
３. 自転車走行空間 
   ネットワーク 
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   本市の自転車走行空間ネットワークの考え方 

・幹線道路・生活道路等において、多様な自転車利用形態
が見られるが、基本的には全ての道路で自転車の安全性
向上が図られるべき。 
・一方で、国のガイドラインでは、全ての道路で自転車通行
空間を整備することは現実的ではないため、面的な自転車
ネットワークを構成する路線を選定することを位置づけてい
る。 
・本市においても上記考え方に基づき、計画的かつ効果的に
整備推進を図るための路線及び区間を選定する。 

 
 15 

計画的かつ効果的な整備推進を図るために
自転車走行空間ネットワークを設定 



   自転車の走行環境整備の推進方策 
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【市全域】 
 

安全な自転車利用環境創出の推進 

【将来的自転車ネットワークのイメージ】 
 

計画的かつ効果的な整備推進 

【自転車走行空間ネットワーク】 
 

具体的な検討推進 

計画期間によらず、随時、事
業機会等を捉え安全な利用
環境創出の推進を図る。（生
活道路におけるナビマーク設置や交通
安全対策等） 

概ね20年後以降の将来を
想定した整備推進を図り、
選択性の高い路線網（駅、
教育施設、商業施設、路線
間等を結ぶ経路）を形成す
る。 

20年後を目標に、必要性・
実現性の高い経路について
関係機関調整のもと実現に
向けた具体的な検討を推進
する。 

国のガイドラインが改定予定であり、本改定に基づく市の整備方針を別途定め、本方針に基づき上記整備推進を図る。 



   自転車走行空間ネットワークの経路選定の視点 
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視点①【接続】施設間を結ぶ 

視点②【連続】連続性がある 

視点③【代替】代替性がある 
      （選択性がある） 

視点④【利用】経路そのものに 
    利用の意味がある 

目的施設 

目的施設 

目的 
施設 

目的施設 

市の中で自転車利用が多い施設として鉄道駅や教育施設、商業施設等が
ある。これらを効果的に結ぶ視点が必要である。 

市内部での自転車走行環境整備は一部区間のみであり連続していない。効
率的に連続性を考慮した視点が必要である。 

鉄道駅周辺等では多方面からの自転車利用が集中している。利用の代替
性（選択性）を考慮した視点が必要である。 

市では浅川等でレクリエーション目的の自転車利用が多い。利用する経路そ
のものが意味を持つ視点も必要である。 



   自転車走行空間ネットワークの経路選定の考え方 
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基本目標 
経路選定の視点 

①接続 ②連続 ③代替 ④利用 
あんぜん 

かしこく 

たのしく 
○レクリエーショ
ン利用への対応 
・レクリエーション目的の経
路を選定 

○鉄道駅への通勤・通学等の 
 利用への対応 
・利用が集中する幹線道路等を選定 
・自転車駐車場、サイクル・アンド・バスライド自転車駐車
場へのアクセスの経路を選定 

○駅周辺に集中する利用への対応 
・様々な自転車利用が集中する駅周辺（商業施設等の集積）エリア、選択性を高める経
路を選定 

○市内の多様な
移動への対応 
・選択性を高める環状道
路等を選定 

○市内通学目的の利用への対応 
・駅等から市内の学校への経路を選定 



   本市の自転車走行空間ネットワークの考え方 

○自転車走行空間ネットワークの経路選定の方法 
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○駅周辺に集中する利用への対応 

○市内の多様な移動への対応 

○レクリエーション利用への対応 

○鉄道駅への通勤・通学等の利用への対応 

○市内通学目的の利用への対応 

• 移動経路調査結果等から自転車利用が多いエリアを選定 
• 自転車関連事故の結果等から自転車事故が多いエリアを選定 
• 施設の配置状況から施設が集中するエリアを選定 

• 移動経路調査結果等から自転車利用が多いルートを選定 
• 自転車関連事故の結果等から自転車事故が多いルートを選定 
• 施設の配置状況から施設間を結ぶルートを選定 
• 都市計画道路等の今後拡幅整備が予定されているルートを選定 

• 教育施設と駅の配置状況から施設間を結ぶルートを選定 
• 都市計画道路等の今後拡幅整備が予定されているルートを選定 

• 自転車走行空間の連続性確保や選択性を高めるため、既存の整備
済ルートや、今後整備を行うルート同士をつなぐルートを選定 

• 浅川沿いのルートを選定 

駅周辺 
ルート 

鉄道駅 
アクセスルート 

通学ルート 

レクリエーション 
ルート 

ネットワーク連携
ルート 



   自転車走行空間ネットワーク 
自転車利用特性に応じたネットワークの設定 
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調整中 



