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午後１時00分 開会 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

次第１～２省略 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

次第３ 議題（１） 

○岡村会長 それでは、次第に従いまして、進めてまいります。「３議題 (1)平成28年度の取り

組み状況」について、説明をお願いします。 

（１）平成28年度の取り組み状況について説明【省略】 

○岡村会長 一通り御説明いただきましたが、何か御質問などいただければと思います。いかがで

しょう。 

○澤田委員 澤田と申します。５ページ目の平成28年度の取り組みに藤沢石川線とあるのですが、

これは私がいつも利用する駅のところでされている工事です。29年度も継続工事ということです

が、最終的にどのぐらいの時期に終わる予定なのでしょうか。駅の周辺に家がたくさんあるので、

かなり長くなるのではないかと思いますが、今後の予定を教えていただけたらと思います。 

 もう１点は、私は善行駅も近いのですが、善行駅西口の自転車駐輪場について、19日か20日か

ら善行市民センターなどで先着順の申し込みがあったと思うのですが、善行は自転車を置く場所

が全くなく、善行の人が本町まで行くという話をたくさん聞いていますので、殺到したのではな

いかと思ったのです。先着順が果たしてよいものかと思いますが、朝早く並んだ人もいたのでは

ないかと思います。その申し込みがどのくらい来ているのか、詳しくお分かりでしたら教えてい

ただきたいと思います。 

○事務局（西山） 道路整備課のほうで答えます。藤沢石川線の整備目標ですが、今、こちらに書

いている継続事業については、バイパスの下を横断するトンネル工事が、今年度と来年度の継続

になっています。全体的にはどうかというところなのですが、今、その道路の下に駐輪場整備の

予定を考えていたのですが、その辺、周辺でとれる可能性が出てきましたので、その辺の見直し

をする中で、全体の工程を見直していく形になりまして、正直、今の時点で何年度に終わるとい

うところについては、まだ公的には言えていない状況です。 

○事務局（近藤） 続きまして、善行駅西口の駐輪場の申し込みの状況なのですが、この３連休か

ら申し込みを受けまして、正確な数字は覚えていないのですが、自転車もバイクも約10台近く既

に定期の申し込みがあったと聞いています。 

○澤田委員 住民の人に、善行駅で今度新しく駐輪場ができるという話をしましたら、広報ふじさ

わには結構載っていたのですが知らない人が多く、聞いてみましたら、これに屋根をつけてくれ

たら最高だねという話を何人かに聞きましたので、小さいお子さんがいる人は雨のときは更に利

用しやすいのではないかと思います。それは住民の要望ですので、お伝えします。 

○圷委員 圷と申します。湘南台に住んでおります。土棚石川線の近くで、矢羽根が引いてあるの

を見ました。車を運転しているときに気にして見ているのですが、車を運転していても、自転車

に乗っていても、どっちにしても、ちょっと怖いなというのは感じました。自歩道が結構広いの

で、自転車の方はほとんど自歩道を通っています。小さいお子さんとか、高齢の方ではなく、若

いお母さんも普通に自歩道を通っています。お聞きしたいのは、その後どちらかに延長されるこ

とが決まっているのか、また、将来的にどこまでがネットワークでつながれるのか教えてくださ
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い。 

○事務局（北村） 道路整備課からお答えします。土棚石川線については、中短期で取り組む路線

以外のその他の路線として、平成28年度、今年度から取り組みを進めている路線の１つ目の路線

になりまして、当面は今回施工した箇所まで行います。それ以降は市内の別の、先ほどお示しし

たその他の路線があるのですが、ここ以外のところを順次整備していくことになりますので、土

棚石川線につきましては、今回の範囲での施工となります。 

○岡村会長 進捗状況ということでございます。次に、今後の話もありますので、またこちらに戻

って御質問いただいても結構ですので、よろしくお願いします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

