
さいたまはーと施策体系の方向性について
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資料3



１．施策体系の検討フロー

• さいたまはーと中間見直しの位置付けによる改定を行う。下記に、施策体系の見直しを行うための検討フローを示す。
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市民アンケート結果
• 11月実施の市民アン
ケート結果を参照

各施策の実施効果

• 各施策の進捗状況及び
実施の効果を参照

施策体系

社会動向の変化

• 自転車を取り巻く社会
動向の変化を踏まえた
施策体系の検討

自転車活用推進法
との対応

• 国が施行した自転車活
用推進法の基本方針と
の対応を検討

新
た
な
施
策
体
系
の
設
定

各委員からのご意見

• 協議会での閣員からの
ご意見を踏まえた施策
体系の検討

はしる

まもる

たのしむ

とめる

更新



２－１． 各委員からの主な意見

• 協議会での各委員からのご意見から施策体系更新の視点を整理する。

3はしるまもるたのしむ とめる凡例：

多様な利用層（子育て世代、高齢者、ドライバー）
への安全利用周知

 リスク等を中心に講習や注意喚起を実施

サイクル＆バスライド

 駐輪場の設置場所には工夫の余地がある

MaaSへの展開・シームレス化

 駐輪場の設置場所には工夫の余地がある

健康増進

 効果のPR等健康増進につながる取組が必要

主な意見 視点 主な意見 視点

高齢化・車社会

健康増進

スポーツサイクル
・ツーリズム
・シェアサイクル

MaaS・モビリティ連携

自転車文化の醸成

日常利用の促進

広報・情報発信

新たな車両
の普及・研究

サイクルツーリズム

 初・中・上級などターゲットの見極めが必要

市内回遊・マイクロツーリズム・サイクリング

 地域活性化につながる回遊ルート提案、マッ
プ作成、及びイベント等の企画が必要

シェアサイクル

 利用のハードルを下げる工夫やPRが必要

サイクルイベント

 一般人が参加可能なイベントの企画が必要
 メリット等の利用啓発を図る情報提供も必要

教育の場としてのサイクルパーク

 教育の場として活用すべき
 現実的な想定をすべき

通勤・通学の利用促進

 走行空間等の環境整備を行う必要

自転車利用の優遇・駐輪優遇制度の導入

 自転車利用の優遇措置の検討が必要（免許や
講習会の受講者、日々の記録記入者等）

安全利用の啓発・注意喚起

 自転車は車両であることや「自転車安全利用
五則」等の基礎からの認知度向上を図る必要

広報・情報発信（SNS活用等）

 日常利用がイメージできる広報・啓発が必要
 webを活用した広報内容の充実が必要

新たな自転車車両の普及と研究

 新たな自転車車両の周知を行う必要

自転車安全利用・ルール・マナーの周知・教育

 利用者が自らルール・マナーについて考えるよ
うな周知や教育が必要

 幅広い世代への教育を強化する必要

他分野との連携

 駐輪場の設置場所には工夫の余地がある



自転車のリサイクル

 回収自転車の市民へのリサイクルを考えては

２－１． 各委員からの主な意見

• 協議会での各委員からのご意見から施策体系更新の視点を整理する。

4はしるまもるたのしむ とめる凡例：

主な意見 視点 主な意見 視点

放置自転車対策・自転車返還手数料

 返還手数料の金額設定には検討の余地がある

サイクルサポート施設

 サイクルサポート施設を大幅に増設すべき

自転車通行空間の整備

 自転車レーンの整備を進めるべき
 整備効果を周知し、利用促進につなげるべき

自転車駐車場のサービス
・自転車駐車場の確保

 利用者ニーズに応じた、きめ細かな料金、管
理、サービスの体系を検討することが必要

民間事業者による駐輪場整備の支援

 事業実施側のメリット等がアピールできると
良い

附置義務条例

 条例には記載がない必要スペースの指針を取
りまとめられると良い

自転車保険

 保険加入の現状を把握と対策の検討が必要

自転車施策を進める体制

 分科会や全体を見渡すディレクション機能を
持ったユニットの設置などの進め方も必要

庁内連携

 庁内部署と横のつながりを持ち、他部署から
の協力を得ていくことが必要

メンテナンス等の自転車店との連携

 庁内部署と横のつながりを持ち、他部署から
の協力を得ていくことが必要

新型コロナウイルスへの対応

 安全で楽しく自転車に乗れるよう新しい楽し
み方を提案･計画の推進を行うべき

まちづくりとの連携

体制の構築

自転車の再利用

保険

withコロナ
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

買い物

通勤・通学

食事・交流などの私用

通院

健康づくり

子供の送迎

サイクリング

スポーツ・競技

業務

H26 R2

H26:N=1929
R2:N=1532

２－２． 各視点における市民意見

• 視点に対する市民意見（アンケート調査結果）を以下に整理する。
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視点 市民意見（アンケート調査結果）

スポーツサイクル・
ツーリズム・シェア

サイクル

○自転車のスポーツ・レジャー環境やイベントを充実させ
る上で必要な取組
• サイクリングルートに関連する意見が多い [資料1 p.19]
○シェアサイクル認知・利用状況
• 認知はされている一方、利用は約7%にとどまっている

