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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３年２月17日（水） 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，小林成基，櫻場誠二，島田弘子，大金和夫， 

渡邉孝雄，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，篠原純一郎，大森幹司， 

有金正義，安達茂，谷萩幸治，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 

(3)その他 

委員欠席 山口美知子，富田武，田口美博，川上敬一，深谷靖，内田久紀， 

石川昭，皆川和彦，小森正彦，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）」に係る意見公募手続の結果と意見への対応につ

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 意見公募手続結果（まとめ案） 

資料１－２ 水戸市自転車活用推進計画（素案）の修正箇所 

資料２   令和２年度第３回水戸市自転車利用環境整備審議会委員名簿 

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３回水戸市自転車利用環境整備審議会座席表 

追加資料  答申書（案） 
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９ 発言の内容 

執行機関 

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３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，当審議会の会長  様から御挨拶をお願いいたします。 

 

会長 

 皆さん，こんにちは。 

 今回が計画をまとめるための最後の審議会になるので，皆さんにお集まりいただき対面

で会議を行いたかったのですが，残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響で，  委員

と  委員はリモートでの参加となります。よろしくお願いします。 

 先だって，茨城でも大きな地震がありました。幸い，県内は大きな被害はなかったという

ことですが，私の自宅の本は棚から落ちてしまい，大学の研究室でも，物が棚から落ちたり，

棚が動いたりしていました。 

 私は，茨城に住んで25年以上になりますが，住み始めたころは，茨城は安全で住みよいと

ころだと聞いていました。しかし，昨今の新型コロナウイルスや災害のことを考えると，相

当な変化をしてきているのだと思います。生活も変化してきていますが，それも踏まえて自

転車のことを考えていかなければなりません。 

 今日は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，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 

 まず，  委員と，  委員がリモートによる参加となっておりますことを御報告いたし

ます。 

本日は，委員定数20名，出席委員10名で，委員の半数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。 

会長 
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 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。 

本日の審議会の終了時刻は，15時30分を予定しておりますので，それまでの間，御審議を

よろしくお願いいたします。 

では，意見公募手続の結果と意見への対応について，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。 

 では，質疑に入りたいと思います。パブリックコメント（意見公募手続）への対応につい

て，これでよいかどうか検討していただきたいと思います。今回のパブリックコメントは，

意見者が４人で意見数が24件ということですが，これは私が今まで関わってきたパブリッ

クコメントの中でも，意見をいただけているほうだと思いますし，いただいた意見も，内容

をよく理解し，建設的でよいものだったと思います。他で行っているパブリックコメントと

比較して，今回の意見の数や中身について，事務局ではどのように考えますか。 

  

執行機関 

他のパブリックコメントの結果との比較は行ってはいませんが，今回いただいた御意見

は的確なものばかりだと思います。これらの御意見を，計画や今後の施策に生かしていきた

いと考えております。 

 

会長 

分かりました。 

皆様に最初に御検討いただきたいのが，今回の意見を受けて計画書にフィードバックす

る部分についてです。資料１－２を見てください。まず，自転車の走行に関して，逆走が課

題だ，矢羽根を整備しても逆走しているという意見に対し，施策内容の中で，逆走というこ

とに触れるように修正しました。 

それから，資料１－２の裏面についてですが，これは修正後に計画のどのあたりに記載さ

れますか。 

 

執行機関 

素案の32ページをお開きください。「観光や災害時における自転車の利活用について」と
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いう項目がありますが，その次のページに「水戸市自転車利用環境整備計画」の中間評価の

項目を追加します。 

 