次第３ 議題（２） 

○岡村会長 それでは、「３議題 (2)平成29年度実施予定施策」について、御説明をお願いしま

す。 

（２）平成29年度の実施予定施策について説明【省略】 

○岡村会長 来年度の話ですが、先ほどの今年度の部分も含めまして、何か御質問、御意見がござ

いましたらよろしくお願いします。 

 特によろしいですか。先ほど御意見もいただきましたが、矢羽根を引いたけど、皆さん使って

いらっしゃるのかなとか、使っていらっしゃらないといったときに、これは啓発をしていかなけ

ればいけない話か、それとも一歩戻って、本当にそれでいいのかなというような反省もしながら、

いろいろなことを多分していくと思います。そういうことも含めていろいろやっていらっしゃる

と思いますので、次回のときはぜひそういう話も御報告いただけるとよいかと思います。なかな

か数字で出せないかもしれませんが、地域の人からこのような意見が集まってきましたとかとい

うのでも結構ですので、そのあたりは引き続きお願いできればと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

次第３ 議題（３） 

○岡村会長 それでは、「３議題 (3)サイクルアンドバスライド施策の効果」について、御説明

をお願いします。 

（３）サイクルアンドバスライド施策の効果について説明【省略】 

○岡村会長 それでは、何か御質問や追加情報などがございましたらお願いします。 

 これぐらいの規模で、通常のバス停のところにこういう施設があるというのは、どこにでもあ

るものではなくて、全国的に見ると比較的先進的かと思います。神奈川中央交通のエリアだとま

たほかに幾つかはあると私も承知しています。当たり前のように思っていますが、結構すごいこ

とだよというのは一言言っておきます。 

 いかがでしょうか。よろしいですか。 

 これで１日数名でもバスに乗るとか車が減れば、これが365日になるとなかなかの数にもなっ

てまいりますので、こういうことで、車を減らすことができればよいのかと思いました。 

特によろしいですか。どうもありがとうございます。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

次第３ 議題（４） 
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○岡村会長 それでは、「３議題 (4)レンタサイクル(コミュニティサイクル)」について、これ

