ネットワークの整備，安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラ

インの周知ということが強くうたわれました。そして，第 11次計画における重点施策です

が，平成 30 年６月に閣議決定した自転車活用推進計画に基づき，安全で快適な自転車利用

環境創出ガイドラインの周知を図る，自転車ネットワーク計画を含む地方版自転車活用推

進計画の策定がうたわれています。まさに今，皆様が行っていることです。以上のことを実

行していくことが，今後５年間の目標になります。 

以前は，自転車で飲酒運転をしても，あまり取締りがなく，また取り締まっても，飲ませ

る人がいればまた飲んでしまうということがありました。今は，飲ませた人も取締りの対象

となるということが当たり前になっています。昔はそうでなかったことを，当たり前にして

いくということが，事故を減らす一つの方法だと思います。私たちが，これから安全のため

に何ができるかということを考えるのが大事だと思います。本日，「自転車利用環境向上会

議オンライン 2020－2021」についてのお知らせをお配りさせていただきました。既に，11

月 20 日から始まっています。この自転車利用環境向上会議というのは，金沢で行っていた

勉強会が発展し，全国版となったもので，昨年度は札幌で行いました。今年は，さいたま市

で行う予定でしたが，コロナの流行でできなくなりました。そこで，今回はオンラインで行

います。既に 11 月 20 日に，第１回として，「身近な自転車，まちづくりに活かす可能性を

探る」というテーマで行いました。私は，現在，自転車利用環境向上会議全国委員会の会長
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を務めておりまして，第１回で，自転車利用環境向上会議の趣旨について説明し，これから

始まる第２回から第８回までのことについて，各回を担当する先生がたに出演いただき，概

要などを発表していただきました。第１回の様子を YouTube で配信しております。なぜ自転

車利用環境向上会議ができることになったか，その必要性について説明していますので，ぜ

ひ御覧ください。 

あと，素案の 81 ページの進捗管理について，令和５年まで，計画の進捗の確認がないよ

うに見えて，心配になりました。金沢では，国・県・市の道路管理者や警察が，１年に２回，

事業がどこまで進んだか，今どこで困っているかなどを発表します。それから，その発表の

他に，勉強会もやります。その勉強会の目的は，先進事例から学ぶこと。もう一つは，行政

のかたがたは２，３年で顔ぶれが変わってしまいますので，新しい人に現場の生の声を聞い

てもらい，実体験から学んでもらうということがあります。やはり，勉強会は必要だと思い

ます。金沢で自転車ネットワーク協議会を作ったのは，自転車のことを考えるとき，車との

関わりや沿線住民の考え方などを総合的に合わせて考えないといけないと考えたからです。

それから，街頭指導も，市役所職員だけでは足りません。やはり，地域のかたがたなどの手

を借りて，皆でこの地域をよくしていくという体制が必要です。この計画を進めるにあたっ

ても，道路管理者と警察との連携体制を作っていかないといけないと思います。市役所だけ

でやっても，なかなか進みません。事例を発表することで，他で何をやっているか知ること

ができますし，自分たちも発表するために，目標を立てて進めます。５年という短期で進め

ていくためには，そういう体制作りが重要だと思います。一度，オンラインの自転車利用環

境向上会議を御覧いただき，体制作りがいかに大切かということを感じていただけたらと

思い，お知らせを配布しました。あと，オンライン会議の第５回目には，水戸市に出てもら

う予定です。 

 

  委員 

現在，見和の方でも矢羽根が整備されていますが，地域住民が意味を全然理解していませ

ん。私は，小学生の朝の挨拶運動などを行っていますが，自転車に関してはなかなか指導が

できていないです。やはり，お揃いのジャンパーやたすきを身に着けた，マナーアップ協力

員のような人を用意した方がよい。時間に余裕ある高齢者などもいますので，ぜひ，協力員

をお願いして，もう少し，マナーアップの指導を徹底すべきだと思います。見和の方では，

そういった指導はまだやっていないようなのですが，現在，指導を行っている赤塚などは，

どのようにやっているのでしょうか。市の職員だけですか。現在の指導状況を教えていただ

きたいです。 

 

執行機関 

現在，市で取組んでいる通行指導については，沿線の高校や水戸警察署と連携しながら，

実施しております。交番勤務の方は，事案があると，通行指導に立ち会えない場合もありま

すが，基本的に，市と高校，警察の３者で指導を行っております。 
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会長 

この件に関しては，この審議会ができた頃から，協力してくれるかたとの体制を作ったほ

うがよいと申し上げてきました。通行指導は大事です。これがないと，路面表示を整備して

も守ってもらえず，遵守率が低くなります。指導をすることで，遵守率が高くなるというこ

とはあると思います。しかし，現在のような市と警察と高校だけの体制では無理があると思

います。  さんのように，地域には協力してもよいとおっしゃられるかたがいらっしゃる

わけですので，ぜひ，そのようなかたがたとタッグを組んでみてはどうでしょうか。また，

そのようなかたがたは，自転車への理解者，応援者でもあると思いますので，うまく協力し

ていけたらよいと思います。御検討ください。 

先ほど，  さんがおっしゃられたのは，行政側，専門家側の勉強会があったほうがよい

ということでした。金沢では，どこが主導でやっていますか。 

 

