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会  議  録  

◇事務局－都市整部土木管理課自転車計画グループ 電話 03-4566-2691 

附 属 機 関 又 は 

会 議 体 の 名 称 

 

豊島区自転車等駐車対策協議会 第 36 回 全体会 

 

事務局（担当課） 

 

都市整備部土木管理課 

 

開 催 日 時 

 

平成 30 年 1 月 17 日（水）午後 2 時 00 分～3 時 50分 

 

開 催 場 所 

 

豊島区役所本庁舎 8 階 レクチャールーム 

 

出 席 者 

委 員 

＜学識経験者＞太田勝敏 

＜区民、区長推薦者＞足立勲、内田忠、齋木勝好 

北方真起、柳田好史、京谷宣明 

石嶋光代、植木隆司 

 

＜区議会議員＞木下広、芳賀竜朗、山口菊子、森とおる 

＜関係団体＞松田宗能、進藤政治 

＜鉄道事業者＞村上基宏、長田裕太郎、小川聡史 

＜関係行政機関＞三條憲一、村上修史、三橋仁美、岡田昭彦 

そ の 他 

＜幹事等＞副区長、土木担当部長、都市整備部長 

道路整備課長、都市計画課長 

土木管理課長 

事 務 局 

 

土木管理課自転車計画グループ 

 

公  開  の  可  否 
公開 

傍聴人数 1 人 

非公開・一部公開 

の場合は、その理由 

 

 

会 議 次 第 
（議題） 

１． 自転車走行環境計画（案）について 
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審 議 経 過 

開 会 

 

事務局： それでは定刻となりましたので、ただいまから第 36 回豊島区自転車等駐車対策協

議会を開催致します。本日はお忙しい中をご出席頂きましてありがとうございます。

私は事務局を担当致します豊島区都市整備部土木管理課の柴でございます。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

     前回 11 月 10 日に開催致しました自転車等駐車対策協議会では、第 2回分科会でご

検討頂いた、走行「空間」から走行「環境」という計画名称の変更や、アンケート結

果を踏まえた対象路線の見直し及び整備タイプの設定など、「自転車走行環境計画（素

案）」についてご協議頂きました。 

     その後、詳細は後ほどご説明致しますが、12月 11 日に開催した第 3回分科会では

前回の全体会で委員の皆様から頂いたご意見に対する対応をまとめさせて頂いた次

第でございます。 

     なお、本日の会議は協議会委員の過半数が出席されており、豊島区自転車等の放置

防止に関する条例施行規則第 17 条第 2 項に基づき成立しております。また、同じく

第 4 項により原則公開で行うこととされており、議事録も公開となっております。よ

ろしくお願いします。 

     続きまして、本日の資料の確認をさせて頂きます。事前に今回の資料を送付致しま

したが、一部に加筆、修正を施した箇所がございますので、本日机上にお配りした資

料でご審議をお願い致します。 

     では、資料の確認を致します。まず本日の「会議次第」が１枚。次に「資料 36-1」

と致しまして、A4 判の冊子で豊島区自転車走行環境計画（案）、次に「資料 36-2」と

致しまして、A4 判 8 ページの豊島区自転車走行環境計画（案）概要版の 2 点でござ

います。続いて参考資料でございます。「参考資料 36-1」と致しまして、A3判で前回

全体会までに出された意見と分科会での検討、「参考資料 36-2」と致しまして、A4 判

で第 35 回豊島区自転車等駐車対策協議会議事録（案）、最後に「報告事項」と書いて

ございますが A4 判両面刷りの資料の 5 点と、情報提供として足立区で自転車の施錠

について条例で義務付けを行ったという新聞の切り抜きをお配りしてございます。よ

ろしいでしょうか。 

     本日の欠席に関するご連絡ですが、久保田副会長、木津委員、長田委員、渡貫委

員、福田委員から頂いております。本日は傍聴が 1 名ということでよろしくお願い

致します。 

なお、本日は自転車走行空間計画策定にあたりお手伝い頂いておりますコンサルタ

ント会社、株式会社創建よりご出席を頂いております。 

     それでは会長、本日の議事進行よろしくお願いします。 

 

会 長： 本日はお忙しい中、お集まり頂きありがとうございます。はじめに、いつものお願

いでございますが、取材の方がいらっしゃるようでしたら写真等の撮影につきまして

は会議の冒頭までとさせて頂ければと思います。 
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     また、本日は傍聴の方が 1名、付添ということでいらっしゃっていますので、問題

