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第5章 基本計画

1 将来像

2 自転車施策の基本方針

「だれもが安全・快適に自転車利用ができるまち～ふじさわ～」

　2030年（平成42年）に向けて、藤沢市は『だれもが安全・快適に自転車利用ができるまち～
ふじさわ～』をめざします。

　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～』を実現していくため、次
の4つの基本方針に基づき、自転車施策を展開していきます。

 

 

■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。

■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。 

■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。

■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1
はしる

針1
る

～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

基本方針2
とめる

針222
る

～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

基本方針3
つかう

針333
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

基本方針4
まもる

針44
る

～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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3 自転車施策の基本的な考え方

　自転車利用については、その利用目的によって利用領域が広くなり、他の交通手段との競合
の可能性や、他の交通手段を利用する方が効率的な場合などが考えられます。
　国のガイドラインでは、例えば、鉄道駅までの移動の場合、短距離の移動は徒歩への誘導、
中・長距離ではバス利用へ誘導するなど、移動距離に応じた交通手段の対応により、自転車の
無秩序な利用を是正していくことも必要という、自転車駐車需要のコントロールのあり方が示され
ています。
　このような考え方を踏まえつつ、鉄道駅までの移動、買い物を目的とする移動など、それぞれ
の移動目的に応じて、徒歩、バスなどの自転車以外の交通手段との役割分担や連携を勘案し
ながら、走行空間整備や、駐輪環境整備などの自転車施策を展開していくことを基本とします。

3-1 自転車の「はしる～走行空間整備～」に関する基本的な考え方 ………………………
　安全・安心に「はしる」ことができる、原則、車道左側通行を基本に自転車ネットワークの形成
を早期に図っていくことが、特に必要と考えています。このため、次のような考え方を基本に自転
車ネットワークの形成を進めていきます。
　ただし、このような当面の整備形態で整備した路線であっても、長期的には、整備の優先度
に応じながら、計画的に本来の整備形態で再整備していくことをめざしていきます。

　● 道路空間の再配分、規制速度を抑制して整備形態を変更することが可能な自転車ネット
ワーク路線については、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」などを踏まえた
整備形態で整備を進めていきます。

　● 一方で、当面、道路空間の再配分、規制速度を抑制して整備形態を変更することが難し
い場合には、十分でなくても当面可能な整備形態を検討していくものとします。例えば、自転
車道の整備が困難な場合には、自転車の利用状況を踏まえた上で、当面の整備形態とし
て自転車歩行者道の活用を検討していきます。また、自転車専用通行帯の整備が困難な
場合には、車道混在を検討していくものとします。

　　  　 これらの場合には、自転車に対する左側通行、自動車に対する自転車の保護など通行　
ルールの周知など安全対策を実施していきます。
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第5章 基本計画

3-2 自転車の「とめる～駐輪環境整備～」に関する基本的な考え方 ……………………
　良好な駐輪環境を確保するため、放置自転車対策として、通勤・通学などを目的とする鉄道
駅周辺への駐輪需要については、これまで公共機関を中心に整備を進めてきていますが、今後
とも、公共機関を中心に、交通事業者などとも連携を図りながら、駐輪需要に対応していくことを
基本とします。
　一方、買い物目的などの駐輪需要については、商業施設などの民間事業者を中心に、対応
していくことを基本としますが、「藤沢市特定開発事業等に関わる手続き及び基準に関する条
例」による駐輪施設の設置の義務付けが行われる以前に建築され、放置自転車が多く駐輪施
設が必要な商業施設などについては、民間事業者を中心に、公共機関も協力・連携を図りなが
ら、対応を進めていきます。

3-3 自転車の「つかう～利用促進～」に関する基本的な考え方 ……………………………
　藤沢市の自転車の利用状況としては、1kmから3km未満までの移動距離で、利用割合が約
2割を超えています。3kmから10km未満、10km以上の移動距離でも利用されており、利用目的
に応じて、利用領域が広くなっていることが伺えます。
　移動距離と交通手段別の関係を見ると、1km未満の移動距離では、自転車が約2割、徒歩
が約7割、自動車も約1割を占めています。1kmから2km未満の移動距離では、自転車が約2.5
割、徒歩が約5割、自動車が約2割、バスが約0.3割となっています。
　特に、自動車利用については、移動距離1km未満で約1割超、移動距離1kmから2km未満
で約2割を超え、最寄り駅や、商業施設などへの比較的、短距離な移動の際にも、自動車が利
用されている実態が伺えます。
　このような移動距離と各交通手段との実態を踏まえ、2km未満の比較的、短距離な移動の
際の自動車利用から、自転車利用への転換などをめざした自転車施策を展開していくことを基
本とします。　※Ｐ.8「図　移動距離と交通手段別の利用割合（藤沢市）」参照

