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1 ふじさわサイクルプラン策定の背景・目的

●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などの側
面から身近な足としての利用が進んでいます。さらに、東日本大震災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、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。

●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～

○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～

○健康増進　～自転車利用による健康増進の促進～

○環　　境　～環境にやさしい交通手段の環境づくり～

2 ふじさわサイクルプランの役割と位置付け

●�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。

●�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。

●�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。

はじめに
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1 藤沢市の移動距離と交通手段別の利用状況

2 自転車の車種別販売台数

3 自転車の環境面での特性

4 自転車利用による運動効果

　藤沢市の自転車利用の多くは、10km程度までの移動距離で利用されていますが、特に、
1kmから3km未満までの移動距離における利用が2割を超え、最も多くなっています。

　国内自転車の車種別販売台数の推移は、2003年（平成15年）から2011年（平成23年）
にかけて、スポーツ車が約3.9倍に、電動アシスト車が約1.9倍と大きく増加しています。その次
に、主に主婦用に設計されたホーム車が約1.4倍の増加となっています。

　自転車、徒歩は、利用による二酸化炭素排出量はゼロであり、鉄道、乗合バスなど他の交
通手段と比べてもその優位性は特出しています。

　軽い負荷をかけた20分の自転車利用は、速歩や、水泳の10分の運動と同じ程度の運動
効果が見込まれます。移動の際の徒歩や、自転車利用でも、水泳、ゴルフ、ランニングなどの運
動と同じような運動効果が見込まれます。

自転車〈凡例〉 徒歩 自動二輪 自動車 鉄道 バス
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●自動車利用から自転車利用及び徒歩への転換

移動距離と交通手段別の利用割合（藤沢市）

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】

自転車利用の特性
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1 自転車利用の現状と課題
　藤沢市の自転車利用に関する課題としては、以下のように整理されます。

自転車走行空間から見た課題

駐輪環境から見た課題

利用促進から見た課題

ルール・マナーに対する意識から見た課題

現　状 課　題

◆自転車走行空間に関する現状
	・		自転車走行空間の整備が部分的であり、連続していない
・		北部地域では、東西方向に高低差がある地形となっている
・		私事目的での自転車の利用割合が高い
・		辻堂駅、藤沢駅、湘南台駅、長後駅までの利用が多い
・		走行環境への取組みについて、重要度が高く満足度が低い
◆自転車関連事故に関する現状
	・		自転車関連事故の構成率は県下平均よりも高い
・		自転車関連事故の割合が全交通事故の1/4程度を占めている

●���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

現　状 課　題

◆駐輪環境に関する現状
	・		鉄道駅周辺の駐輪需要に対し駐輪施設の収容台数が足りていない
・		自転車駐車場所への取組みについて、重要度が高く満足度が低い
・		駐輪施設について、利便性・防犯性の向上が求められている
◆路上駐輪に関する現状
	・		鉄道駅周辺の放置自転車が絶えず、歩行などの妨げになっている

●���交通結節点や商業施設
周辺の駐輪環境の改善　

	●���既存駐輪施設の利用環
境の充実

現　状 課　題

◆自転車利用促進に関する現状	
・		北部地域では、自動車の利用割合が高く自転車の利用割合
が低い
・		自転車がエコな交通手段として注目されている
・		自転車利用が健康づくりにつながると考えられている

●���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

現　状 課　題

◆ルール・マナー向上に関する取組み状況
・		交通安全教室などの取組みを行っている
・		高校生や高齢者への講習回数、参加人数が少ない
◆自転車関連事故に関する現状
・		自転車関連事故を類型別に見ると車両相互の事故が大半
◆自転車の盗難被害の現状
・		自転車の盗難被害は無施錠による盗難が約6割を占めている

●���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

現状と課題の整理
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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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基本計画

3 自転車施策の基本的な考え方

4 自転車施策

　鉄道駅までの移動や買い物目的など、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。

●�基本方針1　はしる～走行空間整備～

●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

＜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。

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
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基本計画

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

　「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。
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●�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～

＜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。

＜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。

＜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。

●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

●公共交通などとの連携
●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

●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

基本計画
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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

