
中短期で取り組む自転車施策第6章
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　～交通ルールの遵守～
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第6章 中短期で取り組む自転車施策

　4つの基本方針に基づき、今後、10年間で取り組む自転車施策を「中短期で取り組む自転車
施策」と位置付け、その実現に取り組んでいきます。

基本方針１　「はしる」　～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」　～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

施　策 取 組 み

1　自転車走行空間づくり ●   自転車走行空間の整備

2　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、長後駅周辺の自転
車走行空間づくり

3　先導的に取り組む路線以外の路線
　  への当面の対応について

●   左側通行を促す路面標示など

施　策 取 組 み

1　新たな駐輪スペースの確保 ●   自転車交通量が多い鉄道駅周辺における新た
な駐輪施設の整備

●   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駐輪施設整備の
促進

2　既存駐輪施設の利用環境の
　  向上

●   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

3　放置自転車の撤去 ●   放置自転車の効果的な撤去の推進
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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

基本方針４　「まもる」　～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

施　策 取 組 み

1　公共交通などとの連携 ●   サイクルアンドバスライド推進の検討

●   レンタサイクルの検討

●   自転車ラックバスの検討

2　モビリティ・マネジメントの推進 ●   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

3　情報発信の充実 ●   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

4　自転車にふれあう機会の創出 ●   自転車利用を促すイベント開催の検討

施　策 取 組 み

1　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

●   自転車事故防止のための効果的な交通安全教
育の推進

2　防犯への意識づけ活動 ●   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

3　自転車環境づくりにあわせた意識
　  の啓発

●   自転車走行空間における安全走行の確保

4　社会情勢に伴う交通ルール意識へ
　  の啓発

●   交通ルール認識への啓発活動の推進

5　幼児二人同乗基準に適合した自
　  転車利用の啓発

●   幼児二人同乗用自転車の利用の啓発
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第6章 中短期で取り組む自転車施策

　「将来的な自転車ネットワーク路線」のうち、現在、新設路線として事業が進められている路線
と、藤沢市が管理する路線の中から、中短期で取り組む自転車走行空間の整備を予定する路
線を選定し、先導的な自転車走行空間づくりに取り組んでいきます。
　あわせて、先導的に進めていく自転車走行空間整備の進捗状況を見据えながら、自転車走
行空間を検討していく路線も選定し、自転車ネットワークの形成を進めていきます。
　また、自転車利用の多い鉄道駅周辺については、自転車空間整備の方向性を示し、自転車
ネットワークの形成に取り組んでいきます。
　これらの自転車走行空間づくりにあたっては、あり方に基づき、地域や関係機関との調整を図
りながら進めていきます。

　 自転車利用が多い藤沢駅周辺では、現在、道路空間の再配分などにより、自転車走行空間
の整備が進められています。このため、この周辺部に位置する都市計画道路（道路整備済み
の路線）を中心に、「自転車走行空間の整備を予定する路線（道路空間再配分等）」として、3
路線を設定し、自転車走行空間づくりを進めます。
　また、都市計画道路などで、現在、自転車走行空間を含めて道路新設事業が進められてい
る、3路線を、「自転車走行空間の整備を予定する路線（新設）」として設定し、自転車走行空
間づくりを進めます。

