
３. 計画の基本的な考え方 

16 



 〇「利用促進」と「安全確保」のバランス 

利用
促進 

安全
確保 

相反しない施策展開 
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ルールに基づく自
転車の
安全利用

自転車走行
環境の整備

放置自転車対策
・

自転車駐車場
対策

一体となった自転車政策の実現を目指す

第4の視点として「自転車を楽しむための環境づくり」を追加 

自転車を楽しむ
ための 

環境づくり 
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 〇４つ目の視点 
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■鉄道駅から3㎞以遠の地域 
 特性：駅へ向かう利用が少ない 
     地域間の移動が多い 

▼ 
 考え方：自転車走行環境の充実 
       公共交通との連携 等 

 〇エリアの特性にあわせた自転車計画の考え方 

■鉄道駅から3㎞程度の地域 
 特性：駅へ向かう利用が多い 

▼ 
 考え方：自転車走行環境の充実 
       自転車事故の抑制 等 

■鉄道駅周辺の地域 
 特性：駅利用者が集中 

▼ 
 考え方：適正利用の推進 
       駐輪環境の充実 等 
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 〇利用特性にあわせた自転車計画の考え方 

鉄道駅 

①駅周辺 
エリア 

サイクル 
&バスライド 

⑤ネットワーク
強化ルート 

②鉄道駅アクセス 
ルート 

峠など 

学校 

③通学 
ルート 

学校 

鉄道駅から3㎞以遠の地域 

鉄道駅から 
3㎞程度の地域 

④サイクリング 
ルート 

利用特性ごとのルート区分 考え方  
①駅周辺エリア  
駅周辺の市街地において、
様々な 交通モードが集中する
ルート、通勤・通学・買い物利
用など自転車利用も多岐にわ
たるルート。 歩行者が多く安
全な歩行空間確保も課題。  

・様々な交通モードが集中し  
 自転車事故も多いため、安 
 全性 に十分配慮した自転 
 車環境の整備  
（自転車空間整備、  
  自転車駐車場整備）  

②鉄道駅アクセスルート  
通勤・通学を目的に鉄道駅
周辺の駐輪場等へのアクセス
ルート。 一方向の利用が卓
越。朝夕の利用が主。  

・安全な自転車走行  
 環境の整備  

③通学ルート  
市内の学校への通学を目的と
したルート。一方向の利用が
卓越。 主な対象者は限定さ
れる。  

・安全な自転車走行環境の 
 整備  
・学校と協働した安全対策 

④サイクリングルート  
河川沿いや峠道等へのスポー
ツ・レクリエーションを主とした
ルート  

・河川沿いのルートの整備  
・外来者への利便促進、 
 安全啓発 等 

⑤ネットワーク強化ルート  
各ルート間を結ぶことによりネッ
トワークを強化し、利便性を高
めるためのルート。  
利用者の選択性を高め分散
化等を図る。  

・①～④のルートを繋ぐ走行 
 環境の整備  
・それぞれのルートから、利用 
 が集中する施設への走行環 
 境の整備 



４. 施策の考え方 
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4-1.施策方針 
4-2.施策体系 
4-3.基本施策１：あんぜんに自転車を利用しよう 