はいろいろ御意見をいただきたいということです。何でも結構ですので、いろいろ御発言をいた

だきたいと思います。まずは説明をお願いします。 

（４）レンタサイクル（コミュニティサイクル）について説明【省略】 

○岡村会長 ありがとうございました。なかなかイメージがわかない方もいらっしゃるかもしれま

せんが、率直に感想や質問を含めていただけるとよいかと思います。いかがでしょうか。 

○澤田委員 私は、やっと来たなという感じで聞いていました。推進連絡協議会の委員に応募した

目的の1つでしたので、これまでは、応募した内容と異なったかなと恥ずかしく思っていました。

レンタサイクルは、日本人だけを対象とするものではありません。江の島は、これからオリンピ

ックが開かれるので、外国の方がたくさんいらっしゃいます。世界でレンタサイクルを導入して

いるところはたくさんあり、旅行者が利用して、好きなところを回るというのを、フランスなど、

いろいろなところでやっています。 

 私は困った趣味がありまして、お金もないのに海外旅行が好きなのですね。それでよくいろい

ろなところに行くのですが、昨年10月に行った北欧のコペンハーゲンとか、ノルウェー、スウェ

ーデンにもレンタサイクルがありまして、時期的に寒かったので自転車は見られなかったのです

が、コペンハーゲンは電動自転車のレンタルが可能なのですね。それで、料金もすごく安いです。

北欧は税金がとても高いのですけれども、自転車はすごくコストを抑えて、旅行者が行ってもク

レジットを使うことができます。せっかくいいレンタサイクルが発案されましたので、私は、オ

リンピックを目指して外人の方がいらしても、自由に日本のいいところを知っていただきたいと

思います。先ほどお話がありましたが、江の島だけだったら本当にちょっとで終わってしまいま

すので、鎌倉のいいところとか、横須賀のいいところを自由に行ってほしいと思っています。 

 パリは高級レンタルサイクルがあるので、調べてきたものを読ませていただきます。 

365日24時間貸し出し可能な公共レンタルサイクル。返却自由。市内各所に300メーターごとに

約1,800カ所の駐輪場があります。値段もとても安くて、１日24時間で1.7ユーロ、７日間で８ユ

ーロのですので、1,000円とか、そのぐらいだと思うのですが、これもクレジットカードのみで

使えます。レンタル料が30分以内の利用は無料ということですので、30分以内ですと、無料で利

用できてしまうということらしいのです。ですので、１日１ユーロぐらいでうまい方は回れると

いうことなのです。パリとか、オランダは行ったことがないのですが、オランダもレンタルサイ

クルがすごく盛んです。うちの息子がパリに住んでいますので、今日聞きましたら、前は自転車

を通学に使っていたのですが、パリでは使ったことがないと言われたのです。なぜかと聞いてみ

たら、運転がすごく荒くて、怖いというのと、あと、道路が真っ直ぐな道路というより、石畳式

というのですか、それでちょっと怖いと言うのです。世界はレンタルサイクルが身近に感じられ

ますので、藤沢だけではなく、大きな視野で、こういうよいレンタルサイクルを外国の方がたく

さん来ても自由に使えるようになればよいと思います。車ですと国際免許が必要ですので。 

 もう１つ、日本は電動自転車が最高にすばらしいというのがありますので、電動自転車をレン

タルサイクルにすれば、外国の人が日本に来たときに、日本の電動自転車はすごいと口コミでど

んどん広がっていくと思います。ウォシュレットみたく、電動自転車は日本の文化だと思うぐら

いにすばらしい宣伝効果があるのではないかと思います。話は飛躍してしまいますが、私はその

ぐらいの大きな夢で、レンタルサイクルを取り組んでいただきたいと思います。 
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○岡村会長 ありがとうございます。関係してでも、ほかでもいいですが、何かございますか。 