会長 

パブリックコメントでは的確な御意見をいただきました。前回の審議会で，これまでの反

省や問題点について記載したほうがよいのではないかと，私も申し上げました。今回，同じ

ような意見が出ました。それの対応として，今回１ページ追加するということです。 

意見に対応して計画の内容を修正したのは，資料１－２の部分のみで，その他については，

意見に対する市の考え方を記載しています。パブリックコメントの実施結果は，後でネット

等に公開されるということですので御承知おきください。 

他に，計画の中に反映させるべきだという意見があれば，お伺いしたく思いますが，お考

えいただいている間に，私から一つ申し上げます。資料１－１の８ページの意見17番に関し

てですが，意見の中で触れているサイクルツーリズムは，広域のサイクルツーリズムのこと

ではなく，都市型観光やいわゆる散走のことだと思います。今の回答だと，広域のサイクル

ツーリズムのことだけに捉えられてしまうことが考えられますので，都市の周遊や散走の

ことも含めて検討していくという内容にしたほうがよいと思いますし，散走等の言葉につ

いて計画書の中でも触れたほうがよいかと思うのですがいかがでしょうか。 

 

執行機関 

サイクルツーリズムについては，「いばらき自転車ネットワーク計画」に位置付けられた

広域の二つのルートに推進協議会が設置されており，その協議会の中で，水戸市も構成員と

してサイクルツーリズムの検討を進めていきます。また，回答の「市の資源を活用したサイ

クルツーリズムの企画等を具体的に検討」という部分で市内周遊のニュアンスを含めたつ

もりでしたが，記載内容については修正させていただきます。 

また，素案56ページを御覧ください。繰り返しになりますが，「いばらき自転車ネットワ

ーク計画」に位置付けられた広域の二つのルートと連携を図っていくという施策内容とな

っております。これに加えて，市内での散走等，より小規模で気軽に参加できるような取組

を計画書の中に記載できるかどうか，改めて検討させていただきます。 

 

会長 

ありがとうございます。 

他に，パブリックコメントの意見を踏まえて，計画書の内容を修正したほうがよいという

御意見があればお伺いしたいです。いかがでしょうか。 

 

  委員 

「市の資源を活用した」の部分は少しわかりにくいので，例えば「水戸を代表するような

サイクリングロードの整備等，市の資源を活用した」とするなどして，分かりやすい表現に

したほうがよいのではないでしょうか。 



5 

 

 

会長 

 分かりやすい表現について，事務局で検討してみてもらえればと思います。 

 