[資料1 p.34]

➡ルート等の整備及びサイ
クルポート充実、情報提
供による利用促進等が求
められる。

健康増進 ○通勤・通学、健康づくりにおける年代別利用率
• 高齢者における「健康づくり」利用が増加 [資料1 p.11]

➡健康面で高齢者を対象と
した利用促進が求められ
る。

MaaS・モビリティ
連携

○駐輪環境を充実させる上で、今後必要な取組
• 駐輪場の満足度は、大宮、浦和、岩槻、南与野、七里等

で、半数以上の方が足りないと感じている。
[資料1 p.31]

➡重点的に整備する駅を選
定することも必要である

高齢化・車社会

○子供と高齢者に対するヘルメットの着用状況
• ヘルメット着用の義務について、「子供については知っ

ていたが、高齢者については知らなかった」が最も多い
[資料1 p.27]

➡ヘルメットに関連する
ルールについて高齢者世
帯を中心に周知する必要
がある

自転車文化の醸成 ―

日常利用の促進
○自転車の利用目的
• 「買い物」、「通勤・通学」との回答が多い [資料1 

p.11]

➡各目的での利用がしやす
い環境の創出が求められ
る。

広報・情報発信
○ルール等を周知・啓発する上で、今後必要な取組
• 走行ルールに関する内容が最も多く、安全運転義務違反

に関する回答も多い [資料1 p.20]

➡正しい通行ルールの周知
や、スマホ・イヤホン等
のながら運転について重
点的に啓発していくこと
も求められる

新たな車両の普及・
研究 ―

自転車の利用目的

出典：資料1より抜粋
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自転車のレースイベント開催

サイクリングルートの設置

サイクリングルートマップの作成

自転車による街なか散策

自転車観光・まちなか周遊の案内充実

シェアサイクルの利用環境の充実

サイクリングルートのサイン設置

自転車のファミリーイベント開催

自転車レジャー・イベント情報の案内充実

サイクルスポーツ環境の充実（サイクルスポーツの体験等）

サイクルツーリズムの推進

その他

N=1834

自転車のスポーツ・レジャー環境や
イベントを充実させる上で必要な取組

出典：資料1より抜粋



70%
67%

57%
46%

42%
42%

31%
26%

22%
22%

19%
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14%
11%
10%
9%

7%
6%
5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自転車通行空間のネットワーク化
自転車通行空間の改善

自転車通行空間を示す路面標示の整備
自転車通行空間の正しい通行方法の周知
交差点でのクルマや歩行者との接触対策

路上駐車・停車の取締強化
駅周辺における自転車整備スペースの確保

クルマの速度規制と合わせて自転車通行空間の確保
高齢者向けに設計された自転車の普及促進

バス停付近へのシェアサイクルポートの設置
駅周辺へのシェアサイクルポートの設置

自転車専用信号の設置
新たな自転車車両

自転車利用者を優遇する制度の整備
子育て世代への電動アシスト付き3人乗り自転車の普及促進

サイクリングルート沿いの飲食店との連携
サイクリングルート周辺の駐車場付近へのシェアサイクルポートの設置

工具貸出および荷物預かり場所
社員の自転車利用を促進する事業者を認定する制度

その他
N=2034

２－２． 各視点における市民意見

• 視点に対する市民意見（アンケート調査結果）を以下に整理する。
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視点 市民意見（アンケート調査結果）

自転車の再利用 ―

まちづくりとの連携

○自転車利用環境を向上させる上で、今後必要な取組
• 自転車利用環境向上に必要な取組は「自転車通行空間の

ネットワーク化」が最も多く、次いで「自転車通行空間
の改善」が多い結果となった。[資料1 p.23]

○自転車レーンの整備状況について
• 「自転車レーンの整備により、自転車でより安心して車

道を走れるようになった」が最多で半数を超えており、
一定の評価をされていると考えられる。[資料1 p.32]

• 一方「路上駐車車両があり、車道を走りづらい」といっ
た意見も3割程度ある。[資料1 p.32]

➡引き続きレーンの整備を
進めるとともに、自動車
運転手への周知・啓発の
強化が必要である。

保険
○自転車損害保険について
• 8割以上が自転車損害保険を認知しており、加入率も高い

[資料1 p.29]

➡引き続き加入促進に取り
組む必要がある

体制の構築 ―

withコロナ

○感染リスクを考慮した移動手段の変化
• 感染リスク防止では、「鉄道の利用を控えた」が最も多

く、「自転車での移動を増やした」との回答者は2割以下
であった。[資料1 p.37]

➡自転車は他人との接触を
避けながら移動できる手
段であり、その⾧所を打
ち出すことが必要である

自転車利用環境を向上させる上で、
今後必要な取組

知っている
80%

知らなかった
20%

N=2095

自転車損害保険加入義務化の認知度

出典：資料1より抜粋

出典：資料1より抜粋



：現在の計画において方針・施策に位置づけのある項目

：現在の計画において方針・施策に一部位置づけのある項目

自転車の活用の推進に関する基本方針（法第8条） 視点
★ ①自転車専用道路等の整備
★ ②路外駐車場の整備等
★ ③シェアサイクル施設の整備
★ ④自転車競技施設の整備
☆ ⑤高い安全性を備えた自転車の供給体制整備 ➡ 安全性の高い新たな車両の供給