  委員 

 金沢では，金沢河川国道事務所の調査二課が事務局で，県の道路整備課，市の歩ける環境

推進課と道路整備担当部署などで行っています。警察は，県警本部と所轄警察が出ています。

基本理念は，自転車のための政策をやるのではなく，人中心の交通体系をどうやって作って

いくかを考えるということでやっています。 

 

会長 

 本気でやるならば，それぐらいやらないといけないでしょう。金沢が，全国の見本になる

ようなことを続けてこられたのは，  さんが頑張ってきたことと，それを支える体制と勉

強の場があって，関係者が常に勉強してきたということがあるのだと思います。 

 

  委員 

 もう 10 年やっています。勉強会を 10 回やったということです。発表会も年に２回はや

っていますので，着実に進んでいます。あと，道路管理者や警察，学校の先生も街頭指導に

参加しますが，その他にも，交通安全推進隊という組織が関わっています。昭和 45 年くら

いから，学校区毎に市長が任命しています。そういったかたがたにきちんと自転車について

教育をしたほうがよいということで，自転車街頭指導マニュアルを作りました。 

 

会長 

 81 ページの進捗管理についてですが，年１回，審議会での進捗の報告がありますよね。 

 

執行機関 

 先ほど，  委員から御指摘のあった件について，81 ページの進捗管理の部分を御覧く

ださい。二段落目に，施策の進捗については，審議会に毎年報告するということを，簡便な

表現ですが記載しています。これは，PDCA サイクルを回していくための報告で，翌年度の

施策に反映させるために，毎年７月頃，審議会を開催しております。審議会の中で，委員の
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皆様からいただいた御意見を参考にしまして，翌年度の予算要求に繋げていきます。この部

分の表現については，より分かりやすく記載しようと思います。また，最終的な目標指標の

達成状況についての報告は，令和７年度に行うこととしておりますが，施策のチェックにつ

きましては，毎年行います。 

 

会長 

 計画上，年１回は進捗報告をして意見を貰うということですが，  さんが言っていたの

は，もっと勉強して頑張ってくださいということです。私のほうでの補足として，自転車利

用環境向上会議の第２回のテーマは「自転車計画，さらなる活用×推進へ」です。現在国で

は，自転車活用推進計画も見直しをしています。今，いろんなところで地方版の自転車活用

推進計画を作っていますが，作っただけで上手くいってないところがあります。国のほうで

も，これまでの反省をしなければならないということで，見直しをしています。交通安全や

道路整備ができていれば，その先の施策に進んでよいと思いますが，できていない場合は，

やはり，交通安全や自転車通行空間の整備はやらなければならないことです。サイクルツー

リズムを推進するにしても，そこがなければ，推進も何もありません。そこを間違えている

自治体もあって，国の計画のメニューの中から，自分たちに都合のよい部分だけを選んで，

後はやらないということがあります。その弊害が，全国的に出てきています。この辺の話が，

第２回には出てくると思います。 

 あと，  さんが言っていた交通安全基本計画ですが，あれは，自動車事故を減らすとい

う考えがベースになっています。ビジョン・ゼロも大事な考えかたですが，北欧では，事故

がなければよいという考えではないです。安心と笑顔がないといけないという考えです。交

通安全基本計画は，自動車事故が増えてきて，それを何とかしようという目的がありますが，

事故がなければよいということではなくて，歩行者が楽しく歩けないといけないというこ

とです。 

 

  委員 

 ネットワークは，よく考えられていると思います。ただ，自転車は，機動力があり，自由

な乗り物ですので，ネットワーク以外の道路も走ります。私も，高校生の頃は，県庁のほう

から水戸駅のほうへ，自転車で通学していました。いろんな道を通りました。できるかどう

かは分からないのですが，ネットワークの道も，そうでない道も，道路の端までアスファル

ト舗装をしてもらいたいと思っています。素案 85ページのさいたま市の道路や墨田区の国

道６号のような感じです。こうなっていると，自転車は走りやすいです。84 ページのつく

ば市のような道だと，端のほうに段差ができて，走るときにとても怖いです。全ての道路で，

端まで舗装してもらえると，道路が狭くても，自転車道を作らずに，走りやすい道にできる

のではないかと思います。とにかく，段差をなくしてもらえるとありがたいです。 

 

執行機関 

 素案の 22ページを御覧ください。整備路線には，縁石の部分まで舗装している箇所もご



18 

 

ざいます。水戸市は広い道路ばかりではございませんので，創意工夫しながら，走りやすい

環境づくりに努めて参ります。 

 