  委員 

資料１－２の中で，「逆走を防止するために，看板設置や路面表示の工夫など」とあるの

ですが，この先，計画を引き継いでいくかたがたが看板を多くして路面表示を少なくしてし

まうおそれがあるので，記載する順番を逆にして路面表示を先にしたほうがよいです。 

それから，資料１－２の２ページの基本方針２の部分について，自転車通行空間の整備が

約10kmに留まっているが効果は高いということを述べています。効果は高いという評価を

しているのですから，「今後は整備を加速していきます」というような記載がないのはおか

しいと思います。ぜひ，この部分については「整備路線を増やす」という決意を表現してい

ただければと思います。 

また，基本方針３の部分についてですが，やはり過度な車依存のことは考えていかなけれ

ばなりません。「自動車が便利すぎる状況を見直す」というようなことにも触れていただけ

るとありがたいです。 

あと，資料１－１の中の４番目の意見に整備路線の維持管理のことがありますが，路面表

示を丈夫にするために塗装を分厚くしてしまうと，とても走りにくいので，塗装の段差は滑

らかにしたほうがよいです。また，以前，つくば霞ヶ浦りんりんロードを走っていて，滑っ

て亡くなったかたがおり，路面の滑りやすさも考える必要もあります。「路面表示が新たな

段差を生むことがないように」ということと，「路面表示の滑りにくさを追求する」という

ことを加えていただくとありがたいです。 

 それから，５番目の意見に「関係機関との連携」とありますが，警察の取締りとの連携に

ついて，もう少し踏み込んだ回答は書けないのでしょうか。御検討ください。 

 また，７番目の意見にレンタサイクルのことがありますが，水戸には素晴らしいところが

たくさんあります。そういったところをレンタサイクルやコミュニティサイクルで回ると

いうことをもっと実施したほうがよいと思いますので，この部分についてもっと踏み込ん

でいただけたらと思います。 

 あと，８番目の意見に「自転車利用のルール・マナーの周知」とありますが，茨城は特に

車を運転されるかたが多いので，例えば，具体的に，自動車教習所と連携しますと回答に書

けないでしょうか。踏み込んでやっていくということが伝わるような表現が欲しいと思い

ました。 

 それから，10番目の意見についてですが，水戸はどこでも車が止められるまちになってい

ますので，車を止めにくくするとか，車だとちょっと不便にするとか，もう少し踏み込んで

考えないと，過度な車依存は変えられないです。 

 また，14番目の意見に自転車通勤のことがありますが，これも，どこかの企業と市が連携

して進めるというような，踏み込んだ回答が欲しいです。自転車通勤を禁止している企業も

ありますが，許可する企業が増えるようにするとか，駐輪場やシャワールームを作るとか，
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手当が出るようにするとか，そういう具体的な内容に触れないと，答えになってないと思い

ます。 

 あと，15番目の意見に「しくみづくり」のことがありますが，シェアサイクルの検討を急

ぐべきだと思います。さまざまな企業が参入し，発展してきております。ぜひ踏み込んで取

り組みいただければと思います。 

 それから，17番目の意見について，水戸市の名所などは駐輪場がありますが自転車を置く

だけの場所になっていますので，ロックができるようにするなど工夫することや，偕楽園～

千波湖間のルート作りをもっと頑張ることなどが必要です。よい場所がたくさんあるのに，

自転車で行くことをアピールしにくいのが残念です。散走のプラン作りを，市から呼びかけ

て市民にやってもらうようなことがあってもよいと思います。 

 また，19番目の意見についても，もっと具体的な回答はできませんか。私からも何かアイ

デアを出せればよいのですが，アイデア不足ですみません。 

 あと，21番目の意見に「交差点の違いや信号機の違い」とありますが，私や会長が所属す

るグループで交差点設計の手引きを出しているので，ぜひ参考にしてください。 

 それから，24番目の意見について，水戸は車のドライバーがルールを守っていません。車

がルールを守っていない道路は，自転車もルールを守りません。ぜひ，車のドライバーに対

する啓発を強化して，自転車はそれを見習うという流れを作っていただければと思います。 

 

会長 

たくさんの御指摘ありがとうございます。改めて整理をして，どこまでを計画の中に反映

させていくかということについて，事務局にも意見を聞いてみたいと思います。 

 

執行機関 

計画の中に位置付けなければ実行が難しい事項につきましては，反映させていきたいと

思います。また，意見への対応という形でしっかりと回答すべき事項につきましては，先ほ

どいただいた御意見を参考にしながら，再度回答を検討させていただきます。 

 

会長 

実際には予算などとの兼ね合いもあると思いますが，回答の中では「自転車通行空間の整

備をもっと加速していく」としていただければと思います。 

また，  委員の話にあった取締りについての部分は，もっと踏み込んで回答してよいと

思います。 

 

執行機関 

警察との連携につきましては，高校生向けの通行指導を実施する際に，水戸警察署へ警察

官の派遣を依頼し，取締りと連携しながら指導をすることを既に行っておりますので，実績

も含めてわかりやすく記載してまいります。 

 



7 

 

会長 

よろしくお願いします。 

続いて，  委員いかがでしょうか。 

 

  委員 

金沢の森本駅にある駅前広場は，金沢市都市計画課が整備したのですが，自転車通行空間

のことを考えていませんでした。同じ金沢市役所の歩ける環境推進課が自転車のことを考

えているにも関わらず，各課で連携できていなかったので，改修の際に自転車通行空間を整

備できませんでした。また，森本駅は市道と県道が接していて，市道を少しセットバックす

れば県道に自転車通行空間を整備できたということもあります。整備には，県の道路管理者

や市の他部署等も関係しますので，こういう部分にも触れたほうがよいのではないかと思

いました。 

 

会長 

ありがとうございます。事務局から何かありますか。 

 

