
推進連絡協議会

藤 沢 市

2020年（令和2年）10月21日（水）

ふじさわサイクルプラン

第１５回

本日の議題
1. 令和２年度の取組と今後の取組
2. 藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画について



議題１．令和２年度の取組と今後の取組

基本方針１ はしる ～走行空間整備～

基本方針２ とめる ～駐輪環境整備～

基本方針３ つかう ～利用促進～

基本方針４ まもる ～交通ルールの順守～

ふじさわサイクルプラン
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ふじさわサイクルプラン

２

令和２年度の取組と今後の取組

～はしる～



ふじさわサイクルプラン２．令和２年度の取組と今後の取組 （はしる）

 自転車走行空間の整備の内容について

ふじさわサイクルプランより抜粋

 将来的な自転車ネットワーク路線

３



ふじさわサイクルプラン２．令和２年度の取組と今後の取組 （はしる）

 自転車走行空間整備状況
（令和２年９月時点）

 自転車走行空間の整備の内容について
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ふじさわサイクルプラン２．令和２年度の取組と今後の取組 （はしる）

 整備事例【自転車専用通行帯】:鵠沼海岸線・中学通り線
 自転車走行空間の整備の内容について

断 面 図
幅員
1ｍ歩 道

３０
ｃｍ

側溝
0.5ｍ

整備イメージ図

鵠沼海岸線（Ｒ１整備） 中学通り線（Ｈ３０整備）
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ふじさわサイクルプラン２．令和２年度の取組と今後の取組 （はしる）

 整備事例【車道混在】:六会駅東口通り線
 自転車走行空間の整備の内容について

断 面 図

自転車ピクトグラム

六会駅東口通り線（Ｈ２９整備）

矢羽根
６



 藤沢駅周辺自転車走行空間整備（予定）
【案内図】

ふじさわサイクルプラン

藤沢駅

２．令和２年度の取組と今後の取組 （はしる）

鉄道駅周辺の自転車走行空間整備計画書【藤沢駅】（2020年3月策定） ７



 藤沢駅周辺自転車走行空間整備（予定）
ふじさわサイクルプラン２．令和２年度の取組と今後の取組 （はしる）

【整備の内容】
駅周辺ﾈｯﾄﾜｰｸ路線(歩道あり)

駅周辺ﾈｯﾄﾜｰｸ路線(歩道なし)

車道混在による整備

自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ【左側通行】による整備
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 藤沢駅周辺自転車走行空間整備（予定）

ふじさわサイクルプラン２．令和２年度の取組と今後の取組 （はしる）

【整備の内容】
駅中心部 自転車押し歩き案内の整備

車止め(ｼｰﾙ)
車止め(ﾌﾟﾚｰﾄ)路面ｼｰﾄ

16 藤沢駅周辺
車道混在・

自転車ピクトグラム
【左側通行】

17 辻堂駅周辺
車道混在・

自転車ピクトグラム
【左側通行】

18 湘南台駅周辺
車道混在・

自転車ピクトグラム
【左側通行】

19 長後駅周辺
車道混在・

自転車ピクトグラム
【左側通行】

路線
Ｎｏ

整備路線 整備形態等

第1期 第2期 第3期 第4期

2020年度(令和2年度)
～2022年度(令和4年度)

2023年度(令和5年度)
～2025年度(令和7年度)

2026年度(令和8年度)
～2028年度(令和10年度)

2029年度(令和11年度)
～2030年度(令和12年度)

整備計画 整備

整備

整備

整備計画

整備計画

整備

【整備時期】 ※ふじさわサイクルプラン【実施計画】（案）より抜粋

※設置例
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ふじさわサイクルプラン
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令和２年度の取組と今後の取組

～とめる～



 自転車駐車場の整備状況

ふじさわサイクルプラン
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1．令和２年度の取組と今後の取組 （とめる）



 令和２年度の取組:片瀬江ノ島駅第1自転車駐車場

位 置 図

ふじさわサイクルプラン
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1．令和２年度の取組と今後の取組 （とめる）