★ ⑥自転車安全に寄与する人材の育成等
⑦情報通信技術等の活用による管理の適正化 ➡ IoT・ICTの活用 → MaaSの推進

★ ⑧交通安全に係る教育及び啓発
★ ⑨国民の健康の保持増進
★ ⑩青少年の体力の向上
★ ⑪公共交通機関との連携の促進

⑫災害時の有効活用体制の整備 ➡ 災害時の自転車活用

★ ⑬自転車を活用した国際交流の促進

☆ ⑭観光来訪の促進、地域活性化の支援 ➡ 観光・インバウンド等の利用促進 → サイクルツーリズムの推進
日常利用による地域活性化への支援 → 日常利用の促進

（⑮その他特に必要な施策）

３． 自転車活用推進法（自転車の活用の推進に関する基本方針）との対応

• 自転車活用推進法第8条 自転車の活用の推進に関する基本方針として15の施策が位置づけられている。

7

赤字：現自転車まちづくり計画への追加・修正が求められる視点



【参考：社会情勢の変化】

• 自転車を取り巻く近年の社会動向の変化を以下に示す。

8

シェアサイクルの普及拡大

〇シェアサイクルは全国で普及が進んでおり、昨年３月時点で、159
都市で展開されている。

図 シェアサイクル実施都市（ H31.3 、159都市）
資料：全国シェアサイクル会議資料

スポーツサイクルの盛り上がり

〇東京2020オリンピックで、ロードレースやBMXレーシング等が開
催されることで、自転車競技が注目され、世界トップレベルの選手
を体感し、今後、国内スポーツサイクルの盛り上がりが期待される。

図 BMXレーシング
（有明アーバンスポーツパークで開催）



【参考：社会情勢の変化】

• 自転車を取り巻く近年の社会動向の変化を以下に示す。

9

サイクルツーリズムの盛り上がり

〇しまなみ海道、ビワイチ等、サイクルツーリズムによる観光増進・
地域活性化の取組みが全国で展開されており、2019年9月に国がナ
ショナルサイクルルート制度を設立し国内外へのPR推進を行って
いる。

〇サイクリング拠点の整備や、自転車観光案内等、サイクルツーリズ
ム、観光周遊の環境が充実しつつある。

健康増進

〇全国的に肥満者割合は増加傾向で、運動習慣割合が横ばい（女性は
減少）傾向である。

〇サイクリングは、ランニングやジョギングと同程度の運動強度があ
り、生活習慣病防止等、健康増進効果が期待できる。

〇自転車の健康効用が、利用者だけでなく、企業側にもメリットが大
きいことを経営者側に周知することも、自転車通勤促進につながる。

図 ビワイチのポータルサイト・WEBマップ（滋賀県） 図 医療費の削減（保険負担軽減）※Shimano



【参考：社会情勢の変化】
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保険

〇全国的に保険の義務化が進んでおり、埼玉県では2018年4月から、
東京都でも2020年4月から義務化された。

コロナウィルス感染予防

図 埼玉県の自転車保険義務化リーフレット
資料：埼玉県HP 資料：Streets for Pandemic Response & Recovery（NACTO）

図 物理的距離を保つための道路空間の見直し

〇首都圏のシェアサイクルは、４月の緊急事態宣言で利用回数は減少
したが、利用時間が増加しており、鉄道利用を避けた通勤やデリバ
リー利用が増えていることが考えられる。

〇三密を避けたレジャーとして、近隣の大規模公園やサイクリング
ロードにシェアサイクルで移動するマイクロツーリズムでの利用も
増加している。

〇海外では、ソーシャルディスタンスを保つため、自転車や歩行者等
の空間拡大の検討が進んでいる。



【参考：社会情勢の変化】
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高齢化・クルマ社会への対応

○運転免許証の申請取消件数は、65歳以上の件数が95％以上を占めて
おり、こうしたいわゆる運転免許返納者の新たな足の確保が求めら
れ、特に近距離での移動については自転車の利用が期待される。

○一方で、自転車事故での死者数のうち、約67%は高齢者となってお
り、安全な走行空間の確保や走行マナー、安全確認等の順守が求め
られる。

まちづくりとの連携

図 自転車事故死者数における高齢者死者数

資料：埼玉県警HP 資料：国土交通省「ストリートデザインガイドライン―居心地が良く歩きた
くなる街路づくりの参考書―（バージョン１．０）」

図 道路空間の再配分による主な空間の変化事例
（愛媛県松山市）

○国土交通省では、官民のパブリック空間について、それぞれの空間
が果たしてきた機能を活かしつつ、互いに連携し、面的に多様な活
用の取組を進めることで「ウォーカブルな人中心の空間」への転換
が進められている。

