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1 ふじさわサイクルプラン策定の背景・目的
1-1 ふじさわサイクルプラン策定の背景 ……………………………………………………
自転車利用については、
自転車単体の機能向上や地球環境にやさしい交通手段、健康増進
などの側面からも身近な足としての利用が進んでいます。
2008年（平成20年）
には、
自転車が関係する交通事故の多発や、
自転車が無秩序に通行して
いる実態などを踏まえ、
自転車に関する道路交通法が改定されました。
さらに、東日本大震災によ
る都心部の交通が麻痺したことをきっかけに通勤などの足として見直され、
自転車利用が増して
きています。
それらに伴う形で、
自転車のマナーと交通ルールの見直しの機運が高まり、
2012年（平成24年）
11月には、
国土交通省道路局及び警察庁交通局を中心に「安全で快適な自転車利用環境創出
ガイドライン」、
「自転車等駐車場のあり方に関するガイドライン」が策定され、
自転車は
『車両』
であ
り、
車道の左側通行を基本とする自転車の利用環境づくりの統一化を進めていく動きがあります。
このようなことから、
自転車利用に関する社会動向を見据えつつ、車道の左側通行を基本とす
る、
藤沢市の自転車施策に関する総合的な計画となる
「ふじさわサイクルプラン」
を策定します。
1-2 ふじさわサイクルプラン策定の目的 ……………………………………………………
藤沢市の自転車の快適な利用環境づくりをめざしていくため、以下の4点を目的として策定
します。
●都市交通 〜都市交通の役割を担える安心・安全な環境づくり〜
藤沢市の都市交通手段の中で自転車交通は、約14%を占めています。
自転車交通が都市交
通手段の一つとしての役割を担える安心・安全な環境づくりに取り組む必要があります。
●市民生活 〜市民生活を支える身近な交通手段の環境づくり〜
自転車は、様々な目的で市民生活を支える身近な交通手段として利用されています。
また、高
齢社会の進展から、免許を返納した元気な高齢者の移動手段として自転車が担う役割も増し
てくると考えています。
このような面からも、
自転車を利用しやすい環境づくりを進めていく必要が
あります。
●健康増進 〜自転車利用による健康増進の促進〜
自転車をこぐという運動により、生活習慣病に由来する死亡率が低減するなど自転車利用と
健康増進の関連性についての研究が進められています。
自転車を利用しやすい環境づくりを進
め、
自転車利用を促進していくことで、市民の健康増進につながる効果も期待できます。
●環境 〜環境にやさしい交通手段の環境づくり〜
自転車は、二酸化炭素排出量がゼロという環境にやさしい交通手段となっています。環境面
からも自転車を利用しやすい環境づくりを進め、過度な自動車利用から自転車利用に転換する
などによる低炭素型社会の構築に向けた都市づくりにつなげていく必要があります。
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2 ふじさわサイクルプランの役割と位置付け
2-1 ふじさわサイクルプランは、
「 藤沢市交通マスタープラン」の自転車交通に関する
分野別計画として、概ね2030年（平成42年）
を見据えた自転車施策の方向性を示
しています。
2-2 ふじさわサイクルプランは、藤沢市の自転車施策を総合的に展開していくうえで、
基本的な指針となるものです。
2-3 ふじさわサイクルプランは、藤沢市交通マスタープランとの整合・連携を図りなが
ら、自転車施策を展開していきます。

広域的計画
○かながわグランドデザイン
○かながわ交通計画
○かながわのみちづくり計画
など

整備、開発
及び保全の方針

法定都市計画
○ 市 街 化 区域・調整区域の
区域区分
○地域地区
○都市施設
○ 市 街 地 開発事業及び
促進区域
○地区計画
など

藤沢市都市マスタープラン
（都市計画に関する基本的な方針）

○藤沢市市政運営の
総 合 指 針 2016
○藤沢市環境基本計画
○藤沢市健康増進計画
○藤沢市観光振興計画
○藤沢市地域防災計画
など

分野別計画

藤沢市交通マスタープラン
（交通施策に関する基本的な方針）

○緑の基本計画
○景観計画
○西北部総合整備
マスタープラン
など

自転車に関する部門別計画

○ふじさわサイクルプラン
ふじさわサイクルプランの位置付け
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3 ふじさわサイクルプランの構成
ふじさわサイクルプランは、以下の構成とします。
第1章 はじめに
1 ふじさわサイクルプラン策定の背景・目的
2 ふじさわサイクルプランの役割と位置付け
3 ふじさわサイクルプランの構成