執行機関 

御指摘のとおり，自転車通行空間整備の連続性を確保するためには，施設整備担当部署と

の連携も必要となっております。計画の中に，施設整備担当部署との連携という表現を入れ

るべき部分には，追加することを検討させていただきます。 

 

会長 

お手元に委員名簿があると思いますが，裏面に市関係各課の一覧が載っております。毎回

審議会があると，オブザーバーとして参加しています。どこかの部署が何か行う際は，庁内

で協議を行う体制ができているようです。 

 

  委員 

名古屋市の計画には，関係課についても載っていました。 

 

会長 

ありがとうございます。 

その他，御意見や御指摘などございましたらお伺いします。 

 

  委員 

自転車通勤について，自転車通勤を選んだ人が損をしないことが必要です。商工会議所の

会員の中には，さまざまな事情から自転車通勤ができない事業所があります。隠れて自転車

通勤をするという場合もあります。自転車通勤を選んだかたが不利益を被らないよう，配慮

をしていかないといけないと思います。 
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あと，レンタサイクルについてですが，ポイントは電動化と電子決済だと思います。電動

アシスト自転車が10台くらい置いてあって，支払いはキャッシュレスで済む。用紙に何か書

いたりすることなく，容易に借りられる。そんな拠点がいくつもあればよいと思います。 

 

会長 

国土交通省で出している「自転車通勤導入に関する手引き」等も事務局では把握していま

すので，適切に対応していただけると思います。 

レンタサイクルについては，おっしゃるとおりだと思います。 

 

  委員 

今回のパブリックコメントだけの話ではなく，他でも行われているパブリックコメント

も含めて，全体的に当たり障りのない回答をしているということに寂しさを感じます。会長

は意見が多かったとおっしゃっていましたが，回答者はたった４人です。パブリックコメン

トのやり方がよくないと思います。市として，当たり障りのない回答をしたい気持ちも分か

りますが，できる限り具体的な回答をしたほうがよいと思います。 

また，パブリックコメントの実施にあたり，整備路線の沿線住民に働きかけてワークショ

ップを開くなど，いろいろできたと思います。私自身も，町内会に呼びかけて意見をもらえ

ばよかったと思っています。意見をもらうだけでなく，取組を知ってもらう機会にもなった

と思います。ぜひ，次の機会には気を付けていただければと思います。 

それから，私は自転車通勤をしていますが，通勤手当は駐輪場代すら出ません。バスで通

勤していると称して，こっそり自転車に乗るほうが得な状況です。市の内部から変えたり，

企業と連携したりするなど，具体的な事例をＰＲしていただきたいと思います。 

あと，新型コロナウイルス禍で子どもと一緒に自転車に乗って市内を走る機会が増えま

したが，水戸市は身近に気持ちがよい場所がたくさんあると気付きました。自転車の活用推

進ということを考えたときに，観光ということについて行政がどこまで動けばよいのでし

ょうか。どちらかといえば，地元の人が地域の資源を使ってプランを作って，子ども会の行

事として走るというようなことがたくさん行われるというのがよい姿かと思います。そこ

を目指すのに，この計画の中で行政が何をやるのがよいのかわかりません。例えば，公募委

員のかたなどに御意見をいただいて，そういったかたがたの活動をバックアップしていく

のがよいとも思います。 

また，散走ということを考えたときに，ちょっとそこまで行くためのネットワークがつな

がってないということもあります。子どもを連れるときは，なるべく安全な道を通ることや

交差点の数を減らすことなどを思いながらルートを考えます。こういった発想にも触れら

れるとよいと思います。 

最後に水戸駅前の話ですが，自転車の導線の確保は今からでもできると思います。大規模

改修の際は，自転車の導線のことも一緒に考える必要があります。今回の回答の中にも，啓

発だけでなく「自転車導線についても検討します」くらいは入れていただきたいと思います。 
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会長 