なければお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。了解です。 

     前回の全体会（資料 35-4）でご確認頂いていますが、本日の全体会はこれまで「素

案」としてご議論頂いてきた走行環境計画を、パブリックコメントという形で区民の

皆様にお示しして合意形成を図るための重要なステップです。事前に配布された資料

はお読み頂いているものと存じますが、改めて分科会での検討の中身をご報告頂き、

より良い案に練り上げて頂きたいと思います。 

     続きまして、本日「参考」として配布された「議事録（案）」の扱いですが、本日

は十分に読み込むお時間もないことと存じますので、前回と同様に委員の皆様は各自

お目を通して頂き、お気づきの点がありましたら事務局までご連絡を頂くという扱い

にさせて頂きたいと思います。 

     なお、本日は分科会の久保田座長が所用によりご欠席ときいていますので、分科会

の検討内容も含めた本日の資料説明は事務局からご報告頂くということでよろしい

でしょうか。 

 

事務局： それでは、12 月に開催された第 3 回分科会での協議内容についてご報告致します。 

     まず、資料説明に先立ちまして、前回全体会で委員の皆様から頂いたご意見につい

て、分科会で話し合った内容をご報告致します。「参考資料 36-1」として本日机上配

布しました A3 判の「前回全体会までに出された意見と分科会での検討」をご覧くだ

さい。 

     （参考資料 36-1「前回全体会までに出された意見と分科会での検討」の説明） 

 

会 長： はい、ありがとうございます。何かご意見、ご質問等がありましたら、よろしくお

願いします。よろしいでしょうか。いろいろな意見を分科会の方でもんで頂いたと思

いますが、特になければ一度これで具体的な素案の方がどうなったか、こちらの説明

の中でまた関連させて確認したいと思います。 

     また、議事録の整理の都合がありますので、恐れ入りますが、ご自身のお名前を言

ってからご発言をよろしくお願いします。 

それでは、前回の全体会で出された意見に関して分科会でご検討頂いた内容につい

ては、一定の理解が頂けたかと思いますので、本日の協議内容の「豊島区自転車走行

環境計画（案）と「概要版」について、事務局からご報告をお願いします。 

 

事務局： それでは、引き続いてご説明させて頂きますが、資料全体ですと相当なボリューム

になりますので、ご報告は専ら「資料 36-2」の概要版でさせて頂きながら、適宜本

編（資料 36-1）を参照する形でご説明をさせて頂きます。 

     （資料 36-1「豊島区自転車走行環境計画（案）」及び資料 36-2「豊島区自転車走行

環境計画（案）概要版」の説明） 

 

会 長： はい、ありがとうございました。それではご質問、ご意見、何でも結構ですからい

かがでしょうか。 
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Ｃ委員： 細かいことで恐縮ですが、2点あります。まず概要版の「はじめに」ですが、写真

が 2 枚薄くはなっていますが、当面維持していくという普通自転車通行指定部分の写

真かと思います。これは暫定的に今のところは利用していくというものであって、ガ

イドラインに即した車道通行を基本原則として今後、国としてはやっていきたいとい

う思いがあるところに沿っているのであれば、この写真ではなく理想形のものを利用

している方がよいと思います。ここは豊島区ならではで、いいと思いながらも、両方

とも歩道の写真、歩道に自転車が通っていいという写真になっているので、ゆくゆく

は、これは国としてはこうではなくてどんどん自転車を車道に下ろしていくとうもの

でガイドラインができていると思うので、この写真は、そこにはややそぐわないので

はないかと思います。 

     あともう 1つ、3ページ目のところの基本目標ですが、これが歩行者も自転車も安

全安心な走行環境づくりはその通りであると思いますが、8 ページのところでは、自

転車、歩行者だけではなくて自動車の安全の確保を努めているというところもあった

ので、これを加えるか加えないかは別にして、歩行者、自転車、車も安全安心に住め

る走行環境づくりというのがあってよいと思います。 

 

会 長： はい、ご意見ということですね。事務局からは何かございますか。 

 