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

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

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

　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。

　将来的な自転車ネットワーク路線のうち、道路空間の再配分などにより、先導的な自転車走行
空間づくりに取り組んでいきます。
　また、先導的に進めていく路線とのネットワーク化を図るため、既設路線との連続性や交通事
故の状況を踏まえ、自転車走行空間を検討していく路線として設定していきます。

　自転車利用の多い鉄道駅周辺の自
転車走行空間エリアでは、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、自転車走行空間づく
りを進めていきます。

　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。
　これらの整備が難しい場合には、自
転車歩行車道の活用や代替路線の選
定についても検討を行います。

1 自転車走行空間づくり

2 鉄道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

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

民地側 歩道 車道
歩道 車道

自転車と自動車を
混在通行とする道路

当面の整備形態（イメージ）

中短期で取り組む
自転車走行空間の
整備路線

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

中短期で取り組む自転車施策
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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

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

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

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

　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、駐輪需要が高い鉄道駅周辺などにおいて、必要な駐輪ス
ペースの確保に努めます。

　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。

　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。安全・安心
に通行可能となる歩行空間の確保を図るため、放置禁止区域を中心とした放置自転車の効果
的な撤去を進めます。

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

●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民間駐輪施設整備の促進

●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

●放置自転車の効果的な撤去の推進

藤沢駅南口路上自転車駐車場

中短期で取り組む自転車施策
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●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

●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

●自転車利用を促すイベント開催の検討

●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

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

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

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　公共交通機関などとの連携を図りながら、自転車

利用の促進に向けた取組みを検討していきます。

　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を進め
ていきます。

　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。

　自転車を利用しやすい環境づくりに向けて、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。

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

4 自転車にふれあう機会の創出

3 情報発信の充実

サイクルアンドライド

モビリティ・マネジメント

○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

川沿いの路線

中短期で取り組む自転車施策
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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

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

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

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

●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

●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

●自転車走行空間における安全走行の確保

●交通ルール認識への啓発活動の推進

●幼児二人同乗用自転車の利用の啓発

　自転車の安全な利用に向けて、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きます。

	　		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。

　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。

　　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、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。

　6歳未満の幼児を二人乗せて自転車を運転するには、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
ているため、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。

1 交通安全啓発活動の拡充

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

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

藤沢各地区での啓発活動

幼児二人同乗用自転車

中短期で取り組む自転車施策



12

市民

関係
機関

学識
経験者

行政

・進 行 管 理

・情 報 交 換

・調   整

計画の推進体制のイメージ

　「ふじさわサイクルプラン」の実現に向けては、方針に応じた評価指標を設け、中短期に取り
組む自転車施策の実施状況を定期的に確認し、評価指標などを把握することが重要と考えて
います。
　進行管理については、定期的に進捗状況を把握し、評価、検証により改善を図るＰＤＣＡサイ
クルを用いて進捗管理を行っていきます。あわせて、社会情勢や市民ニーズの変化に基づく確
認・見直しが可能なよう、交通に関する市民意識調査を定期的に行い、自転車施策に対する
満足度について定期的な調査も行っていきます。
　また、中短期的な自転車施策の進捗や、社会経済情勢に大きな変化が生じた際には、本ふ
じさわサイクルプランの見直しを行います。

　「ふじさわサイクルプラン」の実現に向け、定量的なアウトプットや市民満足度調査による評価
指標を設定します。
　方針に応じた自転車施策の実施による評価指標の目標に対する達成度を定期的に検証す
ることにより、施策の効果や達成状況を確認します。

1 進行管理と定期的な見直しの考え方

基本計画に対応した中短期で取り組む自転車施策の計画

各自転車施策の実施

各自転車施策の実施の評価、検証

自転車施策に関する進行管理と見直し

Plan（計画）

Do（施策実施）

Check（評価）

Action（見直し）

PDCAサイクルによる進捗管理のイメージ

●評価指標について

　「ふじさわサイクルプラン」の実現に向けた推進
体制としては、実施する施策についての情報交換・
調整などを行うため、市民、学識経験者、商業関係
者、行政、関係機関などにより構成する「（仮）ふじ
さわサイクルプラン推進連絡協議会」を設けます。
　この協議会を中心に、市民の方々、商業関係
者、交通事業者、関係機関などと連携を図りながら、
「中短期で取り組む自転車施策」に取り組んでい
きます。

2 プランの実現に向けた推進体制

進行管理と定期的な見直し　
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