1-1 自転車走行空間の整備を予定する路線 …………………………………………………

1 自転車走行空間づくり

番号 路　線　名 幅　員 車線数 起　点　／　終　点

1 藤沢石川線 16ｍ 2車線 本藤沢七丁目　／　藤沢四丁目

2 中学通り線 15ｍ 2車線 藤沢字東横須賀　／　藤沢字東横須賀

3 藤沢駅辻堂駅線 12～ 15ｍ 2車線 鵠沼神明二丁目　／　藤沢字東横須賀

■整備予定路線（道路空間再配分等）

■整備予定路線（新設）

番号 路　線　名 幅　員 車線数 起　点　／　終　点

1 石川下土棚線 18～ 25ｍ 4車線 下土棚字諏訪棚　／　下土棚字夏刈

2 （仮）遠藤葛原線 18ｍ 2車線 葛原字観音堂　／　葛原字滝谷

3 （仮）湘南台寒川線
※遠藤宮原線の延伸区間 25ｍ 4車線 宮原字六本松　／　寒川町

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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1-2 自転車走行空間を検討していく路線 ……………………………………………………
　先導的に進めていく「自転車走行空間の整備を予定する路線」とのネットワーク化を図るた
め、これらの路線整備の進捗状況を見据えながら、既設の自転車走行空間が整備されている
路線、鉄道駅周辺の自転車走行空間として整備する路線との連続性や、交通事故の状況を
踏まえ、藤沢市が管理する路線（道路整備済みの路線・将来道路整備をしていく路線）を中心
に、「自転車走行空間を検討していく路線」として、次のとおり設定します。
　また、広域的な自転車ネットワークの形成には、国道、県道も含めていくことが必要となることか
ら、国、県、周辺都市との調整を行い、検討路線の選定に向けた検討も進めていきます。

基本的な整備形態（イメージ）

自転車道

縁石線、柵その他
これに類する工作物
により区画

自転車専用通行帯

民地
側

歩道
歩道

自転車道
自転車道 歩道 自転車

専用通行帯自転車
専用通行帯

車道 民地
側

歩道
車道

番号 路　線　名 幅　員 車線数 起　点　／　終　点

1 高倉遠藤線 25ｍ 4車線 湘南台六丁目　／　遠藤字山崎

2 遠藤宮原線 25ｍ 4車線 遠藤字山崎　／　宮原字六本松

3 辻堂駅遠藤線 25ｍ 4車線 辻堂神台一丁目　／　遠藤字打越

4 辻堂駅南海岸線 15ｍ 2車線 辻堂二丁目　／　辻堂西海岸三丁目

5 国道 467号、県道 43号、
県道 44号 16ｍ 2車線 藤沢一丁目　／　羽鳥五丁目

6 境川沿いの路線 － － 白旗一丁目　／　片瀬海岸二丁目

7 引地川沿いの路線 － － 長後字山王添　／　城南四丁目

8 目久尻川沿いの路線 － － 宮原字戸中　／　宮原字高田

■検討路線（道路空間再配分等）

■検討路線（新設）

番号 路　線　名 幅　員 車線数 起　点　／　終　点

1 鵠沼奥田線 15ｍ 2車線 本鵠沼二丁目　／　鵠沼東
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中短期で取り組む自転車走行空間の整備路線

石川下土棚線

高倉遠藤線

辻堂駅遠藤線

藤沢駅辻堂駅線

辻堂駅南海岸線

遠藤宮原線

引地川沿いの路線

目久尻川沿いの路線
（仮）遠藤葛原線

（仮）湘南台寒川線

長後駅

辻堂駅

藤沢駅

湘南台駅

鵠沼奥田線

中学通り線

藤沢石川線

国道467号
県道43号
県道44号

境川沿いの路線

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等）

広域ネットワークの方向性

重点とする鉄道駅

自転車走行空間の整備予定路線
（道路空間再配分等）
自転車走行空間の整備予定路線（新設）
自転車走行空間を検討する路線
（道路空間再配分等・新設）

凡　例

第6章 中短期で取り組む自転車施策
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2-1 藤沢駅周辺の自転車走行空間づくり ……………………………………………………
　藤沢駅周辺の自転車走行空間エリアとしては、以下の図の範囲に設定し、自転車走行空間
づくりを進めていきます。
　自転車走行空間エリアの道路網は、藤沢駅を中心とする放射集中型に配置されており、鉄
道駅周辺に集まる自転車の経路としては概ね適している構造となっています。
　ＪＲ東海道本線の北側では、都市計画道路の整備を概ね終えていることから、これらの都市
計画道路を中心とした自転車ネットワーク路線を設定します。
　一方、南側では、藤沢駅前南部土地区画整理事業が完了しているものの、その隣接地域
では都市計画道路に未整備区間があり、その連続性に課題を残しています。このため、南側で
は、都市計画道路と都市計画道路を補完する市道を組み合わせて自転車ネットワーク路線を
設定します。
　自転車走行空間エリアでは、主に駐輪施設や商業施設に連絡する自転車ネットワーク路線
を中心に、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
の自転車走行空間づくりを進めていきます。