4-4.基本施策２：かしこく自転車を利用しよう 

4-5.基本施策３：たのしく自転車を利用しよう 



基本施策 主な内容 交通マスタープラン等
における 位置づけ 

<基本施策１> 
 
あんぜんに自転車を
利用しよう 

～ハード・ソ
フト両面で
安全な利用
環境を整え
ます～ 

ハード：自転車ネットワークの整備  ①自転車走行環境 
 の整備  

ソフト：安全な自転車利用の促進  
      →利用ルールの普及・啓発 等  

③ルールに基づく自転  
 車の安全利用 

<基本施策２> 
 
かしこく自転車を利用
しよう 

～多様な連
携により、適
正な利用環
境を整えま
す～ 

・利用に則した適正な規模と配置 
（駐輪場整備、サインラック等）  

②放置自転車対策・ 
 自転車駐車場対策  
 

・公共交通との連携強化  
（サイクル＆バスライド等）  等 

②放置自転車対策・ 
 自転車駐車場対策  

<基本施策３> 
 
たのしく自転車を利用
しよう 

～スポーツや
観光を通じ
て楽しめる自
転車利用環
境を整えま
す～ 

・スポーツサイクル利用者支援施設の整備、
輪行対応  

・休憩・メンテナンス機能の充実  
・観光や健康に係る情報発信  等 

④楽しむ  

・自転車の共同利用の促進  
（コミュニティサイクル、シェアサイクル）  

④楽しむ  

 ４－１．施策方針（案） 

※ここで示した「考え方」については、今後の検討の中で修正する可能性があります。 
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基本施策１◆あんぜんに自転車を利用しよう 
 (1)自転車走行空間ネットワークの形成 
 (2)社会実験の結果をふまえた自転車走行空間のあり方の検討 
 (3)様々な手法による自転車走行環境の整備推進 
 (4)河川沿い自転車走行空間の整備推進 
 (5)自転車販売店との連携による自転車安全教育の推進  
 (6)学校・事業所・警察などとの連携による自転車の安全教育の推進 

 ４－２．施策体系（案）   

基本施策２◆かしこく自転車を利用しよう 
 (1)自転車駐車場の利便性向上  
 (2)効率的な自転車駐車場、自転車保管所運営の検討  
 (3)放置自転車対策の推進 
 (4)自転車駐車場、自転車駐輪帯の整備推進 
 (5)附置義務自転車駐車場の整備促進 
 (6)サイクル・アンド・バスライド推進 

新規取組１ 

基本施策３◆たのしく自転車を利用しよう 
 (1)サイクリスト支援施設（休憩・メンテナンス機能等）の導入検討 
 (2)サイクリスト向け情報発信の強化（観光、市PR、安全利用） 
 (3)コミュニティサイクルの導入検討 

継続取組１ 

新規取組２ 

新規取組３ 
新規取組４ 

新規取組５ 
新規取組６ 

新規取組７ 
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◆現状 
＜交通事故＞ 
 ・自転車事故件数は減少しているが、自転車に過失のある事故の割合は増加 
 ・自転車関連事故が駅周辺や幹線道路付近に集中 
＜走行空間＞ 
 ・自転車利用環境の整備（浅川ゆったりロードの整備/南大沢地区における走行環境整備、警視庁における自転車ナビマーク等の整備推進 

 ・「東京都自転車走行空間整備推進計画」優先整備区間における整備予定 

 

 4-3.基本施策１：あんぜんに自転車を利用しよう 
     ～ハード・ソフト両面で安全な利用環境を整えます～ 

◆課題 
【ハード面】   
 ・中心市街地・鉄道駅周辺へのアクセス及び回遊利用における安全性の向上 
 ・市内学校（高校・大学等）通学時の安全性向上 
 ・自転車走行環境の連続性の確保（道路管理者、交通管理者の連携強化） 
【ソフト面】 
 ・安全教育における警察、交通安全協会、地域との更なる連携強化 
 ・新しい自転車の形態に対応した安全対策 
 ・自転車保険加入の促進 

◆考え方  【ハード面】 
  ①市内全域における自転車走行空間ネットワークの設定 
 ②歩行者と分離された自転車走行環境の整備推進（構造的・視覚的・空間的分離） 
 ③これまでの走行空間整備の効果検証、整備形態の検討 
 【ソフト面】 
 ①自転車安全教育の推進学校や警察、交通安全協会、地域との協働による安全教育） 
 ②社会人、高校生や大学生を対象とした交通安全教育の推進 
 ③事業所や自転車販売店と連携した安全教育の推進 
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      「自転車走行空間ネットワークの形成」 新規取組１ 

鉄道駅 

①駅周辺 
エリア 

サイクル 
&バスライド 

⑤ネットワーク
強化ルート 

②鉄道駅アクセス 
ルート 

峠など 

学校 

③通学 
ルート 

学校 

鉄道駅から3㎞以遠の地域 

鉄道駅から 
3㎞程度の地域 

④サイクリング 
ルート 

利用特性ごとのルート区分 考え方  
①駅周辺エリア  
駅周辺の市街地において、
様々な 交通モードが集中する
ルート、通勤・通学・買い物利
用など自転車利用も多岐にわ
たるルート。 歩行者が多く安
全な歩行空間確保も課題。  