3-4 自転車の「まもる～交通ルールの遵守～」に関する基本的な考え方 ………………
　だれもが安全・快適に自転車利用ができるまちをめざしていくためには、自転車利用者のみな
らず、歩行者、自動車など道路を利用するすべての人に対して、交通ルール・マナーの向上を
図っていくことが重要です。このため、交通管理者（警察）と連携を図りながら「自転車安全利用
五則（2007年（平成19年）7月10日付中央交通安全対策会議交通対策本部決定）」の周知の
徹底を図っていくことを基本とします。
　また、自転車ネットワーク路線の整備を進めていく場合には、地域の方々、商業関係者、交通
事業者、関係機関と連携を図りながら、自転車走行空間、交差点、バス停での交通ルールや、
路面表示の意味などの周知活動を進めていきます。
　※「自転車安全利用五則」
　　①自転車は車道が原則、歩道は例外　　　　④安全ルールを守る
　　②車道の左側を通行　　　　　　　　　　 ⑤子どもはヘルメットを着用
　　③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
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基本方針1
はしる

針1
る

～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
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4 自転車施策

1 将来的な自転車ネットワーク路線の設定

＜方針＞
　自転車・ひと・自動車が安全・快適に走行できる環境の創出に向け、自転車利用
実態や都市計画道路の整備状況などを踏まえ、将来を見据えた自転車ネットワー
ク路線の設定を行います。また、自転車走行空間整備の方針を作成し、その方針
に基づき、原則、車道左側通行を基本とした自転車走行空間の整備を行います。

　安全・快適な自転車ネットワークの形成に向けては、現況の自転車利用実態、藤沢市の地形
を踏まえた上で、以下に示す流れに基づき、自転車ネットワーク路線の選定を行い、自転車の走
行空間整備を進めます。

自転車交通量が多い地区間の選定
・自転車利用が多い地区間　　・南部地域、北部地域の特性に配慮

自転車ネットワーク路線の検討
・都市計画道路（12m以上）　　・市道（1級・2級）

自転車ネットワーク路線の候補路線の抽出
・道路空間の再配分の検討　　 ・道路拡幅の可能性の検討

自転車ネットワーク路線の基準との整合
・学校などへのアクセス道路
・商業施設へのアクセス道路
・既設の自転車走行空間が整備されている路線
・観光・レジャーなどによる広域ネットワーク路線
・鉄道駅へのアクセス道路（藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅、長後駅は詳細に設定）

地形・交通事故の状況を踏まえた検討 駐輪環境整備との連携

将来的な自転車ネットワーク路線の設定

将来的な自転車ネットワーク路線設定の流れ

41



第5章 基本計画

1-1 自転車ネットワーク候補路線の抽出 ……………………………………………………
（1）自転車交通量が多い地区間の選定
　自転車交通量が多い地区間としては、「藤沢市の都市計画道路と自転車（代表交通手段）
分布交通量」の状況を踏まえ選定します。
　藤沢市の自転車利用状況としては、地形の影響から、南部地域と北部地域間での移動が
少ない状況となっていますので、市域を南部地域、北部地域に分けて地区間を選定していきま
す。自転車利用が多い地区間としては以下のとおりとなっています。

●自転車交通量が多い地区間
　南部地域、北部地域で自転車利用が多い地区間は、以下のとおりとなっています。

【南部地域】
　・藤沢地区－鵠沼地区間
　・辻堂地区－鵠沼地区間
　・辻堂地区－明治地区間
　・明治地区－藤沢駅周辺間

【北部地域】
　・小田急沿線の長後地区－湘南台地区－六会地区－善行地区間
　・湘南大庭・石川地区－遠藤地区間
　・湘南大庭・石川地区－湘南台地区間
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藤沢市の都市計画道路と自転車（代表交通手段）分布交通量