駅周辺の道路網とアクセス（藤沢駅）

2 鉄道駅周辺の自転車走行空間づくり

鉄道駅への自転車アクセス（市内）

駐輪施設（市営・民間（市補助適用））

自転車走行空間エリア

凡　例

藤沢駅北口市役所前第1

藤沢駅北口市役所前第2

藤沢駅北口朝日町

藤沢駅南口江ノ電高架下
藤沢駅南口

藤沢駅北口

藤沢駅北口大道東

藤沢駅南口第2

藤沢駅

藤沢駅南口路上
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鉄道駅への自転車アクセス（市内）

鉄道駅への自転車アクセス（市外）

駐輪施設（市営・民間（市補助適用））

駐輪施設（市外）

自転車走行空間エリア

凡　例

辻堂駅

藤沢市茅ヶ崎市

辻堂駅北口交通広場

辻堂駅北口

スペースワンⅤ

スペースワン

スペースワンⅡ

トレンディ辻堂

サイクルパーク

辻堂北

辻堂駅南口

第6章 中短期で取り組む自転車施策

2-2 辻堂駅周辺の自転車走行空間づくり ……………………………………………………
　辻堂駅周辺の自転車走行空間エリアとしては、以下の図の範囲に設定し、自転車走行空間
づくりを進めていきます。
　自転車走行空間エリアの道路網は、辻堂駅を中心とする放射集中型に配置されており、鉄
道駅周辺に集まる自転車の経路としては概ね適している構造となっています。
　ＪＲ東海道本線の北側では、都市計画道路の整備を概ね終えていることから、これらの都市
計画道路を中心とした自転車ネットワーク路線を設定します。
　一方、南側についても、都市計画道路の整備は概ね終えていますが、藤沢駅方向の東側地
域には都市計画道路がないことから、その連続性に課題を残しています。このため、南側では、
都市計画道路と都市計画道路を補完する市道を組み合わせて自転車ネットワーク路線を設定
します。
　辻堂駅周辺では、茅ヶ崎市域からの自転車利用が多いことから、茅ヶ崎市の「ちがさき自転
車プラン」との整合を図りながら、自転車ネットワーク路線を検討していきます。
　自転車走行空間エリアでは、主に駐輪施設や商業施設に連絡する自転車ネットワーク路線
を中心に、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
の自転車走行空間づくりを進めていきます。

駅周辺の道路網とアクセス（辻堂駅）
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2-3 湘南台駅周辺の自転車走行空間づくり …………………………………………………
　湘南台駅周辺の自転車走行空間エリアとしては、以下の図の範囲に設定し、自転車走行空
間づくりを進めていきます。
　自転車走行空間エリアの道路網は、湘南台駅を中心に、都市計画道路と市道が格子型に
配置されており、鉄道駅周辺に集まる自転車の経路として見ると少し使いにくい構造となってい
ます。
　これらの道路網は、土地区画整理事業により小田急江ノ島線東側、西側ともに、整備を終え
ているため、自転車の利用実態を踏まえて、都市計画道路と都市計画道路を補完する市道を
組み合わせて自転車ネットワーク路線を設定します。
　自転車走行空間エリアでは、主に駐輪施設や商業施設に連絡する自転車ネットワーク路線
を中心に、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
の自転車走行空間づくりを進めていきます。