・様々な交通モードが集中し  
 自転車事故も多いため、安 
 全性 に十分配慮した自転 
 車環境の整備  
（自転車空間整備、  
  自転車駐車場整備）  

②鉄道駅アクセスルート  
通勤・通学を目的に鉄道駅
周辺の駐輪場等へのアクセス
ルート。 一方向の利用が卓
越。朝夕の利用が主。  

・安全な自転車走行  
 環境の整備  

③通学ルート  
市内の学校への通学を目的と
したルート。一方向の利用が
卓越。 主な対象者は限定さ
れる。  

・安全な自転車走行環境の 
 整備  
・学校と協働した安全対策 

④サイクリングルート  
河川沿いや峠道等へのスポー
ツ・レクリエーションを主とした
ルート  

・河川沿いのルートの整備  
・外来者への利便促進、 
 安全啓発 等 

⑤ネットワーク強化ルート  
各ルート間を結ぶことによりネッ
トワークを強化し、利便性を高
めるためのルート。  
利用者の選択性を高め分散
化等を図る。  

・①～④のルートを繋ぐ走行 
 環境の整備  
・それぞれのルートから、利用 
 が集中する施設への走行環 
 境の整備 

○利用特性にあわせた自転車計画の考え方（再掲） 

※ここで示した「考え方」に基づき、関係機関と調整を進め、自転車ネットワークイメージ図を作成する。 
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法定外表示 
・ナビマーク 
・路肩のカラー化 1 ２ ３ ４ 

 〇【参考】国土交通省・警察庁 
   「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 

※○番号は、後述する、【参考】八王子市におけ
る、自転車走行環境の整備手法（案）における 
整備手法の番号に対応している。 



27 

河川沿い
等の専用
空間 

1 ２ 

５ 

３ 

６ 

 〇【参考】東京都 自転車走行空間整備推進計画 

※○番号は、後述する、【参考】八王子市におけ
る、自転車走行環境の整備手法（案）における 
整備手法の番号に対応している。 



整備手法 通行方法・規制 整備イメージ 

①自転車道 
（一方通行） 

自転車道を通行しなけ
ればならない。 
（やむを得ない場合を
除く） 

②自転車道 
（相互通行） 

③自転車専用通行帯 
（自転車レーン） 

指定された車両通行
帯を通行しなければな
らない。 

28 

 〇【参考】八王子市における、自転車走行環境の整備手法（案） 
その１ 



整備手法 通行方法・規制 整備イメージ 

④自転車混在 
（ナビマーク・ 
 路肩のカラー化） 

法定外表示 
原則、車道の左側を通
行。 

⑤自転車歩行者道 
（構造的分離） 

道路標識等により通行
することができることとさ
れている歩道を通行す
ることができる。 
（ただし、歩道の中央
から車道寄りの部分を
徐行しなければならな
い。） 

⑥自転車歩行者道 
（通行位置明示） 
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その２ 
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       自転車販売店との連携による自転車安全教育の推進 

出典：東京都青少年・治安対策本部HP 出典：公益財団法人日本交通管理技術協会 

 
 
 ・販売店における自転車の定期点検の推進 
 ・TSマーク等の自転車保険加入の推進  等 

事例 

新規取組２ 
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◆現状 
＜放置自転車＞ 
 ・ピーク時と比較すると大幅に減少している。 
 ・放置自転車が歩きやすい環境を阻害している。 
＜自転車駐車場＞ 
 ・駅から近い自転車駐車場では、満杯で利用できないことがある。 
 ・買い物等の短時間利用者に向けた、自転車駐輪帯等の整備を進めている。 
 ・幼児二人同乗用自転車やスポーツ車などの自転車利用者が増加。 
 ・自転車駐車場設置義務の条例 

◆課題 
 ・放置自転車の抑制 
 ・自転車駐車場の位置、容量への対応 
 ・新しい自転車の形態への対応 
 ・自転車駐車場の利用率の向上 
 ・既存施設・小規模施設への自転車駐車場の整備（設置義務） 
 ・自転車保管所の圧迫、撤去費用 

 4-4.基本施策２：かしこく自転車を利用しよう 
  ～多様な連携を通じて規模に頼らない利用環境を整えます～ 

◆考え方 
 ①放置自転車対策の推進 
 ②需要に応じた自転車駐車場の配置・容量の確保 
 ③自転車駐車場のサービス向上 
 ④設置義務の強化 
 ⑤自転車保管所の運営の検討 