○人中心のまちなかへの修復・改変（リノベーション）として「自転
車利用環境の整備街路空間の再構築と併せて、自転車走行空間や駐
輪環境整備、シェアサイクルの導入促進等による利用促進方策の充
実を図るべき」ことや、まちなか空間の多様な利活用の促進イメー
ジの中で自転車走行空間が位置づけられている。



視点（テーマ） 委員からのご
意見

自転車活用推
進法との対応

（参考）
社会情勢の変化 具体的な追加・反映の内容

日常利用の促進 ● ●
「サイクルツーリズムの推進・支援」を追加（たのしむ②-3）サイクルツーリズムの普及 ● ● ●

スポーツサイクルの普及 ● ●
自転車文化の醸成 ●

―健康増進 ● ●
シェアサイクルの普及 ● ●

モビリティ連携 ● 「バスとの連携強化」を追加（はしる②-2）
MaaSの推進 ● ● 「生活サービスとの連携による自転車利用促進」を追加（たのしむ③-５）

災害時の自転車活用 ●
• 「③ 災害時における自転車利用・啓発」を設置し、「災害時における自

転車利用の推進」「災害時における自転車利用に関する広報・啓発」を
追加（まもる③-1,2）

まちづくりとの連携 ● ●
• 「自転車や歩行者等が利用しやすい空間創出」「自転車ネットワーク路

線における無電柱化」を追加（はしる①-4,5）
• 「民地を活用した駐輪スペースの創出支援」を追加（とめる①-7）

高齢化・車社会への対応 ● ● • 「路上駐停車対策」の追加（はしる①-3）
安全性の高い新たな車両 ● ● ―

保険 ● ● ―
自転車の再利用 ● ―
広報・情報発信 ● ―

体制の構築 ●
施策体系とは別に、全体を見渡すディレクション機能を持ったコアメン
バーのユニット設置を検討

withコロナでの自転車利用 ● ● ―

４－１． 施策体系への追加・反映方針

〇協議会意見及び自転車活用推進法との対応、近年の社会動向等を踏まえて、施策体系の検討の際に考
慮する視点（テーマ）を整理した。以下の視点で、施策体系の更新を検討する。
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■追加・反映方針(案)



視点（テーマ） 委員からのご
意見

自転車活用推
進法との対応

（参考）
社会情勢の変化 施策体系への反映方針(案) ／修正関する内容

日常利用の促進 ● ● 日常利用の促進と「自転車利用優遇制度の導入」の役割分担は要検討
サイクルツーリズムの普及 ● ● ● ―スポーツサイクルの普及 ● ●

自転車文化の醸成 ●
―

（多様な交通手段の連
携によりまちの魅力向
上が求められることか
ら）現：「たのしむ④
コミュニティサイクル
事業の推進」を「自転
車のまちの魅力向上」
に統合

健康増進 ● ●

シェアサイクルの普及 ● ●
「現：コミュニティサイクルの利用促進・エリア
拡大」を「シェアサイクルの利用促進・エリア拡
大」に変更（たのしむ③-3）

モビリティ連携 ●

• 「現：コミュニティサイクルの車両多様化」を
「ラストワンマイルモビリティとの連携」に変
更（たのしむ③-4）

MaaSの推進 ● ●

災害時の自転車活用 ● ―
まちづくりとの連携 ● ● ―

高齢化・車社会への対応 ● ● 「高齢者向け」の新たな自転車車両の普及研究を検討（はしる③-4）安全性の高い新たな車両 ● ●

保険 ● ● 具体的な施策検討時に考慮(自転車保険はその種類が多岐にわたって存在していることから、
自転車保険の加入状況を把握できていない人もいることが課題)