駅周辺の道路網とアクセス（湘南台駅）

鉄道駅への自転車アクセス（市内）

駐輪場（市営・民間（市補助適用））

自転車走行空間エリア

凡　例

湘
南
台
駅

湘南台駅東口地下

湘南台駅西口

湘南台第1駐輪場
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第6章 中短期で取り組む自転車施策

2-4 長後駅周辺の自転車走行空間づくり ……………………………………………………
　長後駅周辺の自転車走行空間エリアとしては、以下の図の範囲に設定し、自転車走行空間
づくりを進めていきます。
　長後駅周辺の都市計画道路網を見ると、長後駅東口は、都市計画道路と市道が格子型に
配置されており、鉄道駅周辺に集まる自転車の経路として見ると少し使いにくい構造となってい
ます。長後駅西口は、放射集中型に配置されており、鉄道駅周辺に集まる自転車の経路として
は概ね適している構造となっていますが、都市計画道路に未整備な区間が多く、その連続性
に課題を残しています。
　このことから、長後駅周辺では、都市計画道路と都市計画道路を補完する市道を組み合わ
せて自転車ネットワーク路線を設定します。
　長後駅周辺では、近隣市域からの自転車利用が多いことから、綾瀬市、大和市、横浜市と
調整を図りながら、自転車ネットワーク路線を検討していきます。
　自転車走行空間エリアでは、主に駐輪施設や商業施設に連絡する自転車ネットワーク路線
を中心に、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
の自転車走行空間づくりを進めていきます。

駅周辺の道路網とアクセス（長後駅）

凡　例

長
後
駅

長後駅東口

長後駅西口第3

長後駅西口第1

長後西口第1駐輪場

鉄道駅への自転車アクセス（市内）

鉄道駅への自転車アクセス（市外）

駐輪施設（市営・民間（市補助適用））

自転車走行空間エリア
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普通自転車歩道通行可の歩道での自転車通行位置の明示

基本的な整備形態（イメージ）

自転車走行空間の共
通色で、自転車の走行
位置を明示

「歩行者優先」を
促す標示

路面標示による
啓発サインを貼付

　先導的に取り組む路線以外の路線の当面の対応については、車道の左側通行への徹底を
図ることを基本とし、左側通行を促す路面標示などを設置することを検討しますが、その対応が
交通状況などから難しい場合には、自転車歩行者道の活用も検討していきます。
　これらの場合には、路面のカラー化などを行うとともに、自転車利用者に歩行者優先を徹底さ
せるための通行ルールの周知などの安全対策をあわせて実施していきます。
　また、未整備の都市計画道路を、将来的な自転車ネットワーク路線として位置付けている地
域では、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。

3 先導的に取り組む路線以外の路線への当面の対応について
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第6章 中短期で取り組む自転車施策

　放置自転車対策の一環として放置自転車の解消、歩行者の安全な通行を確保するため、ま
た自転車の利用を促進するため、放置自転車が多く見られ、駐輪需要が高く駐輪施設の収容
台数が足りていない鉄道駅周辺などにおいて、駐輪環境の向上が必要です。このため、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。

1-1 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の整備……………………
　駐輪需要が高く放置自転車が多く見られる藤沢駅周辺においては、鉄道駅周辺の駐車需
要が駐輪施設の収容台数（収容枠）を越えている状況を踏まえ、まちづくり計画などとあわせた
新たな駐輪施設の整備を検討します。
　①   藤沢駅北口駅前地区整備事業を進めている、藤沢駅北口通り線沿線に新たな駐輪施

設の整備を進めます。
　② 藤沢駅南口周辺については、藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基づく事業との

連携を図りながら駐輪施設の整備を検討します。

1-2 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……
　駐輪需要が高い鉄道駅周辺において「藤沢市特定開発等に係る手続き及び基準に関す
る条例」に規定する駐輪施設の附置義務などに基づき、開発主体との協議を通じ大量の駐車
需要を発生する商業施設などへの駐輪施設整備の促進に努めます。
　①附置義務に基づく駐輪施設の整備を促進します。
　② 大量な駐輪需要を発生する鉄道、商業施設事業者との協力関係の強化に努めるととも
に、施設更新時などにおける駐輪施設の整備促進を働きかけます。