【資料：H20東京都市圏パーソントリップ調査】

凡　例
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第5章 基本計画

（2）自転車ネットワーク路線の候補路線の抽出
　『安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン』を踏まえつつ、藤沢市の特性を活かした自
転車ネットワーク路線の候補路線を抽出します。
　自転車ネットワーク候補路線については、自転車交通量が多い地区間を連絡する、都市計
画道路（12m以上）、市道（1級・2級）の中から、道路空間の再配分、道路拡幅の可能性を踏ま
え、次のとおり、自転車ネットワーク候補路線として抽出します。

自転車ネットワーク候補路線

凡　例

道路幅員12m未満
2車線
道路幅員12m以上
2車線
道路幅員18m以上
4車線
自転車走行空間が
整備されている路線
は完成・既成済
は計画路線
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1-2 自転車ネットワーク路線の基準との整合 ………………………………………………
（1）学校などへのアクセス路線
　藤沢市には、大学が4校あり、自転車通学を認めている高校なども立地しており、これらの大
学などへ通学を目的とする自転車利用も多くなっています。
　自転車通学の需要が多い鵠沼地区、辻堂地区、遠藤地区、湘南大庭・石川地区、六会地
区、善行地区では、鉄道駅と大学、高校などと連絡する路線を選定し、自転車ネットワーク路線
を設定します。

自転車（代表交通手段）分布交通量（目的：自宅ー通学）

【資料：H20東京都市圏パーソントリップ調査】

凡　例
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第5章 基本計画

（2）商業施設へのアクセス路線
　商業施設を目的とする自転車での移動状況（私事）を見ると、南部地域では、藤沢駅周辺、
辻堂駅周辺の南北間、辻堂・鵠沼地区間でのトリップ数が多く、一方、北部地域では湘南台駅
周辺と遠藤・湘南大庭・石川地区間でのトリップ数が多くなっています。
　これら自転車利用が多い地区では、商業施設につながる都市計画道路を中心に、自転車ネッ
トワーク路線を設定します。

自転車（代表交通手段）分布交通量（目的：自宅ー私事）

【資料：H20東京都市圏パーソントリップ調査】

凡　例
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（3）既設の自転車走行空間が整備されている路線と接続する路線
　藤沢市における自転車走行空間の整備が行われている路線と接続する路線を選定し、自転
車ネットワーク路線を設定します。

自転車走行空間の状況

凡　例

自転車歩行者専用道
普通自転車通行部分の指定ありの歩道
普通自転車歩道通行可の指定ありの歩道
普通自転車通行部分の明示がされた歩道

※公安委員会の告示が行なわれていない路線も含む。

円行東大通り線

藤沢大和自転車道（境川）

藤沢駅鵠沼海岸線

鵠沼海岸線

太平洋岸自転車道

辻堂駅南海岸線

藤沢駅辻堂駅線

辻堂駅遠藤線

藤沢大和自転車道（引地川）
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第5章 基本計画

（4）観光・レジャーなどによる広域ネットワーク路線
　藤沢市においては観光地である湘南海岸周辺を目的地とする自転車利用などが多くありま
す。これらの自転車利用者は比較的長距離の移動であるため、路線の設定に当たっては、広
域的なネットワーク路線について検討していく必要があります。
　2011年（平成23年）3月に取りまとめられた『湘南地域自転車道ネットワークモデル』を踏まえ
つつ、近隣都市との調整を図りながら、海沿いや川沿いの路線を中心に自転車ネットワーク路線
を設定します。
　なお、湘南地域自転車道ネットワークモデルは、2011年（平成23年）3月に、県民や地元企業
などの自転車利用者とともに、神奈川県と周辺自治体を中心に、国や交通管理者（警察）なども
参画する「湘南地域自転車道ネットワーク化検討委員会」が、「ネットワークモデル」など検討結
果を取りまとめたものです。

広域ネットワーク路線の方向性

湘南地域自転車道ネットワークモデルに
位置付けのある路線

広域ネットワークの方向性

凡　例
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1-3 将来的な自転車ネットワーク路線の設定 ………………………………………………
　「1-1 自転車ネットワーク候補路線の抽出」、「1-2 自転車ネットワーク路線の基準との整合」
を踏まえ、藤沢市の将来的な自転車ネットワーク路線を設定し、安全・快適に走行できる路線の
整備などをめざします。