   自転車走行空間ネットワークにおいて想定される主な対応 
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■ハード面での対応 
 ・自転車走行空間の整備 
   ⇒安全に走行できるルートとして推奨 

■ソフト面での対応 
 ・機会を捉えた自転車ネットワークの走行方法の指導 
 ・警察等と連携した街頭指導 
 ・自転車ネットワークや主要施設等を表示した自転車マップの作成 
    ⇒安全な走行方法の指導や自転車利用者の誘導 



   走行空間の整備手法 
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■整備手法の考え方 
 ・安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン、東京都自転車走行空間整備 
  推進計画に基づいて整備手法を選定。 
 ・自転車は「車両」であり、原則車道通行とする。 
 ・自動車の交通量や法定速度が高い場合など、自転車利用者の安全が図れない 
  場合は、歩道上の整備についても検討する。 
 

■整備手法の選定 
 ・交通状況と道路幅員から整備手法を選定する。 
 ・整備手法選定フロー(案)を作成し、平成28年度の実証実験にて検証を行う。 
 



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。 
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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。 
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位置 整備手法 通行方法・規制 整備イメージ 

車道 

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。 
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 〇八王子市における、自転車走行環境の整備手法（案） 
その１ 



位置 整備手法 通行方法・規制 整備イメージ 

車道 
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。 

歩道 

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 



４. 計画の推進に向けて 
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4-1.目標値の設定（案） 
4-2.ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる 
   進行管理 
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＞ 都市交通の
将来像 

＞ ＞ ＞ 

■交通マスタープランの構造と指標によって評価するレベル 

基本目標 施策方針 施策 基本施策 

■指標設定の2つの視点 

基本目標の実現に向け、各施策が立案されており、 
個別の取組評価でなく、全体として基本目標の達成状況を把握する 

基本目標の
達成状況 

行政的な取り組みやその成果を 
数値目標として設定するだけでな
く、その結果として、市民生活がど
のように変わったのかを、市民意識
の 
変化から把握するための指標を 
設定 

取組や成果の 
数値的評価 

市民意識の変化 

 ■<参考>交通マスタープランにおけるモニタリング指標  
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 ■目標値の設定（案）  

 
                                   

 ・省エネルギー・省資源のために実施していること 
   →「車の使用を控え、自転車、電車、バスを利用する」 
 ・利用する交通手段、駅までの主な交通手段 
 ・交通環境の整備に期待すること 
   →「自転車利用環境の整備」   
 
 
 
 ・自転車走行空間の整備延長 
 ・自転車駐車場の利用率 
 ・事故件数 
 

取組や成果の 
数値的評価 

市民意識の変化 
（※平成26年市政世論調査における調査項目） 
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○Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（見直
し）というPDCAマネジメントサイクルにより、継続的な点検・評価・
見直しを毎年実施します。 

○毎年点検・評価を実施しながら、平成37年には、全施策に関する
点検・評価・改訂を行う。 

○市民ワークショップ等を必要に応じて実施するなど、多面的な市民
参加の仕組みづくり（見える化）を目指します。 

 

期間 計画期間 次期計画 

年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

評
価 

モニタリング（毎年） 

評価検証 
・改訂 

評価検証・ 
改訂 

Plan
（計画）

Do
（実行）

Action
（見直し）

Check
（評価）

 ■ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる進行管理  

計画目標年次 見据えるべき都市の姿 



5. 今後のスケジュール 
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平成27年度 平成28年度 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月～9月 10月～3月 

計画検討                  
素案 
作成 

   ●7月   

懇談会   ●     ●     ●       

庁内検討会 ・幹事会   ●     ●     ●       

都市経営戦略会議  ●               ●4月    

都市環境委員会                     ●5月   

パブリックコメント                         

計画実行                       

 ■ 今後のスケジュール（計画策定）  

計画検討 策定・公表 

基本的な考え方
(付議) 

素案 
報告 

素案 
(付議) 

 
 

平成28年以降  

 

6月 
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 ■ 今後の展開について  
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■自転車走行空間整備ガイドラインの作成 
 ・整備手法や整備手法の選定フロー等を示したガイドラインを作成する。 
 ・作成にあたっては、来年度に実施する実証実験の結果を反映させる。 
 

■実証実験候補地の選定 
 ・自転車走行空間ネットワーク候補路線のうち、走行空間の 

  整備手法や利用特性が異なる区間から実験地を抽出、選定。 
 



 ご静聴有難うございました 
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