　③ 民間駐輪事業者への働きかけや助成制度による支援を引き続き進め、駐輪施設整備を
促進します。

藤沢駅南口路上自転車駐車場

1 新たな駐輪スペースの確保

基本方針2
とめる

針22
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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藤沢駅 市営無料自転車等駐車場 藤沢駅 市営有料自転車等駐車場

1-3 商店街の活性化を図るための民間駐輪施設整備の促進 ………………………………
　商店街団体が来街者の利便性の向上を図り、商店街の活性化を目的とする駐輪施設の整
備に対し、補助制度に基づいて支援を進めていきます。

　既存無料駐輪施設の防犯性・利便性の向上や、有料施設との受益者負担の公平性を図る
ため、施設の有料化や既設駐輪施設の利用環境の向上に努めます。

2-1 既存無料駐輪施設の有料化の検討………………………………………………………
　無料施設の規模、立地している用地の継続性、管理コストを含め有料化を検討し、可能な
箇所の有料化を推進します。
　① 藤沢駅北口周辺の新たな有料施設の開設にあわせて近隣の無料施設2カ所を廃止し、

統廃合による有料化を進めます。
　② 長後駅西口駅前広場の暫定改修にあわせ、近隣に新たな有料施設を整備するとともに、

開設にあわせて無料施設2カ所を廃止し、統廃合による有料化を進めます。
　③ 藤沢本町駅周辺については、道路整備時に道路下部などの利用を含めた駐輪施設を

検討します。

2-2 既存駐輪施設の利便性を高める方策の検討……………………………………………
　指定管理者による施設の効率的な管理運営を引き続き行い、利用者のサービス向上策を
検討します。
　近年、収容時の労力が軽減される機械式駐輪施設が普及しています。既存施設の老朽化
に伴い更新する際に、ゲート設置など駐輪設備の機械化を進め、処理能力強化、駐輪情報の
提供などによる利便性向上を図ります。

2 既存駐輪施設の利用環境の向上
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第6章 中短期で取り組む自転車施策

　放置自転車は、歩行などの妨げや災害時における緊急避難に支障をきたします。放置自転
車の撤去を進め、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ります。

3-1 放置自転車の効果的な撤去の推進 ………………………………………………………
　放置禁止区域を中心とした放置自転車の効果的な撤去をめざします。

3 放置自転車の撤去

南保管所

放置自転車状況（藤沢駅周辺）

放置自転車等保管状況
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　公共交通機関などとの連携を図りながら、サイクルアンドライドなど自転車利用の促進に向け
た取組みを検討していきます。

1-1 サイクルアンドバスライドの検討 ………………………………………………………
　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に、自転車でバス停・
鉄道駅に来て、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を検討します。

1-2 レンタサイクルの検討 ……………………………………………………………………
　江の島を含めた湘南海岸沿岸の鉄道駅や、観光施設周辺などでレンタサイクルを利用でき
るよう、レンタサイクル施設の設置場所や料金の支払いシステムなど、利用しやすい環境を整備
することを検討します。
　① 小田急片瀬江ノ島駅、江ノ電江ノ島駅、湘南モノレール湘南江の島駅の3駅を中心に、観

光を目的とした自転車で回遊しやすい環境づくりをめざし、レンタサイクルなど自転車利用を
しやすいシステムの検討を進めます。

1-3 自転車ラックバスの検討 ……………………
　隣接都市で行われている自転車の運搬が可能
な路線バスの運行など、自転車の利用促進に寄与
する移動環境づくりの検討を進めていきます。

1 公共交通などとの連携

サイクルアンドライド

【出典：神奈川中央交通ホームページ】

基本方針3
つかう

針33
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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第6章 中短期で取り組む自転車施策