自転車の再利用 ● 具体的な施策検討時に考慮（再生自転車として開発途上国へ譲与することで国際貢献を
果たしている。）

広報・情報発信 ● 具体的な施策検討時に考慮（民間企業のSNSアカウントと相互連携するなど、官民連携
による企画を検討）

体制の構築 ● ―
withコロナでの自転車利用 ● ● 具体的な施策検討の際に留意

４－２．施策体系の修正方針

13

■施策体系の修正方針



５． 新たな施策体系の検討

• 協議会意見及び自転車活用推進法等を踏まえた修正案を以下に示す。

■施策体系の追加・削除・修正案

現 新

柱 事業 方策 事業 方策

た
の
し
む

①自転車レース・
イベントの開催

①-1国際的サイクルレースの開催 ①自転車レース・
イベントの開催

①-1国際的サイクルレースの開催

①-2市民サイクルイベントの開催・支援 ①-2市民サイクルイベントの開催・支援

②サイクリング
コースの環境整備

②-1レクリエーションルートの整備

②サイクリング
コースの環境整備

②-1レクリエーションルートの整備
②-2サイクリングマップの作成

②-2サイクリングマップの作成
②-3 サイクルツーリズムの推進・支援
【関連テーマ：日常利用の促進／サイクルツーリズムの普及／ス
ポーツサイクルの普及】

③自転車のまちの
魅力向上

③-1自転車のまちの情報発信（ホームページ、
ＳＮＳ等の活用）、官民連携による企画検討
（SNS活用）

③自転車のまちの
魅力向上
【現計画③④を統
合】

③-1自転車のまちの情報発信（ホームページ、ＳＮＳ等の活用）、
官民連携による企画検討（SNS活用）

③-2サイクルパークの設置 ③-2サイクルパークの設置

④コミュニティサ
イクル事業の推進
を統合

④-1コミュニティサイクルの利用促進・エリ
ア拡大

③-3 シェアサイクルの利用促進・エリア拡大
【関連テーマ：シェアサイクルの普及】

③-4 ラストワンマイルモビリティとの連携
【関連テーマ：モビリティ連携／MaaSの推進】

④-2コミュニティサイクルの車両多様化 ③-5  生活サービスとの連携による自転車利用促進
【関連テーマ：MaaS・新たなモビリティ推進】

赤字：新規追加箇所 青字：削除箇所 緑字：修正箇所
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５． 新たな施策体系の検討

• 協議会意見及び自転車活用推進法等を踏まえた修正案を以下に示す。

■施策体系の追加・削除・修正案

現 新

柱 事業 方策 事業 方策

ま
も
る

①交通安全教育の
推進

①-1幅広い世代への交通安全教室の実施
①交通安全教育の
推進

①-1幅広い世代への交通安全教室の実施

①-2 交通安全教室の実施 ①-2 交通安全教室の実施

①-3子ども自転車運転免許制度 ①-3子ども自転車運転免許制度

②正しい自転車利
用の啓発

②-1ルール・マナーの意識啓発のためのサイン
設置

②正しい自転車利
用の啓発

②-1ルール・マナーの意識啓発のためのサイン設置

②-2自転車保険加入、ヘルメット着用、自転車
整備の周知・普及促進（保険）

②-2自転車保険加入、ヘルメット着用、自転車整備の周知・普及促
進（保険）

②-3自転車安全利用の人材育成 ②-3自転車安全利用の人材育成

②-4自転車安全利用に関する広報・啓発 ②-4自転車安全利用に関する広報・啓発

③ 災害時における
自転車利用・啓発

③-1 災害時における自転車利用の推進
【関連テーマ：災害時の自転車活用】

③-2 災害時における自転車利用に関する広報・啓発
【関連テーマ：災害時の自転車活用】

赤字：新規追加箇所 青字：削除箇所 緑字：修正箇所
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５． 新たな施策体系の検討

• 協議会意見及び自転車活用推進法等を踏まえた修正案を以下に示す。

■施策体系の追加・削除・修正案
現 新

柱 事業 方策 事業 方策

は
し
る

①自転車通行環境
の整備

①-1 自転車ネットワーク路線の整備

①自転車通行環境
の整備

①-1 自転車ネットワーク路線の整備
①-2 交差点等危険箇所の重点的な改善 ①-2 交差点等危険箇所の重点的な改善

①-3 路上駐停車対策
【関連テーマ：高齢化・車社会への対応】
①-4 自転車や歩行者等が利用しやすい空間創出
【関連テーマ：まちづくりとの連携】
①-5 自転車ネットワーク路線における無電柱化
【関連テーマ：まちづくりとの連携】

②公共交通機関と
の連携

②-1交通結節点の環境整備
②公共交通機関と
の連携

②-1交通結節点の環境整備

②-2 バスとの連携強化
【関連テーマ：モビリティ連携】

③自転車利用の促
進

③-1サイクルサポート施設の認定・設置

③自転車利用の促
進

③-1サイクルサポート施設の認定・設置

③-2電動アシスト付自転車等の利用啓発 ③-2電動アシスト付自転車等の利用啓発

③-3自転車利用促進事業者認定制度の導入 ③-3自転車利用促進事業者認定制度の導入

③-4自転車利用優遇制度の導入 （③-4自転車利用優遇制度の導入）
【利用優遇制度の視点は他の方策の中で位置づけていくことを検討】

③-4 新たな自転車車両の普及・研究 ③-4 高齢者向け等の新たな自転車車両の普及・研究
【関連テーマ：高齢化・車社会への対応／安全性の高い新たな車両】

赤字：新規追加箇所 青字：削除箇所 緑字：修正箇所
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５． 新たな施策体系の検討

• 協議会意見及び自転車活用推進法等を踏まえた修正案を以下に示す。

■施策体系の追加・削除・修正案

現 新

柱 事業 方策 事業 方策

と
め
る

①駐輪場の利便性
向上（利用しやす
さ）

①-1駐輪場の適正配置の推進

①駐輪場の利便性
向上（利用しやす
さ）

①-1駐輪場の適正配置の推進

①-2民間事業者による駐輪場整備の支援 ①-2民間事業者による駐輪場整備の支援

①-3駐輪需要を生じさせる施設等の整備に併せ
た、駐輪場の整備促進 ①-3駐輪需要を生じさせる施設等の整備に併せた、駐輪場の整備促進

①-4駐輪優遇制度の導入 ①-4駐輪優遇制度の導入

①-5駐輪場の情報発信の充実 ①-5駐輪場の情報発信の充実

①-6利用者サービスの充実 ①-6利用者サービスの充実

①-7 民地を活用した駐輪スペースの創出支援
【関連テーマ：まちづくりとの連携】

②放置自転車の解
消

②-1放置自転車対策（指導・撤去・啓発）の
強化 ②放置自転車の解

消

②-1放置自転車対策（指導・撤去・啓発）の強化

②-2放置自転車の活用 ②-2放置自転車の活用

赤字：新規追加箇所 青字：削除箇所 緑字：修正箇所
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ラストワンマイルモビリティとの連携