 今後の取組:（仮称）江ノ島駅自転車等駐車場

ふじさわサイクルプラン1．令和２年度の取組と今後の取組 （とめる）

整備概要（予定）
収容台数 自転車：約１２０台

原動機付自転車：約 ５０台
自動二輪車：約 ３０台

駐輪施設（自転車）ゲート・ラック
（バイク）個別ロック
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 今後の取組：藤沢本町駅自転車駐車場

ふじさわサイクルプラン

藤沢本町駅

整備概要（予定）
収容台数 自転車 約６００台
駐輪施設 ゲートによる出入庫

※詳細は、現在検討中

既存無料駐輪施設
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1．令和２年度の取組と今後の取組 （とめる）



ふじさわサイクルプラン
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令和２年度の取組と今後の取組

～つかう～



ふじさわサイクルプラン１．令和２年度の取組と今後の取組 （つかう）

基本方針３「つかう」～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
（ふじさわサイクルプランP56、73～）

<方針>

地域や企業と連携しながら市民や来街者が自転車利用しやすい環境づ
くりに向け、過度な自動車利用から自転車利用を促進するためにソフト
面の方策を中心に検討を進めます。

<令和２年度の取組>

１．身体活動量についての掲示
２．サイクルアンドバスライド施設の整備
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ふじさわサイクルプラン１．令和２年度の取組と今後の取組 （つかう）

基本方針３「つかう」～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

1.身体活動量についての掲示の検討

設置箇所:街路灯、カーブミラー等
掲示内容:目的地及び距離
目 的 地 :藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅

⾧後駅、太平洋岸自転車道

スケジュール

●令和元年度設置箇所
①藤沢駅辻堂駅線
②中学通り線

●令和２年度設置箇所
③鵠沼海岸線

自転車通行空間整備に伴
い掲示する路線

表示内容

長後駅

辻堂駅
藤沢駅

湘南台駅

①
②

③

17



ふじさわサイクルプラン１．令和２年度の取組と今後の取組 （つかう）

基本方針３「つかう」～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

１．身体活動量についての掲示の検討
<実施事例>
海岸までの距離表示

令和２年度
鵠沼海岸線
藤沢警察署～国道134号まで

目的地:太平洋岸自転車道
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ふじさわサイクルプラン１．令和２年度の取組と今後の取組 （つかう）

基本方針３「つかう」～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

１．身体活動量についての掲示の検討
<実施事例>
自転車等駐車場でポスター掲示

<内容>
自転車利用による消費カロリー、
自転車とのCO2排出量の比較
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ふじさわサイクルプラン１．令和２年度の取組と今後の取組 （つかう）

基本方針３「つかう」～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

２．サイクルアンドバスライド施設の整備

まちなかへの自動車の流入を抑制し、
バス・電車の利用を促進するため、自転
車でバス停に来て、環境に優しいバス・
電車に乗り換え、公共交通を自転車と上
手に組み合わせて利用するシステム。

宮原南バス停

湘南ライフタウンバス停

矢尻バス停

用田バス停

用田バス停 20



ふじさわサイクルプラン

 シェアサイクルの状況について
事 業 名：湘南地域シェアサイクル広域

周遊観光実証実験事業
期 間：2019年8月30日から

2022年3月31日まで
事業主体：湘南地域自転車観光推進協議会
協働事業者：Open Street株式会社
ポート数：37箇所（藤沢市内）
利用料金：70円/15分、1,000円/12時間
利用状況：

R1.8月 R2.3月 R2.7月

回 数 220回 1398回 2264回

利用者数 105人 519人 791人

ポート設置箇所

2020年9月時点

1．令和２年度の取組と今後の取組 （つかう）
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ふじさわサイクルプラン
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令和２年度の取組と今後の取組

～まもる～



• 市立中学校生徒全員への
チラシ配付（夏休み前）
約１２，８００枚

• 自転車通学のある高校に、自転車利用のパンフ
レットを送付し、生徒への注意喚起を実施
約６，３００枚

ふじさわサイクルプラン

自転車損害賠償責任保険等の加入義務化、
あおり運転の対象となることも記載

23

1．令和２年度の取組と今後の取組 （まもる）

1.交通安全啓発活動の拡充



• 小・中学生交通安全ポスター展
• 交通安全ビデオ・DVDの貸出
• 広報ふじさわ掲載
４月２５日号（右図参照）
６月１０日号、
８月２５日号、
９月１０日号に掲載。