○千葉委員 まずお聞きしたいのが、どういう方を対象としてこれをやられるのかということで

す。観光に来られた方を対象にやろうとしているのか、それとも普通の市民の方をイメージされ

ているのか。あともう１点、ここのコミュニティサイクルとレンタサイクルの違いが、サイクル

ポートの数で分けているのか、そこが分からないところがあって。横浜とかでも乗り降り自由な

形をやっていて、評判だという話をよく聞いていますが、あれは観光客の方をメインとしてやら

れているのではないかと思うのですね。たまたま絵を見させていただくと、公共施設が入ってく

るとか、例えば観光施設間を、先ほど言われたように、江の島と鎌倉をそういう自転車で行くと

か、そういうことでいろいろなことがあることはいいと思うのですが、まず、誰が対象で、そこ

でレンタサイクルとコミュニティサイクルの違いが分からないのです。私的には、横浜でかなり

成功されているような話を聞いています。先ほど言ったように、電動自転車を借りた場所ではな

い場所に返して、いろいろな形で回遊できるというのはすごくいいと思います。そういうことで、

先ほどの件についてお聞きしたいと思います。 

○事務局（小泉） 今回、御意見をいただきたいということで、仕組みのほうは後でお話しすると

しまして、対象としては、どういう仕組みを使っていくのか、あるいは何を目的としていくのか

ということで対象は変わってくると思うのですが、コミュニティサイクルにしても、レンタサイ

クルにしても、１つの事業になりますので、行政が一部負担するにしても、民間がやるにしても、

利用の料金で成り立つ事業の採算性というところでは必要になってきます。当然、観光客相手で

あれば、土日、休みなどの観光シーズンになってきますので、対象としては、常時、ウィークデ

ーも週末も使えるようなエリアとか、広域的な中でしていくのが本当は望ましいところです。こ

の場で御意見をいただいて、例えば鎌倉市と茅ヶ崎市、藤沢市と３市でやるのであれば、広域的

なものと、面的な広がりが望ましいというところでは、コミュニティサイクルというお話をしま

したが、そうであれば、ポートもそれだけたくさん設けることもできますので、コミュニティサ

イクルがいいのではないですかと、それに対してどういう課題や問題点がありますというような

御意見もまたいただければと思っております。今この場で藤沢市が誰を対象にやっていくという

ところは、まだ決まったものはプランはできていないものですから、そこもどういうエリア、誰

を対象にしていく、どういう事業主体がやっていくというところは、こういう御意見をいただき

ながら、導入する、しないを含めまして、今後、検討の材料にしていきたいと考えています。 

○千葉委員 先ほどお聞きしたのは、例えば藤沢市民の方を対象にするのであれば、藤沢市は公共

交通はなかなか発達していると思っていまして、また、皆さんが自転車を持たれているという感

覚を持っています。今よくカーシェアリングがありますが、あれは自動車を持たない人たちがそ

のような形でやると思うのですが、どちらかというと、自転車は個人の方が持たれていることに

なりますので、市民の方が実際いろいろなところで乗り降りをされるのかどうかというのは、ど

ちらかというと、自分の発想ですが、持っている自転車があればそれで動くのかというところが

あります。したがって、藤沢市は観光が発達していて、外国人もいっぱい来られていますので、

対象がそういう方たちに対しての観光のイメージからのアプローチをされていて、それでいろい

ろなところで乗り捨てできるような形をやれば、そういうお金とかもとれるのではないかと思う

のですが、市民の方が実際お金を出して、このような形での利用をするのかとなると、まずはそ

この対象が必要ではないかというのが、あくまでも個人的な意見です。 
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○澤田委員 私も千葉委員の意見に賛成です。レンタサイクルと言ったから、私は確実に観光者を