事務局： おっしゃるとおりでございまして、一番表紙に入る写真としては、やはり歩道内の

ものを理想形としていかないということでございます。ただ、区内で実際にナビライ

ンとして描かれている事例になる写真があるかというと、少し難しいところがあるの

で、まだこれから整備していくので、例えばイラストにするとか、少し歩道と車道と

きちんとみんなが幸せになっているような絵を用意してみて、チャレンジしてみま

す。ということで、そこを差し替えるというところと、基本目標のところを歩行者も

自転車も安全安心にというところに、自動車を加えるかという部分については、全体

計画との兼ね合いがありますので、少し調整させて頂きたいと思います。当然自動車

も安全に走って頂くことが大事ではありますが、道路の中で一番強い立場にあります

ので、その辺の取り扱いを調整させて頂ければと思います。 

     一点先程の補足でお時間よろしいでしょうか。分科会での検討について、こちらと

概要版がどう絡んでいるか、作成した本人として補足します。全体会の参考 36-1 の

②に書いてございます走行環境のお話で、自転車は自分達でルールをしっかり守りま

しょうというところと、歩行者や自動車運転者の方、特に自動車運転者の方に配慮し

て頂きたいということで検討してきたというところにつきましては、概要版の例えば

8ページ目ですが、そこに②として自転車の方には適正利用を促すための周知啓発を

併せていく、歩行者と自動車の方に対しては走行環境ができたという状況の中で、そ

こをケアするために配慮をしてもらうように、これを一緒に周知啓発をしていきます

よということで、明確に書かせて頂いたというところがございます。あとは参考 36-1

の③のところ、高齢者等、歩道を走らないと怖いという方がいらっしゃるというご意

見でございますが、こちらの方は先程の説明の中で十分伝わっていると思いますが、

3ページ目の一番下のところで、現状の道路空間を活用して、使う方が選択できる仕

組みということで進めていきたいということについて、これもはっきり明記すること



5/18 

で位置付けをさせて頂きましたというところでございます。対象路線の選定の⑤です

が、必ずどこかにつながると考えるかというところで、以前途中で切れている所があ

ったということもございまして、これは例えば、概要版の 4 ページ目、青い点線で書

いてあるような所は、これから都市計画道路がつくられていく所でございますので、

どうしてもそういった所、赤い整備しようとするラインについては現状としては切れ

てしまうところがございます。5ページの一番下の方の区が整備する路線を見て頂く

と、大塚駅から巣鴨の方、右上に赤いラインがずっとつながっていると思います。前

回はこれも途中で切れていて幹線道路にすらつながっていないという状況がありま

したので、こういった所をあらためて一通りチェックして追加させて頂いたりしてお

ります。最後でございますが、参考⑧のところ、自転車ナビマークの取り扱いをどう

するという話につきましても、こちらの方も概要版でしっかりと、実際に自転車ナビ

ラインというのは青い矢羽根と白いマークを併用することで、ナビラインとしてつく

っていきますということで謳わせて頂いて、当然そのことが本編にも書かせて頂いて

おりますので、私ども事務局としては、分科会で頂いた意見であるとか全体会で頂い

た意見とかを反映させて頂いたというところでございます。補足になりましたが以上

でございます。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。それでは、ただ今頂いたご意見については、対応

を検討して頂くということでお願いします。何かさらにご質問はいかがでしょうか。 

 

Ｖ委員： 本編の 12 ページで国や都との整合性の問題が出ているところですが、今回の案で

は国道が 4.6km、都道が 17.5km ということで整備を協力してやっていこうという計

画になっているわけですが、現時点で 4.6km、17.5kmの整備計画等があるようであれ

ば、これはお知らせ頂きたいというのが一点。二つ目が、これは分科会でもあまり議

論されていなかったですが、24 ページの区内での交通事故特性ですが、正直言うと

あらためてビックリしました。これを見ると豊島区は 17 番目ですけど、37件も増え

ている。一方で足立区みたいに 102 件だった所もあるわけです。断トツで増えている

ということについて、あらためてこれは一体どういうことが理由なのかをお考えにな

っているか、この辺りをお伺いしたい。それから、後は事務的な話ですけど、61 ペ

ージの平成※※年、これはおそらく平成 30 年何月現在ということを入れるおつもり

なのでしょうが、これをどうするのかということと、81 ページ、細目③とあるが順

番からいうと細目④ではないか、このご指摘だけさせて頂きたい。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。 

 

事務局： 国道、都道と一緒にやっていかないと、長距離につながる所はどうしても区道では

ない所が多いものですから、こちらについては実際に整備されている所をこれからど

うされていくのかというところとか、今資料がありませんので、あらためて確認次第

ご報告させて頂きますが、もし可能であれば、それぞれ国交省の方等にもお話を頂け

ればと思います。 

     もう一つ、24 ページ目の事故の件ですが、実はこちらの方、私どももデータを整
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理していく中で、自転車の事故が減っていくのが最近のトレンドでございましたの

で、正直言うと驚いているところでございます。グラフの赤い線を見て頂くと、だん

だん下がっていっているものの、28 年に上がっているというところがありますので、

この辺り、もう少しこちらとしても精査をしていきたいと思いますが、もし警察の方

でご存知のところがありましたら、教えて頂ければと思います。 

 