ふじさわサイクルプラン
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1.交通安全啓発活動の拡充

1．令和２年度の取組と今後の取組 （まもる）



• ホームページ掲載
• 各季等の交通安全運動での自治会・町内会回覧

春 横断歩道での歩行者優先・左側通行の徹底・
自転車損害賠償責任保険等加入義務化

夏 自転車の走行位置と走行方向について・
自転車事故多発地域

秋 夜間のライト点灯義務
• 藤沢市役所サイネージで動画上映、チラシ等の掲載

ふじさわサイクルプラン
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1.交通安全啓発活動の拡充

1．令和２年度の取組と今後の取組 （まもる）



1.交通安全啓発活動の拡充
• 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施できなかった事業
各季等の交通安全運動街頭キャンペーン（春、夏、秋）
自転車街頭点検

実施年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R２年度

実施箇所数 9箇所 8箇所
※1箇所
雨天中止

7箇所
※2箇所
雨天中止

7箇所
※2箇所
雨天中止

9箇所予定
※全箇所中
止

実施地区 ・鵠沼
・明治
・善行
・六会
・湘南大庭
・湘南台
・長後
・御所見
・遠藤

・鵠沼
・明治
・善行
・六会
・湘南大庭
・湘南台
・御所見
・遠藤

・鵠沼
・六会
・湘南大庭
・湘南台
・長後
・御所見
・遠藤

・鵠沼
・明治
・善行
・湘南大庭
・長後
・御所見
・遠藤

新型コロナ
ウイルス感
染症拡大防
止のため中
止

点検台数 719台 572台 238台 336台 0台

ふじさわサイクルプラン

【参考】自転車街頭点検の推移

26

1．令和２年度の取組と今後の取組 （まもる）



ふじさわサイクルプラン

• 例年１０月の防犯街頭キャンペーンにて周知し
ていたが、令和２年度は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、実施しないこととした。

27

2.防犯への意識づけ活動

3.自転車環境づくりにあわせた意識の啓発

• 鵠沼地区の自治会回覧（３月１０
日）で鵠沼海岸線自転車専用通行
帯のお知らせを実施(裏面に自転車
の交通ルールを記載）

1．令和２年度の取組と今後の取組 （まもる）



• 各種ポスターの掲示や
チラシ設置、交通安全
教室の実施をしながら
進めてまいります。

ふじさわサイクルプラン
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5.幼児二人同乗基準に適合した自転車利用の啓発

4.社会情勢に伴う交通ルール意識への啓発

1．令和２年度の取組と今後の取組 （まもる）



ふじさわサイクルプラン

 中短期で取り組む施策（抜粋）

 車道左側通行など自転車利用ルールの徹底

 交通安全教育の推進

 防犯意識づけ活動の実施

 幼児二人同乗用自転車の

利用の啓発 など

29

1．令和２年度の取組と今後の取組 （まもる）



ふじさわサイクルプラン

 過去５年間の自転車事故の推移
Ｈ２７年 Ｈ２８年 Ｈ２９年 Ｈ３０年 Ｒ元年

発 生 件 数 365 300 418 316 373

死 者 数 0 4 1 0 1

負 傷 者 数 362 293 417 314 379

全事故に占める割合 25.3% 23.2% 29.1% 26.7% 30.8%

（全事故発生件数） 1,443 1,293 1,435 1,182 1,212

 過去５年間の交通安全教室の受講者数の推移
Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 R元年度

回 数 209 203 214 225 211

人 数 21,180 20,598 20,808 21,838 21,525

30

評価指標 ・自転車の交通事故件数 ・交通安全教室の受講者数

H36.3目標 ・200件 ・受講者数の前年比５％増

■評価指標と進捗状況
1．令和２年度の取組と今後の取組 （まもる）



ふじさわサイクルプラン
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２．藤沢市自転車活用推進計画

及び

ふじさわサイクルプラン【実施計画】



藤沢市自転車活用推進計画

ふじさわサイクルプラン【実施計画】

・自転車活用推進法に基づき、藤沢市が策定する、区
域の実情に応じた自転車の活用に関する施策を定め
た計画のこと。

・中短期で取り組む自転車施策のうち、実効性をより
高めていく必要がある「はしる～走行空間整備～」
と「とめる～駐輪環境整備～」について、実施スケ
ジュールを示すもの。