対象にと思ったのですね。と申しますのは、湘南マラソンのお手伝いがありまして、うちのほう

は、善行とか大越地区なのですが、皆さん自転車で行って、それでボランティアをするのです。

ですので、わざわざ小田急に乗りかえて、自転車を借りて、そこら辺に行くということは、考え

てもそんなにはないと思いますので、私はレンタサイクルだったら、観光の人にしていただいた

ほうがいいのではないかと思います。あと横浜で成功したというのは、私はそんなにたくさんは

見ていないのですが、ＭＭ（みなとみらい）のところに貸し出しの自転車があったのです。それ

は古い自転車で、乗り捨てられた自転車をきれいにして貸すというので、それも観光の人が借り

て、１時間幾らとか、とても安く貸していましたので、やはりレンタサイクルを住民にするとい

うのは、ちょっと発想的に、こういう言い方をしたら変ですが、お役所だなという感じがしまし

た。もうちょっと夢があるような、観光の人のためとか、外国人のためとか、そういうことも考

えていただけたらいいなと私は思います。 

○三上委員 利用者の考え方なのですが、よく成功事例で、ＭＭや川越市が言われます。そこの内

容を見てみると、例えば川越だと観光がもてはやされているところなのですが、そこで内容を見

ると、平日の利用として市役所に行く、駅と市役所をつなぐ、そういった機能を持って利用され

ている面もあるということと、あと、業務です。ＭＭだといろいろな会社もありますので、そう

いった業務利用も前提にしているという複合的な利用がされているケースが１つあって、その辺

がある程度持続性がありそうだなというところが見えてきたのかという気もするのです。レンタ

サイクルとしての部分で捉える、コミュニティサイクルでもいいのですが、藤沢の江の島という

捉え方をすると、委員おっしゃるとおり、観光という面が非常に要素が高くて、逆にそれ以外の

利用はなかなかないのかと思っています。いろいろな発想というのでしょうか、観光、又はそれ

以外の使い方がないのか、そういったものも探っていかないと、今の世の中のコミュニティサイ

クルの事例を見ても、なかなか持続性がないものも実はあるということと、かなりの高額な負担

を自治体がして、継続しているというケースもありますので、その辺も含めて、皆さん、自転車

政策、日々の自転車利用を含めても、何らかの発想等をいただければ非常に参考になるなと思っ

ております。 

○小堤委員 藤沢警察署交通課の小堤と申します。今後の検討材料の１つにしていただきたいので

すが、外国人観光客の利用を考えた上でのことなのですが、この方たちに自転車に乗っていただ

くのは結構ですが、日本の道路交通法を理解していただかないと、後々に大変なことになるかな

と思いまして、交通事故が発生した場合、加害者になる場合もあれば、被害者になる場合もあり

ますので、その辺をひとつ検討していただきたいと思います。 

○杉山委員 杉山です。先ほどから澤田委員、千葉委員、三上委員、小堤委員の御意見を聞かせて

いただいて、非常に参考になったのですが、できましたら、先ほど導入した自治体もあるように

聞いておりましたが、87都市のプラスマイナスとか、中には途中でリタイアした事例があるのか、

次回でも結構ですので、お教えいただければ参考になると思います。 

 それから、いずれにしても、自転車は便利で健康的であることは非常によくわかっているわけ

ですので、これは観光客用であろうが、地元の人用であろうが、あるいはレンタサイクルでもコ

ミュニティサイクルでも結構なのですが、こういった仕組みをぜひ導入していただきたいと思い

ます。 
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 それから、費用の点ですが、アメリカではライドシェアというのですか、分担して、民間の余