（1）将来的な自転車ネットワーク路線設定の考え方
　「自転車交通量が多い地区間の選定」で示した自転車利用の多い地区間に位置する都市
計画道路と市道（1級、2級）の路線を基本に、自転車ネットワーク路線の検討を進めます。
　都市計画道路については、道路空間の再配分による自転車走行空間の確保が可能となる
道路幅員12m以上の路線を基本として検討を行います。
　市道（1級、2級）については、都市計画道路による自転車ネットワークの設定が困難な場合な
ど、都市計画道路を補完する路線としての検討を行います。
　また、都市計画道路と市道（1級、2級）でネットワーク路線の設定が困難な場合には、市道（1
級、2級）以外の路線なども組み込んだ代替路線の選定も検討を行います。
　道路空間の再配分については、高齢者などの安全な走行空間を確保できるよう、道路管理
者・交通管理者（警察）・地域・商業関係者などとの調整を図り、例えば、植栽帯の見直し、一方
通行化などについても検討を行います。

（2）将来的な自転車ネットワーク路線設定の検討
　将来的な自転車ネットワーク路線の設定に向けた検討にあたっては、自転車交通量が多い
地区間の連絡を担う「自転車ネットワーク候補路線」から、自転車ネットワーク路線の基準や、地
形、交通事故の状況との整合を踏まえ設定します。

●学校などへのアクセス道路
　【南部地域】
　・鵠沼地区
　【北部地域】
　・小田急沿線の長後地区－六会地区－善行地区間　 ・湘南大庭・石川地区－遠藤地区間

●商業施設へのアクセス道路
　【南部地域】
　・藤沢地区－鵠沼地区間　　・辻堂地区－鵠沼地区間
　・辻堂地区－明治地区間　　・明治地区－藤沢駅周辺間
　【北部地域】
　・小田急沿線の長後地区－湘南台地区―六会地区間
　・湘南大庭・石川地区－遠藤地区間

●地形の状況
　【南部地域】
　・相模野台地（縁辺部）：藤沢地区・明治地区・片瀬地区
　【北部地域】
　・河川沿いの地区：善行地区、六会地区、湘南大庭地区、湘南台地区、長後地区
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凡　例

自転車（代表交通手段）
　交通量が多い地区間

学校などへの自転車
　交通量が多い地区間

商業施設への自転車
　交通量が多い地区間

事故当事者割合（自転車）
　が多い交差点

地区ゾーン中心

【都市計画道路など】
道路幅員 13m～
道路幅員 ～12m

長後
下土棚谷戸

一色西

御所見

湘南大庭・石川

湘南台

六会

善行

藤沢西
藤沢東

上村橋

上村橋南側

明治

作橋

村岡

南町
辻堂北

辻堂南

鵠沼南

片瀬北

片瀬南・江ノ島

藤沢中心部南

藤沢中心部北

ファミリー通り入口

遠藤

亀井野小学校南側

鵠沼北

第5章 基本計画

（3）将来的な自転車ネットワーク路線設定の検討図

将来的な自転車ネットワーク路線検討図
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（4）将来的な自転車ネットワーク路線
　「将来的な自転車ネットワーク路線設定の流れ」に基づき、自転車ネットワーク路線の基準との
整合や、地形を踏まえ、藤沢市の将来的な自転車ネットワーク路線を次のとおり設定します。

長後駅

藤沢駅

辻堂駅

湘南台駅

将来的な自転車ネットワーク路線

道路整備済みの路線
将来、道路整備をしていく路線
川沿いの路線（自転車歩行者専用道）

広域ネットワークの方向性

重点とする鉄道駅

凡　例
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2 鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線の設定