会 長： はい、現状ではそのようなことでよろしくお願いします。警察さんの方で交通事故

について何か情報ありますか。年によって確かにアップダウンしますが、自転車だけ

ではなく特定の理由なのか、把握してはいらっしゃらないですか。 

 

Ｒ委員： 具体的な理由はわかりません。 

 

会 長： 注意すべき点なので、今後とも配慮するべきでしょう。それから、国道と都道の区

間の話は連携していくということをしっかりと書いてありますね。連携の仕組みとか

具体的な体制になっているのか。打ち合わせの結果現況でこうなっている。それもそ

れぞれの計画でどこにどう入れているのかは参考としてもしあれば入れて欲しい。一

応ここではそういうことをやってくださるという了解の下にこれを書いていますと

いうことでしょうかね。情報があったら適宜追加していくということでしょうか。 

 

Ｘ委員： この冊子は区民の皆様方にもご覧頂くようになるのですか。 

 

事務局： 2 月 1日からパブリックコメントを予定しております。 

 

Ｘ委員： そうではなく、出来上がった時にこの冊子が区民の方達にもご覧になれるというか、

見てもらうという考え方でよろしいですか。 

 

事務局： はい、ホームページとかにも出します。 

 

Ｘ委員： それで、お願いなのですが、これを最初に見た時に非常に読み辛かったのですね。

専門用語がたくさんあること、そういうことを含めると、もう少し丁寧に説明を入れ

て頂きたいということが一つ。それから、法令等の項目が括弧書きで入っていますね。

どの法令なのか、どういう根拠なのかも入れておいて頂いた方がいいのではないか、

親切ではないかと思います。前回の分科会の時に私は会議の時には発言せず、終わっ

てからで大変申し訳ないのですが、直してもらえないかということをお願いしたので

すが、ある程度直っているところもあるのですが、例えば、3 ページの①の「国・都

における自転車関連計画等について」の一番下の項目ですが、国や都の上位・関連計

画を整理するというと、区がやるような書き方になってしまうのですね。そういうこ

とが許されるのかどうかというのがあったので、そういう細かい所が何ヶ所かあった

のですね。そういうものはもう一度整理して頂いた方がいいような気がするので、お

願いします。直接お話ししてしまってもいいですか。 
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事務局： はい、直接ご意見賜りまして、わかりやすく整理したいと思います。 

 

会 長： よろしくお願いします。パブリックコメントは、本文だけでなく概要版も合わせて

一緒に提出して、意見があればということにするわけですね。 

 

事務局： 概要版も合わせて提示致します。 

 

会 長： 概要版は特に注意して頂ければと思います。ありがとうございます。その他ご意見

はいかがでしょうか。 

 

Ｋ委員： 観光の立場から一言お聞きしたいことがございます。来街者というのは外国の方も

含まれているでしょうか。何しろ、非常に観光で外国からおみえになる方が年々増え

て、昨年は 2,800 万人、一昨年が 2,400 万人ということで、どんどん新記録ができて

いるということは相当外国の方が来る。外国の方は買物ばかりではなく、いまや体験

型が非常に多い。ということは、せっかく豊島区の方で一生懸命観光資源をお金をか

けながら PR しているのにも関わらず、そこへ辿り着くのに、おそらく自動車、その

他電車より自転車がということになる可能性が将来的にはあるのではないかと思い

ますので、これからのいわゆるいろいろな形の環境整備にしても、外国人対応という

ものを多少考えていかないと置いてきぼりになってしまうのではないかと思います。

2,800万人来ている大半が、都心に来ているのですね。大阪、京都、名古屋、東京と

いうことで、おそらくオリンピックを控えてこれからますます増えてくるであろうと

いうことになると、外国人観光客は無視できないと思いますので、その辺りの対応を

環境計画の中に入れていかないといけないと思いますので、よろしくご検討願いたい

と思います。 

 

会 長： ありがとうございます。大変重要な観点です。 

 

事務局： 外国人対応ということで、自転車を利用して頂く機会もあると思いますので、表記

の問題も計画には載せていかないといけないと思っております。 

     最後にお話しようと思っていたのですが、最近新聞やテレビで伝えられているシェ

アサイクルとか、そういったものを外国人の利用などもあります。数年前から千代田

区とか港区中心にシェアサイクル事業が行われておりまして、この数年中野区など豊

島区周辺でも同様の事業が展開されているという事実がございます。実際に椎名町と

か、要町にもすでにサイクルポートが設置されておりまして、ソフトバンク系の事業

者がシェアサイクルをスタートさせています。今後は、民間事業者がやっている部分

でございますので、私どもはそれが広がってどういう影響が出てくるのかということ

も把握しなければならないと思っております。また、消費者の観点からも、必要な情

報提供を事業者と意見交換するなり、そういったことを情報収集しながら、今後区内

でどんな形の展開ができるのかということを考えていきたいと思っております。 

 