っている資産を提供、自転車も含めて、公共に資するという思想があるようですが、そういった

キャンペーンもしながら、採算ベースに一遍に乗せるのは難しいとしても、民間企業のＰＲを目

的とした協賛も入れていただいて、若干自治体の負担が出ると思いますが、中長期的には活性化

とか、人口増とか、いろいろなメリットがあると思いますので、ぜひ前向きに検討していただき

たいと思います。 

 それから、レンタサイクルとコミュニティサイクル、ばらばらに検討すると非常にわかりにく

くなります。単純に言えば、レンタサイクルの発展系がコミュニティサイクルと理解してよろし

いのでしょうか。そうすると、コミュニティサイクルを検討しておけば、当面のステップとして、

レンタサイクルに近い初歩的なところを試行錯誤して、最終的にはコミュニティサイクルに持っ

ていくというような方向性もリードいただければありがたいと思います。 

○圷委員 レンタサイクルとコミュニティサイクル、私も定義がはっきりわかりづらいところなの

ですが、市をまたいで鎌倉市とか茅ヶ崎市とおっしゃられていましたが、道路は県のところが多

いですよね。車道と混在型のところ、走る道路のことばかりなのですが、まだまだ自転車を利用

しやすい道路環境はないですね。サイクリングコースもやっと大和からずっとつながっていると

ころがあるのですが、結構傷んでいて、路面が荒れているので、雑草も生え放題で、怖かったり

するのです。きちんと道路が整備されていないと、幾らポートをつくって、いい自転車を用意し

ても、日本の道路は路面がすごくきれいで、外国の道路に比べたら、砂利道みたいなアスファル

トが多いので、石畳とか、道路はすごくきれいなのですが、道交法とかが先ほど出ていたのです

が、その辺が安心して走れるところが私はイメージできないのです。観光地からでもそういうと

ころが先にやっていただけたら、そこはすごくうれしいと思いますので、対象が観光地で、こん

ないいことができたんだというのが味わえたら、その先の発展、イメージもしやすいと思います。

今、道路のことで、どこが走れるんだろうというのが全然わからない感じです。意見です。 

○岡村会長 私から、検討のお願いという感じで言います。まず１つ目、皆さんからいただいてい

るとおりで、コミュニティサイクルかレンタサイクルかというのは、市が行う事業としてはどち

らにするかですごく違うので、やはりそれは目的その他で決めていくのが、議論はしやすいのか

なという気はします。44ページにちゃんと書いてあって、「コミュニティサイクルとは」で、高

密度だということと、いつでも貸し出し、返却可能、短時間・短距離と書いてある。ここに書い

ていませんが、加えて、片道利用なんでしょうね。なので、１時間とか、そういう時間でじっく

り借りるというのであれば、わざわざこんな面倒くさいことをする必要はない。５分10分行って、

そこで返しておしまいみたいな移動がたくさんその地域の中である、至るところである、そんな

ところに人を配置できないので、そうしたら無人でやりましょう、ただし、自転車１台の値段は

10万円とか20万円するのでしょうか高いらしいです。だいぶ下がってきたらしいですが。レンタ

サイクルはおそらく借りる場所、返す場所は大体決まっているよねと。せいぜい両手で数えられ

る程度で、そこからいろいろなところに半日とか数時間借りるのだったら、多分こういう形のほ

うが何かとやりやすいのかなと。そうすると、これは普通の自転車をきちんと整備しておいて、

ただ、置き場所とか、管理の人を置かなければいけないですが、両手で数えられるぐらいの箇所

だったら、人を置いておくのは大したことないので。それから、観光だと、ピークに合わせてた

くさん自転車を用意しておいて、平日は倉庫にしまっておけばいいので、そんなお金もかからな
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いというのですね。なので、その辺でおのずと、10年後かわかりませんが、当面ということであ

ると、何となく答えが見えているのかなという感じが率直にはしています。 

 あと、利用者のことは、皆様から御意見があったとおりで、そこもぜひ御検討で、観光か観光

でないかというのはどちらかというと目的ですね。市民でも、湘南台に住まわれている方が江の

島水族館に行きたいというときは、これは観光なので、市民という、よく知っている方と、よく

知らない方が外から来られるという視点と、目的として観光か、日常にスーパーに行くみたいな

話の延長なのかというあたりは、これはぜひ整理していただきたいというところです。 

 ３番目は、御意見をいただいたとおりで、市の中で閉じるかどうかというのは、茅ヶ崎駅、辻

堂あたりで借りて、海岸に出て、江の島で返すなんていうことをぜひやってくださいだったら、

これは最初から連携をお考えいただくということでしょうかね。場合によっては、民間もレンタ

サイクル会社がおそらくたくさんあるので、民業圧迫にならないように、民間のいろいろなレン

タサイクルをやっていらっしゃる方をむしろ応援するような形もあるかもしれないので、既に調

べられているかもしれませんが、民間でどういうサービスが、もしかしたら自転車屋さんが数台

持っていて貸しているだけとか、いろいろなのがあるのではないかと想像しますので、そのあた

りを見ていただいて、これなら行けそうというのがあるといいかなと思いました。 

○澤田委員 コミュニティサイクルのことなのですが、近いところに貸し出しというのでしたら、

やはり横浜のＭＭみたく、放置自転車をきれいにして、レンタルという感じで使うことができた

ら、これはコスト面も下がりますし、利用者がとても安くできると思いますので、その利用も検

討していただけたらと思います。 

○岡村会長 ほか、いかがでしょうか。特によろしいですか。 

 基本的には夢のある話というか、楽しい話なので、ぜひ進めていきたいと思っておりますので、

次回も、もっと夢もあって、実現性のある話を聞かせていただけたらいいなと思いました。どう

もありがとうございました。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

○岡村会長 一通り、４つ議事は済んだのですが、あとは事務局から何かございますか。 

○事務局（小泉） ありがとうございました。 

 事務局から連絡いたします。次回の協議会の日程でございますが、８月の開催を予定しており

ます。会場等詳細が決まっておりませんので、決まり次第御連絡いたします。 

 また、本日の議事につきまして、お戻りになられてからお気づきになった点、御意見、御質問

等ございましたら、お受けいたしますので、都市計画課まで御連絡いただければと思います。 

 以上をもちまして、第６回ふじさわサイクルプラン推進連絡協議会を終わります。本日は、お

忙しい中、長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

 

午後２時25分 閉会 