６．新たな施策体系案

18

更新・修正追加

テーマを設けたサイクル
ツーリズムの開催

方策のイメージ

ICT活用によるMaaS
等を含めた交通シス
テムの高度化検討

災害時における自転車
の活用

方策のイメージ

災害時対応のために配
備されている自転車

自転車専用通行帯に
おける時間帯別駐停
車禁止対策等の実施

道路空間再編に向け
たモデル事業

無電柱化と合わせた
自転車通行空間の整
備

バス停付近の駐輪場
整備

公共用地・民地等へ
のサイクルポートの
設置

サイクルパークの設置



たのしむ／③-5 生活サービスとの連携による自転車利用促進

ICT活用によるMaaS等を含めた交通システムの高度化検討

公共交通利用者により便利なサービスを提供するため、最先端の ICT 
やMaaS の考え方を活用し、地域や個人にカスタマイズした交通・観
光情報の提供や、地域の交通情報を組み込んだ公共交通情報システム
の運用、 多様な交通情報を集約・発信する 情報センターの整備等を
検討する。

●MaaSの考え方

出典：さいたま市地域公共交計画（素案）

【参考：具体的な方策のイメージ】
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たのしむ／②-3 サイクルツーリズムの推進・支援

テーマを設けたサイクルツーリズムの開催

南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会が中心で行われたモニ
ターツアーを実施する。クロスバイク・グローブ・ヘルメットの貸し
出しも行い、出発前に操作方法や安全な乗車方法のレクチャーを行う。
健康をテーマにしたツアーで、心拍数や血圧、肌温度のチェック、準
備運動後に南房総の田園をサイクリングする。

●クラブハウスのレンタサイクル

出典：Cyclist Web（2018.3.19）



まもる／③-2 災害時における自転車利用に関する広報・啓発

災害時における自転車の活用

大規模災害発生時に備えて、「自転車を活用した災害復旧」の観点か
ら「被害状況の把握」や「救出部隊」等について関係団体等の意見を
参考にし、調査・研究を行っている。
「津波浸水エリアにおける自転車を利用した避難」について、「徳島
県国土強靱化地域計画」に位置付ける（ 令和元年11月） とともに、
「帰宅困難者対策」等と合わせ関係団体等の意見を参考にしながら、
調査・研究を行っている。

●災害時における自転車の活用例

出典：徳島県自転車活用推進計画～とくしまSDGsサイクル推進計画～ （2019.3）

【参考：具体的な方策のイメージ】
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まもる／③-1 災害時における自転車利用の推進

災害時対応のために配備されている自転車

千葉市では、東日本大震災により液状化の被害があった美浜区内にお
ける災害復旧対応において、車に比べ駐車スペースが小さく小回りが
利く自転車は、災害復旧対策において現場を巡る市職員にとって非常
に有効な移動手段であった。そのため、災害時の職員の現場等への移
動手段として、千葉市では土木事務所等に自転車の配備を行っている。

●各土木事務所に配備されている自転車及び自転車用ヘルメット

出典：千葉市自転車を活用したまちづくり推進計画（2018.3）



はしる／①-4 自転車や歩行者等が利用しやすい空間創出

道路空間再編に向けたモデル事業

「都市基盤整備事業との連携、周辺環境との調和や景観への配慮」や
「歩行者、自転車の総合的な安全対策」等の課題解決に向け、モデル
整備事業を実施している。

●御堂筋の道路空間再編に向けたモデル整備

出典：大阪市自転車活用推進計画（2019.3）

【参考：具体的な方策のイメージ】
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はしる／①-3 路上駐停車対策

自転車専用通行帯における時間帯別駐停車禁止対策等の実施（文京区、堺市）

自転車専用通行帯の整備区間において、時間帯指定の駐停車禁止対策
等を実施している。

●通勤通学の時間帯を指定して駐停車禁止規制を実施した事例（東京都文京区）

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（H28.7、国土交通省・警察庁）



はしる／②-2 バスとの連携強化

バス停付近の駐輪場整備

現状の自転車利用実態を踏まえ、設置必要箇所を把握する（特に、鉄
道駅がなく、バスが主な交通手段となっている西区、南区の国道8号
沿いのバス停について検討する）。
バス停付近の駐輪場の整備優先度の検討（調査結果を踏まえ、必要性
や予算などから総合的に整備の優先度を設定し、優先度の高いものか
ら整備を推進する）。

●バス停付近の駐輪場整備イメージ

出典：新潟市自転車利用環境計画（2019.3）

【参考：具体的な方策のイメージ】
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はしる／①-5 自転車ネットワーク路線における無電柱化