　鉄道駅への交通手段構成としては、徒歩、バス、自転車が大きな割合を占めています。鉄道
駅へアクセスする目的としては、通勤・通学のために鉄道へ乗り換える他にも、鉄道駅周辺に集
積する商業施設への買い物、公共施設に向かうことなどもあり、多くの人々が集まる場所となっ
ています。
　このように、鉄道駅周辺は、自転車交通も集中し、様々な方向・ルートが利用されており、駐輪
施設の配置や、自転車の利用実態を踏まえ、鉄道駅周辺全体を見ながら自転車ネットワーク路
線を設定してく必要があります。このため、鉄道駅周辺部の中心市街地では、その周辺部を自
転車走行空間エリアとして設定した上で、自転車ネットワークの形成を図っていきます。
　特に、自転車利用が多くなっている藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅、長後駅の4駅を重点に、自転
車走行空間エリアを設定します。
　自転車走行空間エリアでは、自動車交通の速度規制などにより、整備形態を検討していくこと
や、人が集中する鉄道駅周辺の駅前広場などでは、自転車の押し歩き区間の導入についても
検討を行います。
　自転車走行空間エリアでの自転車ネットワーク路線の設定にあたっては、地域の方々、商業
関係者、交通事業者、関係機関と連携を図りながら、鉄道駅周辺部の自転車走行空間の整備
方法について検討を進めます。

長後駅周辺

湘南台駅周辺

藤沢駅周辺

辻堂駅周辺

重点とする4駅

【都市計画道路など】
道路幅員 13m～
道路幅員 ～12m

凡　例

重点とする鉄道駅
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3 安全・快適な走行空間の確保

　1の「将来的な自転車ネットワーク路線の設定」、2の「鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線
の設定」で自転車ネットワークに設定した路線については、安全・快適な走行空間を確保するた
めに、一定の色で路面を着色するなど市内統一的な考え方で整備を行います。

3-1 藤沢市の自転車走行空間の整備方針の作成 ……………………………………………
　安全・快適な自転車走行空間を市内統一的な考え方で整備を行うための方針を定めた、「藤
沢市自転車走行空間のあり方」（以下、「あり方」という。）を作成します。国のガイドラインでは、
「自転車は『車両』であり、車道を通行することが大原則」としており、各地域において、道路管
理者や都道府県警察が自転車ネットワーク計画の作成やその整備、通行ルールの徹底などを
進められるようとりまとめられました。あり方についても、このガイドラインの考え方を基本とします。

3-2  「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 ………………………
　あり方に基づいて決定した整備形態で、関係機関との調整が整った路線から、自転車走行
空間の整備を順次進めていきます。

～～～～～～～～～～～～～

○交通状況を踏まえた
　整備形態の選定

視覚的な分離 混 在

整備形態 路肩のカラー化、車道左側部
 の車線内に帯状の路面表示や
  ピクトグラムの設置

○道路空間の再配分や
道路拡幅の可能性の検討

道路空間の再配分や
道路拡幅が困難な場合

○整備可能な当面の
整備形態の検討

・規制速度の抑制を行い、自転車専用通行帯、
　車道に変更することも検討

既設の自転車
歩行者道を活用

自転車と自動車を
  車道で混在させる
路肩のカラー化、車道
 左側部の車線内に帯
  状の路面表示やピク
   トグラムの設置等

当面の整備形態
計画的に本来の
整備形態で再整備

○代替路の選定併行して

自転車と自動車を
 車道で混在

Ａ：自動車の速度が
高い道路（50km/h
を超える等）

C：自動車の速度が低く、
自動車交通量が少ない
道路（40km/h以下、
4,000台／日以下等）

Ｂ：A、C以外の道路

整備形態の選択のフロー

【資料：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
国土交通省道路局・警察庁交通局2012年（平成24年11月）】

構造的な分離自転車と自動車の
分離

自転車専用通行帯自転車道
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第5章 基本計画

3-3 国のガイドラインに定めのない事項のルール化 ………………………………………
　国のガイドラインには詳細な定めのない事項のうち、歩行者や自転車などに注意を促す標示
などについては、現在統一したデザインがない状況です。あり方では、自転車利用者などの混
乱を防ぐためにも、藤沢市の統一したデザインを定めています。

自転車の走行位置を明示するためのマーク（イメージ）

自転車と歩行者の走行位置を示すための看板（イメージ）

自転車と歩行者の錯綜が懸念される箇所で
注意を促すための路面標示（イメージ）
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基本方針2
とめる

針222
る

～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
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1 新たな駐輪スペースの確保

2 既存駐輪施設の利用環境の向上

3 放置自転車の撤去

＜方針＞
　放置自転車対策の一環として、放置自転車が多く見られ駐輪施設の収容台数が
足りていない鉄道駅周辺、商業施設周辺においては、新たな駐輪スペースの確保
などの方策について検討します。また放置禁止区域における放置自転車の撤去を
進めます。
　あわせて受益者負担の観点や既存駐輪施設の防犯性・利便性の向上を図るた
め無料駐輪施設の有料化を進めます。