ふじさわサイクルプラン２．藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画

32



ふじさわサイクルプラン

33

自転車活用推進計画（以下、『推進計画』）
・国は、推進計画の策定が義務。
・都道府県は、国の計画を勘案した都道府県推進計画の策定が努力義務。
・市町村は、国や県の推進計画を勘案した市町村推進計画の策定が努力義務。

基本理念
・自転車は、二酸化炭素等を排出せず、災害時において機動的。
・自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和等、経済的・社会的な効果。
・交通体系における自転車による交通の役割の拡大を旨として行う。
・自転車の活用推進は、交通安全の確保を図りつつ行う。

２．藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画

自転車活用推進法（2017年 5月1日施行）

自転車の活用を総合的かつ計画的に推進する。

地方公共団体の責務
・国との適切な役割分担の下、地域の実情に応じた施策を実施する責務を有する。

目的
・自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。



ふじさわサイクルプラン
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 これまでの経過

２．藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画

第１２回協議会（2019年11月6日）

・自転車活用推進法に基づき藤沢市自転車活用推進計画の策定を目指す。
・計画の策定に向け、ふじさわサイクルプラン推進連絡協議会において検討
を進める。

・現行のふじさわサイクルプランは、国が求める市町村自転車活用推進計画
の基本的な構成を満たしていることを確認。

・施策の実効性をより高めるため、実施計画を作成する。

第１３回協議会（2020年2月13日）

・自転車活用推進法の趣旨と国の自転車活用推進計画の内容確認。
・実施計画策定にむけた中間報告。

第１４回協議会（2020年6月書面開催）

・藤沢市の自転車活用推進計画に関する考え及び実施計画の素案について説明。
⇒ご意見・ご提案を受けた。



２．藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画 ふじさわサイクルプラン

藤沢市自転車活用推進計画

委員からのご意見・ご提案

１．現行のふじさわサイクルプランを藤沢市の自転車活用推進計画
に位置づける。

２．ご意見・ご提案については、今後の見直しに向け、ふじさわサ
イクルプラン推進連絡協議会で検討を進める。

事務局の説明
現行のふじさわサイクルプランは、国が求める標準的な構成例を
満たすことから、ふじさわサイクルプランを藤沢市の自転車活用
推進計画に位置づける。

・自転車利用者に工具や空気入れ等の貸し出しサービスを提供す
る、自転車の駅の考え方を取り入れてはどうか。

・通勤、通学における自転車利用を健康に関する施策としてはど
うか。

◇事務局の考え
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ふじさわサイクルプラン【実施計画】（案）について

２．藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画
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２．藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画 ふじさわサイクルプラン

ふじさわサイクルプラン【実施計画】

早急に実施計画を策定し、事業スケジュールに沿って着実に施策
を推進していきたい。また、鉄道駅周辺の、自転車押し歩き案内
及び自転車走行空間整備についても、実施計画に基づき進めてい
く。

・自転車走行空間の整備に早期に取り組んでほしい。
・自転車の押し歩きが守られていないため危険である。

中短期で取り組む自転車施策のうち、実効性をより高めていく
必要がある「はしる～走行空間整備～」と「とめる～駐輪環境
整備～」について、実施スケジュールを示した実施計画を策定
する。

◇事務局の考え
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事務局の説明

委員からのご意見・ご提案



ふじさわサイクルプラン【実施計画】（案）

ふじさわサイクルプラン２．藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画
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ふじさわサイクルプラン

第１５回ふじさわサイクルプラン推進連絡協議会。

 今後の予定

1. ふじさわサイクルプランを藤沢市自転車活用推進計画へ
位置づける。

2. ふじさわサイクルプラン【実施計画】を策定する。

年内をめどに「位置づけ」及び「策定」。

藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画に基づき施策を推進する

２．藤沢市自転車活用推進計画及び実施計画
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第１５回ふじさわサイクルプラン推進連絡協議会

ふじさわサイクルプラン