無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備

無電柱化事業に合わせて自転車通行空間の確保が可能な場合は、自転
車通行空間の整備に取り組んでいくこととしている。

●自転車通行空間の整備事例（墨田区業平、浅草通り）

出典：東京都自転車活用推進計画（2019.3）



【参考：具体的な方策のイメージ】
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とめる／①-7 民地を活用した駐輪スペースの創出支援

公共用地・民地等へのサイクルポートの設置

シェアサイクルのポートの高密度化等を図るため、路上や公共用地、
コンビニ等の民有地へのサイクルポートの設置について、関係者と連
携し検討されている。

●公開空地へのサイクルポートの設置例（神奈川県横浜市）



７．計画の柱の組合せの検討

24

• 自転車関連イベントの開催、レクリエーションルートやサインの充実に
よるサイクリング環境の改善、シェアサイクルによる市内周遊や街なか
での買い物など、自転車を活用して余暇を充実させる取組

• 自転車利用ルール・マナーや、定期的な点検・保険加入の周知・啓発
など、自転車の正しい利用の仕方を身に付けてもらうための取組

• 自転車道・自転車レーンの整備、交差点の安全対策など、自転車通
行環境の確保や、快適な自転車利用を推進するための取組

• 駐輪場整備、放置自転車対策、民間との連携強化など、駐輪環境を
充実させる取組

• 自転車を活用したまちづくりとして、「たのしむ」、「まもる」、「はしる」、「とめる」の４つの施策を柱として、これら施策を総合
的に進めていく。

• また、それぞれの柱の施策を組み合わせて実施することで、一体的な利用環境構築を目指す。

計画の柱 計画の柱の組合せイメージ

たのしむ

はしる とめる

まもる

• 自転車通行空間と一体的に駐
輪場・サイクルポートを整備
し、一体的な利用環境を構築

• 自転車通行空間
の整備や、看板
等のルート案内
により、サイク
リング、観光周
遊の自転車利用
環境を構築

• 駐輪場を整備し、
放置自転車等、
ルールが守りや
すい環境を構築

• 駐輪場でポス
ター等による
ルール周知

• 自転車通行空間を整備し、
左側通行等、ルールが守
りやすい環境を構築

• 自転車通行空間で看板等
によるルール周知

• 駐輪場・サイクルポー
トを整備し、サイクリ
ング、観光周遊の自転
車利用環境を構築

• サイクリング、観光周遊、の
自転車利用者にマップや利用
案内を通じたルール周知



サイクリングルート上の矢羽根の整備（つくば霞ヶ浦りんりんロード）

つくば霞ヶ浦りんりんロードは、旧筑波鉄道の廃線敷と霞ヶ浦を周回
する湖岸道路を合わせた全⾧約１８０ｋｍのサイクリングコースであ
る。水郷地域や豊かな自然や風景、歴史的・文化的資産など様々な地
域の魅力を楽しむことができ、令和元年11月には国土交通省よりナ
ショナルサイクリングルート指定を受けた。

●サイクリングルートの通行環境整備

出典：つくば霞ヶ浦りんりんロード （2020.12.15）

【参考：計画の組合せに対応する方策のイメージ】
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複数のルートをマップ付きで確認できるアプリの提供（滋賀県）

滋賀県が提供するサイクリング専用アプリ『BIWAICHI Cycling Navi
（ビワイチ サイクリングナビ）』は、ビワイチ用のコースと各エリ
アごとのサイクリングコースを見て、実際にナビゲーションすること
ができる。

●アプリ上で表示されるルートマップ

出典：Ready for BIWAICHI ビワイチ守山（2020.12.15）

たのしむ はしる • 自転車通行空間の整備や、看板等のルート案内により、サイクリング、観光周遊の自転車利用環境を構築



外国人観光客を対象とした自転車マナー啓発冊子の配布（京都市）

外国人観光客を対象とした自転車マナー啓発冊子の配布を行った。外
国人観光客が急増する中、自転車利用のトラブルが目立ってきていた
ためであり、英語で自転車利用のマナーを紹介している。自転車レン
タルステーションや公共施設、商店街などに配置された。

●自転車マナー啓発冊子

出典：サイクルスポーツ.jp（2020.12.15）

【参考：計画の組合せに対応する方策のイメージ】
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デンマーク式・自転車ゲーム（東京・杉並区）

遊びを通じて、幼いころから「正しい乗り方」を身に付け、環境に優
しく健康にも良い乗り物である自転車を好きになり、将来にわたって
上手に利用してもらうための取り組みである。主に未就学児や小学生
を対象としている。

●デンマーク式・自転車ゲーム実施の様子

出典：BiCYCLE CLUB（2020.12.15）

たのしむ まもる • サイクリング、観光周遊、の自転車利用者にマップや利用案内を通じたルール周知



サイクリストのための休憩施設「自転車の駅」の設置（静岡市）

｢自転車の駅｣とは自転車の利用ルールやマナーの啓発等を行う「静岡
市自転車サポーター」に静岡市から認定された企業が設置したサイク
リストのための休憩施設のことである。

●「自転車の駅」（NEOPASA 静岡（上り））施設概要

出典：NEXCO中日本（2020.12.15）

【参考：計画の組合せに対応する方策のイメージ】
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サイクリングルートのゲートウェイ（駅直結型交流拠点）（土浦市）