　駐輪需要が高くて放置自転車が多く、駐輪施設の収容台数が足りていない鉄道駅周辺な
どにおいて、駐輪環境の向上を図るため、公民双方において、必要な駐輪スペースの確保に
努めます。
　●自転車交通量が多い鉄道駅周辺における新たな駐輪施設整備の検討
　●自転車交通量が多い鉄道駅周辺における開発に伴う民間駐輪施設整備の促進
　●商店街の活性化を図るための民間駐輪施設整備の促進

　既存無料駐輪施設の防犯性・利便性の向上を図るため、施設の有料化や既存駐輪施設
の利用環境の向上に努めます。
　●既存無料駐輪施設の有料化の検討
　●既存駐輪施設の利便性を高める方策の検討

　特に駐輪需要の多いところにおいては、歩行者が安全・安心に通行可能となる歩行空間
の確保を図るため、放置禁止区域における放置自転車の撤去を行います。
　●放置禁止区域における放置自転車の効果的な撤去の推進
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1 公共交通などとの連携

2 モビリティ・マネジメントの推進

3 情報発信の充実

4 自転車にふれあう機会の創出

＜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。

　主要なバス停付近への駐輪施設の整備、主要な鉄道駅、観光施設周辺などでのレンタサ
イクルの検討を進めることで、サイクルアンドライドの推進を図ります。
　●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
　●自転車ラックバスの検討

　モビリティ・マネジメントは、過度な自動車利用から、環境負荷の小さい公共交通や自転車な
どへの利用転換を促すソフト面での交通施策です。このようなモビリティ・マネジメントを推進し
ていくことで、多くの人々がより環境にやさしく、健康にもよい交通手段を選択できるような取組
みを進めていくことが必要となります。その中で、自転車が選択できる環境づくりに努めていくこ
とが自転車利用促進には有効と考えます。
　このため、市民や企業を対象としたモビリティ・マネジメントの実施に向け、検討を進めていき
ます。
　●学校教育・住民対象のモビリティ・マネジメントの推進
　●職場対象のモビリティ・マネジメントの推進

　自転車の利用割合を上げるために、利用者が必要とする情報を発信し、気軽に自転車を
利用できるような促進手段の検討を図ります。
　●既存駐輪施設の利用を促すパンフレット作成の検討　　　●自転車マップ作成の検討
　●身体活動量についての掲示の検討

　自転車利用が少ない人に対し、自転車とふれあう機会を創出し、利用を促すイベントの開催
を検討します。
　●自転車利用を促すイベント開催の検討

基本方針3
つかう

針333
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
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1 交通安全啓発活動の拡充

2 防犯への意識付け活動

3 自転車環境づくりにあわせた意識の啓発

4 社会情勢に伴う交通ルール意識への啓発

5 幼児二人同乗基準に適合した自転車利用の啓発

＜方針＞
　自転車利用における交通ルールの遵守やマナーの向上について、市民の意識
を高める取組みを推進します。また、防犯面からも意識付けを行います。

　自転車の安全な利用に向けては、利用ルールの徹底を図ることが有効であると考えます。
　●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
　●自転車事故防止のための効果的な交通安全教育の推進

　安全啓発に向けた活動の機会において、自転車盗難被害の要因の多くが無施錠であること
と、防犯登録が義務化されていることを認識させ、自転車への施錠と防犯登録の義務を周知
する活動を推進します。
　●駐輪時の施錠の徹底の推進
　●防犯登録義務化の周知の促進

　自転車走行空間を確保するため、自動車の安全走行への誘導及び周知をする活動を推
進します。
　●自転車走行空間における安全走行の確保

　道路交通法の改正や警察庁の通達などがあった場合、従来の姿勢や認識を転換し、新た
な交通ルールに関する認識の啓発をしていきます。
　●交通ルール認識への啓発活動の推進

　6歳未満の幼児を二人乗せて自転車を運転するには、運転者用乗車装置と幼児用席2つ
を設けるために必要な構造などを有した自転車を使用することが義務づけられていることか
ら、この安全基準に適合した幼児二人同乗用自転車の利用の啓発を図ります。　
　●幼児二人同乗用自転車の利用の啓発

基本方針4
まもる

針44
る

～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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