パブリックコメントの回答については，他のパブリックコメントの回答と比べるとよい

ほうです。他の例だと，「今後検討していきます」がずっと並んでいて呆れた記憶がありま

す。それと比べると，よく書いてあると思いますが，  委員から言わせると，もっと書け

るということのようです。 

それから，散走や都市型周遊に関してですが，他の地域を見ると自治体が率先してパンフ

レットを作ったり，お店と連携してイベントを開いたりしています。きっかけづくりとして，

自治体が旗振り役をやっているところもあります。 

水戸駅前については，危険な状況がまかり通っているならば，押し歩きを徹底させるとい

うことも考えなければなりません。 

  委員の御意見に対して，事務局からコメントはありますか。 

 

執行機関 

意見への回答が抽象的になっているので，具体策を例示し，具体的に踏み込んだ内容にで

きるように見直したいと思います。 

 

会長 

お願いします。 

今回，さまざまな御意見をいただきました。私から４点コメントをしたいと思います。 

まず，逆走についてですが，千波２号線や幹線市道39号線を通る自転車は，登校時間帯は

車道左側を走っていますが，下校時間帯になると並走や逆走が増えてきます。現在整備中の

御茶園通り（幹線市道12号線）も，歩道走行や逆走が多いです。整備が終わってから指導を

開始するということのようですが，矢羽根を引いたところを逆走されてしまうと，矢羽根は

意味がないと言われてしまいます。整備したせいで逆に危なくなったのでやめてほしいと

言われてしまいます。整備した路線は，重点的に指導を強化するということが次年度の大き

な課題となると思います。 

それから，矢羽根についてですが，今はまだ整備を始めたばかりということもあり，数多

く引いています。広く認知されれば，数を間引いていくというようなことは現場では考えて

います。 

そして，自転車通行空間の整備と交通安全教室が２本柱としてあって，それらと利活用を

どう考えるか。ツーリズムや防災，健康についてもっと書いたほうがよいという意見があり

ましたが，私としては施策の順番を考えていただきたいです。ハード整備と安全指導ができ

ていないと，ルール違反や事故が起こってしまいます。もちろん利活用も大事ですが，それ

を進めていく前提として，自転車通行空間が整備されていることと，安全ということがまず

大事になってきます。また，ツーリズムや健康，防災のことを考えたときに，自転車は普段

から使っていないと，ちゃんと乗れません。特に防災のことを考えるならば，緊急時でも使

えるように日常で普通に使っていないと駄目です。 

それから，  委員の話にもあった電動アシスト自転車についてですが，行動範囲も広が
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るし，坂が多い水戸では確かに便利です。一方で，電動アシスト自転車は重たく，スピード

も出るため，暴走されるととても危険です。その部分への考慮は必要で，便利だからといっ

てやたら普及させてしまうと大きな問題になってしまうと思います。 

以上のことを踏まえていただければよいと思います。公募委員のかたがたからは何かご

ざいますか。 

 

  委員 

安全が担保されているということが，自転車を含め交通では重要なことだと思っていま

す。そして，マナーの部分で逆走という言葉を計画の中に入れるのはよいことだと思います。

逆走については，水戸だけの話ではなく他の都市部でも課題になっていることだと思いま

す。他の地域ではどのような逆走対策をしているのか気になっています。私は農業をやって

いて，夕方や夜に配送をすることもあるのですが，午前中は自転車が矢羽根のあるところを

正しく走っていて，夕方や夜は逆走率が高いです。無灯火もいます。例えば，「逆走です」

と光って示すものを置いて，センサーが逆走を感知したら光るというようなことができた

ら面白いかなと思います。 

それと，他の委員の皆様からも御指摘があった具体性ということについては，私も大事だ

と思います。本気度を示すために，具体的な内容を記載するのがよいと思います。以前，自

転車通勤を推奨している企業を自治体がＰＲしているという事例を聞いたことがあります。

そういう地域から，自転車通勤の課題を解決するために行っている事例を聞いてもよいと

思います。あと，具体性に欠けていると思ったのが，災害時の活用についてです。どういう

災害時にどのように活用していくかということに触れられていませんし，普段自転車を使

っていない人が，急な地震の時などに自転車に乗れるか疑問です。やはり，普段使いができ

ているという前提があるからこそ，非常時に活用できるのかなと思います。 

最後に，サイクルツーリズムについてですが，現在の内容は他の企画にただ乗っかってい

るという印象を受けます。観光や食，健康などのキーワードで，水戸ならではのルートを考

えていますと言えたらよいと思いますし，そのルートを計画の中で出せたらよいなと思い

ます。 

 