プレイアトレ土浦は、日本最大級の体験型サイクリングリゾートであ
り、中にはつくば霞ヶ浦りんりんロードの筑波エリアと霞ヶ浦エリア
を結ぶハブステーション的な存在の『りんりんスクエア土浦』をはじ
め、サイクルスタンド完備のサイクルカフェやサイクリスト向けロッ
カールーム、更衣室やシャワールームが用意されている。

●プレイアトレ土浦内の様子

出典：観光いばらき（2020.12.15）

たのしむ とめる • 駐輪場・サイクルポートを整備し、サイクリング、観光周遊の自転車利用環境を構築

●「自転車の駅」（NEOPASA 静岡（上り））の様子

出典：静岡市の自転車生活情報サイト しずおかサイクルシティ（2020.12.17）



はしる

自転車レーンでの左側通行徹底の看板設置（さいたま市国道17号）

自転車通行空間を 正しく利用してもらうため、自転車の安全利用の
啓発を 目的として、「自転車は原則左側通行」等の通行ルール につ
いての看板を設置した。

●自転車通行空間啓発用看板

出典：国土交通省関東地方整備局（2020.12.15）

【参考：計画の組合せに対応する方策のイメージ】
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自転車レーン右側への路上駐車帯整備（東京・文京区）

文京区内を南北に貫く白山通り（都道301号白山祝田田町線）の一部
などでは、車道の左端に設けられるパーキングチケット方式の路上駐
車帯が、やや右側に設置され、そのあいだに青い舗装の自転車レーン
が連続的に整備されている。

●路上駐車帯が自転車レーンの右側に移設された区間の様子

出典：乗りものニュース（2020.12.15）

• 自転車通行空間を整備し、左側通行等、ルールが守りやすい環境を構築
• 自転車通行空間で看板等によるルール周知

まもる



はしる

自転車道と駐輪場の一体的な整備（北九州市）

自転車道と駐輪場の整備を一体的に実施することで、自転車が歩行者
と錯綜せずに駐輪位置にアクセスできる。

●自転車道と一体的に整備された駐輪場の例（北九州市）

【参考：計画の組合せに対応する方策のイメージ】

自転車ネットワークとサイクルポートを一体的に整備（金沢市）

金沢市では、自転車ネットワークの整備とサイクルポートの設置を一
体的に実施することで、自転車利用促進に取組んでいる。

●金沢市内の自転車通行空間整備状況（R2.3時点）

出典：国土交通省北陸地方整備局（2020.12.15）

• 自転車通行空間と一体的に駐輪場・サイクルポートを整備し、一体的な利用環境を構築とめる
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●金沢市内のサイクルポート（R2.12時点）

出典：まちのりホームページ



まもる

駐輪場を設置できないところに駐輪場を設置（移動式ラック）（八王子市）

駐輪場を設置できないところに駐輪場を設置するため、サインラック
を設置している。導入後、イベントのない日には各店舗の方々がサイ
ンラックを歩道に固定し、利用者が駐輪している。

●移動式ラック設置の様子

【参考：計画の組合せに対応する方策のイメージ】
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ウーバーイーツ配達員への交通安全講習（仙台市）

新型コロナウイルスの影響で需要が高まっている「ウーバーイーツ」
の配達員に向けて、宮城県警などが交通事故防止のための講習会を開
催した。

●講習会の様子

出典：FNNプライムオンライン（2020.12.15）

• 駐輪場を整備し、放置自転車等、ルールが守りやすい環境を構築
• 駐輪場でポスター等によるルール周知とめる

出典：ビシクレット（2020.12.15）



８．テーマ別の分科会等設置の検討
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• 「さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～」に記載された個別方策を効果的に実施するため、市民・事業者・
行政が連携する「協議会※」を設置している。

• 上記とは別に、
① 複数の柱・事業・方策を一体的に推進し、
② 特に詳細に調査、検討及び協議を行う必要があると認められる場合
は、テーマ別の分科会等を置くことを検討する。

※協議会は、個別方策の事業展開や実施状況の確認、最新の自転車施策の情報共有、関係事業者の実施事業の発信などを行う場であり、併せて、事業推
進のために必要な事項を協議するもの

キーワード

 サイクルパーク
 健康増進
 教育 など

分科会の設置イメージ

自転車文化醸成 通勤・通学利用促進 安全・安心な利用環境創出

参加主体

 学識経験者
 自転車振興団体
 スポーツ団体
 市民活動団体

 行政機関（教育、
広報関連部局
等） など

キーワード

 通勤・通学利用
 自転車利用優遇
 健康増進 など

参加主体

 学識経験者
 自転車振興団体
 市民活動団体
 学校関係者

 公共交通事業者
 行政機関（教育、

交通関連部局
等） など

キーワード

 自転車走行空間の創出
 交通安全・マナー教室
 新たな車両の普及・研究 など

参加主体

 学識経験者
 自転車振興団体
 市民活動団体
 警察

 行政機関（土木、
都市、広報関連
部局等） など