　自転車や公共交通などの利用促進に向けては、自発的に過度な自動車利用から、自転車や
公共交通などの利用に促すソフト面での交通施策であるモビリティ・マネジメントを進めていく必
要があります。
　自転車利用は、手軽で環境にやさしく健康増進に繋がるメリットがある一方で、天候による影
響や大きな荷物を運べないなどのデメリットがあります。また、自動車利用は、天候の影響を受け
ずにドアツードアで移動できる一方で、温室効果ガスによる環境への負荷が大きいなどデメリット
があります。このような自転車、自動車など利用特性などの情報を提供し、移動手段に関して改
めて考えてもらいながら、自転車の利用促進につなげていきます。

2 モビリティ・マネジメントの推進

モビリティ・マネジメント

2-1 学校教育・住民対象のモビリティ・マネジメントの推進 …………………………………
　学校教育・住民を対象に、自転車、公共交通、自動車のメリットとデメリットなどを載せた動機
付け冊子と、自転車マップを配布し、自転車利用の促進に向け、一人ひとりが考えるきっかけを
作ります。
　また、短距離移動における自転車から徒歩への転換についても、同様に動機付けを行います。

2-2 職場対象のモビリティ・マネジメントの推進 ……………………………………………
　各企業の労務担当者を対象に、企業視点・利用者視点双方の自転車、公共交通、自動車の
メリットとデメリットなどを載せた動機づけ冊子と、自転車マップを配布し、自転車利用の促進に向
けた、自転車通勤への各企業の通勤手当制度拡充などについて検討するきっかけを作ります。
　あわせて、従業者を対象に、動機づけ冊子と、自転車マップを配布し、自転車利用の促進に
向け、一人ひとりが考えるきっかけを作ります。

○過度な自動車利用は、それに伴い道路混雑が発生することで、環境への負荷がより大きくなります

意識啓発 ノーマイカー運動動機づけ冊子や
自転車マップを配布
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3 情報発信の充実

　自転車を利用しやすい環境づくりに向けて、既存駐輪施設の情報を載せた自転車マップの
作成など自転車利用の促進に向けた取組みを検討していきます。

3-1 既存駐輪施設の利用を促すパンフレット作成の検討 …………………………………
　自転車を利用しやすくするために、鉄道駅や商業施設周辺にある既存駐輪施設の利用を
促すパンフレットを作成します。

3-2 自転車マップ作成の検討 …………………………………………………………………
　自転車の利用促進に向けては、駐輪施設の情報や自転車を利用することでアクセスでき
る各種施設などの情報、および安全、快適にアクセスできるルートの案内などが有効であると
考えます。
　このため、鉄道駅周辺の駐輪施設と推奨走行ルート、目的施設、交通事故危険箇所などの情
報が一体となったマップを作成し、観光マップなどと連携しながら、自転車利用を日常的に行って
おらず、知識を有していない層の掘り起こしをめざします。
　また、安全に自転車利用するためには、
ルールの遵守も必要であり、このような情
報を載せるなど、様々な目的で作成される
ことが考えられることから、マップ作成にあ
たっては、地域や関係者と協働しながら、
地域のおすすめ情報などを記載するなど、
地域密着度の向上についても検討してい
きます。

3-3 身体活動量についての掲示の検討………………………………………………………
　鉄道駅までの距離、自動車との二酸化炭素排出量の比較や、身体活動量について示した
道路標識や看板などを設置することを検討します。

　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。

4-1 自転車利用を促すイベント開催の検討 …………………………………………………
　自転車にふれあう機会を目的とした市民参加型のサイクルイベントなどを開催し、自転車の利
用促進に向けた取組みの検討を進めていきます。

4 自転車にふれあう機会の創出
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第6章 中短期で取り組む自転車施策

　自転車の安全な利用に向けては、「基本方針１はしる」の自転車空間整備とあわせて、自転
車利用者、歩行者、自動車利用者など道路を利用するすべての人に、自転車は車両であると
いう意識づくりを進めていくことが有効であると考えます。
　このため、現在、取り組んでいる施策の拡充や充実に向けて検討を進めていきます。