会長 

ありがとうございます。 

  委員，逆走対策について，何か金沢でやっていることはございますか。 

 

  委員 

金沢も，朝はルールを守って夕方や夜は守らないという状況があります。金沢では事故対

策研究会を組織して，逆走が事故の原因になるということを更に周知させていくというこ

とをやっています。逆走がいけないことだと分かっていない人や，自分の都合しか考えてい

ない人はいます。金沢では自転車の街頭指導マニュアルを作っているのですが，作る過程で

分かったのは指導する側にも逆走がいけないことだと分かっていない人がいるということ
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です。大人への教育も必要だと思います。 

 

会長 

 御茶園通りは比較的路肩を広く取れているところがあり，安全で気持ちよく走れると思

っていました。しかし，広いと３台で並走したり，逆走したりしています。せっかく整備す

るので，ちゃんと走れるようにしないといけないと思います。 

 あと，水戸市内のサイクルルートについては，市でも検討しているようです。 

その他，  委員はいかがですか。 

 

  委員 

今回のパブリックコメントは，建設的な意見をもらって，適切な回答をしていると思いま

す。水戸のまちなかを見ていると，狭い空間の中でうまく工夫して環境を整えているという

ことを実感します。矢羽根などのハード面はこれから劣化していきますので，ソフト面の充

実を図っていただきたいです。大人がルールを分かっていません。自動車教習所との連携な

ど，ルールやマナーの啓発に力を入れていっていただけたらと思います。 

あと，サイクルツーリズムについてですが，私は長距離を走るサイクリストで，私のよう

なサイクリストは，あまりまちなかを走ろうとは思いません。なので，水戸のサイクルツー

リズムとしては，散走などをバックアップしていくのがよいかと思います。茨城県のサイク

ルツーリズムの推進に携わって石岡市の副市長も務められていたかたが，現在，水戸市内を

散策するサイクリングを企画しています。そういうかたをサポートしたり，ママチャリでも

参加できるイベントを増やしたりするのがよいかなと思います。 

 

会長 

ありがとうございます。 

他に御意見あるかたいらっしゃいますか。 

 

  委員 

水戸市では，水戸駅北口から大工町方面における自転車通行空間整備をどのように考え

ていますか。 

 

執行機関 

素案73ページを御覧ください。ただいま御質問がありました国道50号は，水戸駅北口から

左方向に青い線が引かれている路線で，優先整備路線（ネットワーク路線）のＢ路線として

計画に位置付けており，これから整備手法を検討していくということになります。計画期間

中に，どういった整備を行うかを検討してまいります。 

 

  委員 

道路交通法が改正され，自転車が歩道を通行することが認められるのは，まず１番目に
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「歩道に自転車通行可の道路標識や道路標示がある」ということが挙げられ，２番目に「歩