第2章 自転車利用の特性

第5章 基本計画
1 将来像
『だれもが安全・快適に自転車利用ができるまち〜ふじさわ〜』

2 自転車施策の基本方針
はしる

第3章 自転車利用の現状

■市民・来街者などのだれもが、安全・快適に自
転車が「はしり」
やすいまちをめざします。

基本方針1

第4章 現状と課題の整理
自転車走行空間

〜走行空間整備〜
安全・快適に走行できる自転車走行空間づくり

・連続性のある自転車ネットワークの形成
・私事目的や通学目的などで想定される施設
への自転車走行空間の充実
・鉄道駅周辺での自転車走行空間の充実
・安全性の向上と自転車走行空間の充実

駐輪環境
・交通結節点や商業施設周辺の駐輪環境の
改善

とめる
■通勤・通学・買い物など様々な目的で利用さ
れ、市民生活を支える身近な交通手段である
自転車が
「とめ」
やすいまちをめざします。

基本方針2
〜駐輪環境整備〜
鉄道駅周辺を重点とした人にやさしい駐輪
環境づくり

・既存駐輪施設の利用環境の充実

利用促進
・地域や企業との連携による自転車利用の促進
・情報発信の充実

つかう
■地域・企業などと連携しながら、環境にやさし
く、健康的な交通手段である自転車が「つか
い」
やすいまちをめざします。

基本方針3
ルール・マナー

〜利用促進〜
市民や来街者が自転車利用しやすい環境づくり

・ルール・マナーに関する教育の充実
・自転車事故に関する認識の強化
・駐輪時の施錠の徹底

まもる
■市民・関係機関と連携しながら、交通安全の
意識づくりや、
自転車利用のルール・マナーの
向上につとめ、だれもが交通ルールを「まも
る」
自転車利用がしやすいまちをめざします。

基本方針4
〜交通ルールの遵守〜
市民と連携した交通安全の意識づくり
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第6章 中短期で取り組む自転車施策
3 自転車施策の基本的な考え方
4 自転車施策
安全・快適に走行できる自転車走行空
間づくり
■将来的な自転車ネットワーク路線の設定
■鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線の
設定
■安全・快適な走行空間の確保
・藤沢市の自転車走行空間の整備方針の
作成
・
「藤沢市自転車走行空間のあり方」に基
づいた走行空間整備

主な自転車施策
（走行空間整備）
■自転車走行空間の整備を予定する路線
○道路空間再配分路線
・藤沢石川線、
中学通り線等
○新規路線
・
（仮）遠藤葛原線、
（仮）湘南台寒川線等
■自転車走行空間を検討していく路線
・高倉遠藤線、境川・引地川沿いの路線等
■鉄道駅周辺の自転車走行空間づくり
・藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅、長後駅

主な自転車施策
（駐輪環境整備）

鉄道駅周辺を重点とした人にやさしい
駐輪環境づくり
■新たな駐輪スペースの確保
■既存駐輪施設の利用環境の向上
■放置自転車の撤去

■新たな駐輪スペースの確保
・藤沢駅北口通り線沿線への駐輪施設整備
・藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基
づく事業と連携した駐輪施設整備の検討
■既存無料駐輪施設の利用環境の向上
・藤沢駅北口周辺の有料施設の開設にあわせ
た無料施設の統廃合による有料化の検討

主な自転車施策
（利用促進）
市民や来街者が自転車利用しやすい環
境づくり
■公共交通などとの連携
・サイクルアンドバスライドの検討
・レンタサイクルの検討
■モビリティ・マネジメントの推進
■情報発信の充実
■自転車にふれあう機会の創出

市民と連携した交通安全の意識づくり
■交通安全啓発活動の拡充
■防犯への意識付け活動
■自転車環境づくりにあわせた意識の啓発
■社会情勢に伴う交通ルール意識への啓発
■幼児二人同乗基準に適合した自転車利用
の啓発

■公共交通などとの連携
・サイクルアンドバスライドの検討
・江の島を含めた湘南海岸沿線でのレンタサイ
クルの検討
■モビリティ・マネジメントの推進
■情報発信の充実
・自転車マップ作成の検討

主な自転車施策
（交通ルールの遵守）
■交通安全啓発活動の拡充
・原則車道走行、左側通行など自転車利用ルー
ル徹底の推進
（自転車安全利用五則の徹底）
・自転車事故防止のための効果的な交通安全
教育の推進
■交通ルール認識への啓発活動の推進

第7章 進行管理と定期的な見直し
1 進行管理と定期的な見直しの考え方
2 プランの実現に向けた推進体制
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