1-1 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」（「自転車の安全利用の促進について」（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））に基づき、自転車は原則車道左側通行
や例外的に歩道通行する場合は歩行者優先で徐行するなど、自転車利用ルールについて、
道路を利用するすべての人に対して、地域、学校、交通管理者（警察）など関係者と連携しな
がら、自転車利用のルールの周知徹底を図っていきます。
　※・ 13歳未満の子どもや70歳以上の人、車道通行に支障のある身体障がい者が運転して

いる場合は除く。
　　・ 車道で道路工事をしている、車道の幅が狭く著しく車が多いなど車道通行が危険な場

合は除く。

1 交通安全啓発活動の拡充

【資料：警察庁ホームページ】

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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1-2 自転車事故防止のための効果的な交通安全教育の推進 ………………………………
　自転車走行空間整備にあわせて、道路を利用するすべての人に通行ルールや路面表示な
どの周知を図り、交通ルールの遵守につなげていきます。また、自転車利用の効果や自転車の
快適な乗り方など自転車利用促進につながる意識づくりも進めていきます。
　① 藤沢市が主催するイベント、地域で行う祭り、商業施設での各種イベントなどの機会にお
いて、自転車安全走行キャンペーンを展開していきます。

　② 通学時に自転車を多く利用すると想定される高校生・大学生を対象に交通安全教育を行
い、自転車安全運転マニュアルの配布を検討していきます。

　③ 自動車のドライバーに対する安全啓発として、運転免許の更新講習などと連携した自転
車ルールの周知策を検討していきます。

　④ 広報誌・ホームページなどを通じ、自転車利用ルールについて広く周知を行っていきます。
　⑤ 交通安全教室や各種イベントなどの機会において、自転車利用による傷害事故を補償す
る自転車傷害保険について周知を行っていきます。

　交通安全啓発活動の機会において、駐輪時の施錠の徹底や防犯への意識づけ活動の実
施などを推進していきます。

2-1 駐輪時の施錠の徹底の推進 ………………………………………………………………
　自転車盗難被害のうち無施錠による盗難が高い割合となっているため、安全啓発活動の機
会において、自転車への施錠の徹底を周知する活動を展開します。

2-2 防犯登録義務化の周知の促進 ……………………………………………………………
　自転車の盗難防止と被害回復の促進を目的として、自転車防犯登録義務化の周知を促進
します。安全啓発活動など様々な機会をとらえ、防犯登録が義務化されていることを周知する
活動を行っていきます。

2 防犯への意識づけ活動

藤沢各地区での啓発活動
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第6章 中短期で取り組む自転車施策

　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する活動を推進します。

3-1 自転車走行空間における安全走行の確保 ………………………………………………　　
　自転車環境づくりにあわせて、自動車運転免許の更新講習及び安全教室などと連携し、安
全走行を周知する活動を推進します。

　警察庁の通達（2011年（平成23年）10月25日）より、自転車は原則車道の左側を走行するこ
とになっていますが、まだまだ歩道走行による事故が発生していることから、従来の姿勢や認識
を転換し新たな認識への啓発をしていきます。

4-1 交通ルール認識への啓発活動の推進 ……………………………………………………　　
　①    「自転車通行可」ではない歩道に対し、自転車走行禁止の徹底を周知する活動を推進 

します。
　② 自転車教育を関係部署と連携し、交通管理者（警察）へは、自動車運転免許更新時の
講習でのルール教育を依頼します。

　③幼稚園・保育園・学校や地域及び高齢者に対する交通安全教育を推進します。
　④ 社会人に対する、事業所単位での交通ルール教育を依頼します。
　⑤ 自転車利用に関する交通ルールなどについて、交通管理者（警察）など関係部署と連携
し、問い合わせへの応対の充実を図ります。

　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。

5-1 幼児二人同乗用自転車の利用の啓発 ……………………………………………………

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

幼児二人同乗用自転車
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