道に普通自転車通行指定部分の道路標示がある」，３番目に「運転者が 13 歳未満又は 70歳

以上又は身体の障害を有する者である」ということが挙げられ，最後に４番目として「歩道

を通行することがやむを得ないと認められる場合」という条件があります。市や県，警察に

自転車の歩道通行について問い合わせると，４番目の「やむを得ない場合」を最初に挙げて

歩道通行を認めています。それだと，どこの道路も同じになってしまいます。私は，歩道通

行の条件は優先順位があり，１番目から３番目までの条件が適用できない場合に「やむを得

ない」ということが出てくると思います。郊外で，交通量が少なく歩道も広ければ，自転車

でも歩道を走ってよいかなと思ってはいますが，市街地では，どういう許可がなされている

道路かはっきりと標示するべきだと思います。水戸駅前のロータリーには標示がありませ

ん。ロータリーの中にも駐輪場が整備されているので，自転車がロータリーの歩道を突っ切

ってきます。私は目が悪くなってきたので点字ブロックを頼りに動くのですが，点字ブロッ

クは歩道の中央にありますので，歩道の中央を走る自転車が突っ込んでくると危ないです。

なので，ロータリー内は「押し歩きをしなければならない」というような標示をしっかりし

ていただきたいです。水戸市とＪＲ，警察で協議を行うべきです。そうしないと，歩行者の

安全は守られません。ロータリーだけでなく，他の道路でも下校時間帯はルールを守らない

自転車が突っ込んできますので，私も具体的な対策は思いつきませんが，何かしなければな

らないと感じています。 

 

会長 

 私も同じように思うことがあります。しかし，法律ができても，変わっても，それですぐ

に人の行動が変わる世の中にはなっていませんので，現在できるところでやれることを続

けているということを御理解いただきたいです。 

 

  委員 

最低でも，看板は付けるべきです。 

 

会長 

水戸駅前のロータリーについては，私も押し歩きをさせるべきだと思います。 

 

  委員 

 あと，十字路の交差点は比較的ルールを守って自転車が走っていますが，歩車分離の交差

点や丁字路，押しボタン式信号のある横断歩道はルール違反をする自転車がいますので，指

導の徹底をお願いしたい。整備を進めるのはいいですが，場所ごとの特徴に合わせてルール

を守らせる指導をしないと，いつ事故が起きてもおかしくないです。 

 

会長 

そのとおりだと思います。このような意見をいただきながら，安全な道づくりを行ってい
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ただきたいと思います。 

 

  委員 

２月４日に，内閣府で中央交通安全対策会議の専門委員会議がありました。４月から始ま

る「第11次交通安全基本計画」についての最後の会議でした。パブリックコメントやオンラ

インの公聴会の中で，日本交通事故死者数の構成率の半数を占める「歩行中」「自転車乗車

中」を減らすための策を強く打ち出すことが必要であると，私も意見を述べました。今の日

本で起きている事故死亡者数のうち，36.9％が歩行者です。そして，15.3％が自転車です。

これは世界的に見ても恥ずかしいことです。「第８次交通安全基本計画」で人優先の交通安

全思想を打ち出していて，第11次交通安全基本計画でも同様のことを打ち出すのですが，今

までと同じようにやっていては取り返しのつかないことになりますので，今回「ビジョン・

ゼロ」というスウェーデンで始まっている思想を提起しました。その中では，交通事故は起

きてしまうものではなく防げるものと考え，個人が注意すべきものではなく道路管理者や

警察などの関係機関が一緒になって具体的な防止策を考えるものだと考えています。これ

からは，こういう考えで進めていかなければ歩行者や自転車の事故が増えていって，国際的

に見て，オリンピック開催国として恥ずかしいです。今回の計画もそうですが，何か問題が

あれば関係機関同士が連携して，対応する必要があると思います。 

 

会長 

国でもう少し踏み込んで進めていくとのことです。 

 

  委員 

以前から要望している自転車停止線の改修はいつになりますか。 

 

会長 

市でも現場を確認し，対応を検討しているところです。 

 

  委員 

 国のことはあくまで国の話で，市がやるべきことは市がちゃんとやるべきだと思います。 

 

  委員 

押し歩きについては条例を作らないといけないと思います。市民参加による条例の提案

を，市で行っていただいたほうがよいと思います。押し歩きをさせる路線を指定できる枠組

みを作らないとできません。押し歩きをしなければならない根拠が必要です。ぜひやるべき

だと思います。アメリカでは歩行者の死亡事故が増えています。スマートフォンが普及した

ことで，運転する人も歩く人も画面を見ながら移動しているためです。そういうことを防ぐ

ためには，条例化が必要になります。ぜひ御検討ください。 
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会長 