  委員 

   さんにお聞きしたいのですが，私は，自転車に乗るにあたって，安全性がとても大事

だと思っています。並走や逆走をする人は危険だと思っていて，そういったかたがたへの教

育などについて，金沢の事例を御紹介いただければと思います。 

 

  委員 

 まず，14 ページにあるような事例を，周知します。なぜ右側通行をすると事故に遭いや

すいのか。私自身，警察から事故状況の資料を貰って，それを地図に照らし合わせたときに，

出会い頭の事故はみんな右側通行で，何故だろうと疑問に思いました。やはり，車に乗る人

は，右側のほうしか見ていなくて，自転車に乗っている人は，そういうことを知りません。

ドライバーの視点を知らないので，まずそれを教えます。それから，街頭指導マニュアルを

作りましたが，指導する側も，ドライバーの視点をよく知らずに，ただ左側通行しなさいと

言うだけでは駄目です。マニュアルの中で，何故事故が起きやすいか，イラストで説明して

います。まずは，安全に走るための理屈を教えることが大事です。こうしなければならない

ということだけでなく，理屈があるということも教えなければなりません。水戸市でも，整

備した路線で事故が起きていますが，大抵は，逆走しての出会い頭事故だと思います。まず

は，指導する人にも，理屈を知ってもらい，指導するときも，なぜそうしなければならない

のか教えることが大事です。それは，学校だけでなく，親も子どもに教えるようになるべき

です。海外では，朝，親が一緒に自転車で走りながら教えているという様子を見ました。理

屈を教えながら，実践するということが大事だと思います。自転車のイベントに行くと，40

代，50 代のかたがほとんどで，若い人は少ないです。子どものときに自転車に乗らないと，

ずっと乗り方が分かりません。だから，自分の子どもにも教えられません。デンマークでは，

３歳から自転車に乗せましょうと言っています。私たちも，それを参考にして，小さいころ

から理屈を教えるということが大事だと思います。 

 

  委員 

金沢では，メディアを使ってのＰＲなどは行っていますか。 

 

  委員 

街頭指導をするときは，マスコミも来ています。関心のある記者が，なぜ右側通行をする

と危ないか検証しようと，県警に交渉して，自動車学校の中で，左側通行と右側通行の場合

の出会い頭事故の確率を，動画を撮って放送したこともありました。それが全国版に流れま

した。機会があれば，記者にも説明して，現場を見てもらうというのも大事だと思います。 

 

  委員 
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せっかく，道路にこれだけ整備したので，学校の中の教育だけでなく，メディアなどを活

用して発信したほうがよいと思います。 

 

  委員 

街頭指導マニュアルに，ＱＲコードが載っています。これは，「かなざわチャリーズエン

ジェル」の動画です。これを見ると，自転車が歩道を走ると何が危ないか，映像で分かりま

す。また，県警も，自分たちで作った動画を，ＱＲコードで載せています。こういったこと

で，スマートフォンを使う世代に届けることもよいと思います。学校や警察だけに任せたり

していたら，人手が足りませんので，皆で知恵を出さないとよくなりません。金沢では，金

沢をよくしたいという市民の気持ちの高揚を図っています。だから，街頭指導に市民が協力

してくれています。金沢では昔から，例えば火事を起こさないように，地域のかたが火消し

の体制を作るなど，地域で街を守るという姿勢が強いです。 

 

会長 

 最後に，常陸河川国道事務所から，全体を通して，何かお気づきの点がございましたら，

御発言お願いします。 

 

  委員 

特段，ございません。 

 

会長 

先ほど，  さんが言っていたように，国，県，市と県警で連携して勉強会をするという

ときは，ぜひ，皆様に御協力いただけたらと思います。 

 

  委員 

ぜひお願いしたいのは，矢羽根と自転車の路面表示だけではなく，逆走禁止や並走禁止，

信号停止なども表示するべきだと思います。 

 

会長 

今度，  さんがおっしゃっている現場を見に行きたいと思います。 

 

  委員 

金沢も，逆走禁止や信号確認という表示をしました。警察にも御理解いただきました。守

れるようになれば，路面表示は消えてもよいと思います。 

 

会長 

 それでは，よろしいでしょうか。約２時間，ありがとうございました。皆様からの御意見

などを踏まえまして，事務局で修正いただきたいと思います。全国的に，水戸は頑張ってい
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るという評価なので，更に，頑張っていただきたい。一時的に頑張っていても，どんどん下

火になっていくところもありますが，水戸は，少しずつでも上昇していただきたい。 

 それでは，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。 

本日，委員の皆様からいただいた御意見を参考にしまして，市で，適宜修正して参りたい

と思います。また，今後のスケジュールについてですが，来年の１月に，この素案を意見公

募手続にかけまして，２月に，その結果についてお諮りする審議会を開催する予定となって

おります。引き続き，よろしくお願いいたします。 

それでは，以上をもちまして，令和２年度第２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。 

 