たくさんの御意見をいただきありがとうございました。 

いただいた御意見について，パブリックコメントの回答に書ける部分は対応いただきた

いと思います。計画の修正については，私と事務局にお任せいただくということでよろしい

でしょうか。 

 

〔異議なし〕 

 

 では，そのように対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 あと，本日が計画策定前の最後の審議会となりますので，答申について御意見をいただき

たいと思います。事務局から資料が配布されますので少々お待ちください。 

 令和２年７月28日，水戸市長から自転車活用推進計画について諮問され，これまで審議を

行ってまいりました。その間，委員の皆様からは，多くの御意見をいただいてきたところで

す。 

そこで，委員の意見を反映して作成した計画書をもって答申とし，今後，水戸市が施策を

推進するに当たり，留意すべき事項を附帯意見として，答申書に記載したいと考えておりま

す。 

それでは，答申書（案）の読み上げを事務局にお願いします。 

 

執行機関 

 

〔答申書（案）読み上げ〕 

 

会長 

ありがとうございました。この附帯意見というのは，付けなくてはいけないものではあり

ません。しかし，計画に書き入れていない部分についても直接市長に申し伝えたいと思って

おります。 

何か御意見はございますか。 

 

  委員 

２番目の意見が「実行していくこと」で終わっていますが，実行していくための手段を記

載できないでしょうか。具体的に言うと，実行していくために自転車条例を作るように言え

ませんか。教育や啓発だけでなく，自転車通勤や保険，押し歩きや自転車通行空間整備の推

進などについても自転車条例に入れて，市の方針として法制化していくことが重要だと思

います。ぜひ御検討ください。 

 

会長 

内容の中で条例化について触れられるかどうか確認させていただきます。書けるのであ
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れば私も書きたいと思っています。もし書けない場合でも，答申の際に口頭で市長に申し伝

えたいと思います。 

 

  委員 

よろしくお願いします。いろんなところで自転車条例を作っていて，よいものもどんどん

できています。水戸市は自転車政策の先進都市であるとアピールするためにも，ぜひ御検討

ください。市長にくれぐれもよろしくお伝えください。 

 

会長 

事務局としてはいかがですか。 

 

執行機関 

素案36ページを御覧ください。基本方針１の最後の段落の中で「条例の制定」について触

れておりますが，今回の答申の中で条例化を強く求めるような内容にするかどうかは，会長

と相談させていただきたいと思います。 

 

  委員 

お任せします。よろしくお願いします。 

 

会長 

ありがとうございました。 

これをもって，市長に答申する計画書と，答申書に記載する附帯意見については，私に一

任させていただきたいと思います。後日，私から市長に直接渡したいと思います。 

最後に，本計画の推進体制について，一言申し上げます。 

素案84ページをお開きください。 

下段の「２ 推進体制」のところに，審議会の審議を受けながら自転車施策を推進するこ

とが記載されています。 

しかしながら，審議会の性格上，委員の代理のかたの出席を求めることができないため，

本日のように欠席される委員が多くなると，実質的な議論がなかなか難しくなってしまう

ことが想定されます。 

そのため，審議会との役割分担を明確にした協議・推進組織を，審議会とは別に設立する

ことを，今後検討していかなければならないと思います。 

新たな協議・推進組織では，現在の審議会の委員の皆様を中心に委員になっていただき，

かつ，代理出席を可能とすることを考えていきたいと思いますので，今日の時点で，あらか

じめ申し上げておくことにいたします。 

では，皆様長い時間ありがとうございました。それでは事務局にお返しします。 

 

執行機関 
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会長，ありがとうございました。 

本日いただきました御意見を参考に，意見公募手続における意見への対応の見直しと，

答申書に添える計画書の作成を行ってまいります。 

今後のスケジュールについてですが，計画（案）を３月下旬に行われる庁議に諮り，

「水戸市自転車活用推進計画」の決定となります。 

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３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。 