会 長： はい、ということですが。 
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Ｋ委員： 観光客だけではなくて、今豊島区に外国人が非常に増えていますよね。ですから、

サインの問題であるとか、その辺りは非常に細かくやっていきませんと必ずトラブル

になります。今現実に、自転車に乗っている外国の方が非常に多い。日本人かと思う

と言葉が通じない。非常に多くなっているということを認識していかなければいけな

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。例えば 25 ページの本文の所、「自転車を取り巻く

環境における配慮点」の中に記載されていないのですが、これからの豊島区での自転

車の利用者で、外国人、来街者について検討していきましょうという言葉はぜひ残し

ておいてほしいと思います。といいますのは、先程紹介がありました中国系のシェア

サイクルで、中国で会員になっているのです。決済も全て中国のカードでやってしま

うと、どんどんそれを日本で使ってしまうと、他の地域で問題になってきていますね。

今自動車の方は大変な問題になっているのですよね。免許を買ってきてつくっている

ような違法に近い免許を日本で堂々と使って事故を起こしている。そんなのも出てい

ます。今後の問題として、そういうことを段々できませんよという配慮点はぜひどこ

かに記載して頂ければと思います。 

 

事務局： 私も他のまちで外国人の方が、予想だにしない所に駐輪をされることがあると、自

転車のマークがあればそこに駐輪してもよいと思っていたということがよくありま

したので、今回一つ、自転車道とかナビマークで矢印が書いてあれば、走る場所は一

目でわかるようになるので、そこに対して、合わせて、例えば本編の 99 ページ目に

「今後活用する区の周知啓発の取組み」と書いてございますけれども、こういった所

にしっかりと外国人の方、それは来街者の方に、例えばシェアサイクルを貸し出す時

に、そういったことを伝えることを頑張ってみるとか、居住されている方に広報の中

で回していく啓発の部分が一つと、もう一つはナビラインを引いた時にその横に書く

自転車はここを走るという標識も一緒に外国語を入れるとか、そういった手厚いとい

うか当たり前のことでもしっかりと書いておく。この書類に書いておけばやらなけれ

ばいけないと思いますので、そういったことも配慮して事務局の方で調整させて頂け

ればと思います。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。確かに周知啓発の中で具体的に書けるところと、

それ以外でどのような問題があるか一般的に考えなければいけないと思います。その

他何か。 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ｉ委員： いくつか確認をさせて頂きたいと思います。まずＶ委員からお話を頂いた、警視庁

から出ている資料を掲載して、豊島区がなぜこれだけ増えているのかという区内での

調査に留まるのではなくて、過去平成 22 年からは、少なくとも毎年警視庁が数字を

取っているでしょうから、他の区も平成 28 年度だけでいくと事故件数は渋谷区と豊

島区が同じだけれども、73件も減っている理由は何なのか。そういう意味で中野区、

それから文京区が一番少ないわけですけれどもこれがなぜ少ないのか。それぞれの特
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性があるでしょうけれども、警視庁が数字だけをつかまえているのか、それとも分析

しているのであれば、ぜひヒアリングをして頂きたいのと、そこがなかなか出てこな

いのであれば、特徴的な区に対して確認作業というのをぜひ豊島区としてもやって頂

きたいと思いますので、これは要望としたいと思っております。 

     それから、本編の方で、これから最終チェックをされていくでしょうけれども、気

になった所、差し出がましいような部分もあるのですが、21 ページの所で中間に「自

転車の利用」というので掲載されています。その下に一つ目の丸印で二行目の中段く

らいの所で代表交通手段とありまして、その右肩に※マークが付いていて、これ気づ

いて頂いていますか。これをどこかに注意書きで関わっている所をやって頂きたい、

気づいているようなのでこれ以上申し上げません。 

     それから 40 ページ、41 ページ、左側は歩行者や車から見た自転車利用者に関して

という所ですけれども、右側が自転車利用者から歩行者と自動車に対してということ

ですが、見出しがほぼ同じになっていますよね、左右が。これも気づいていらっしゃ

いますか。やはりここの見出しがおかしいのと、それから右側では段落で四角の黒丸

がありますけれども、ここも合っていないのと、それからその下にグラフがあって、

グラフとグラフの間に見出しがないとわからない。それから色も左が上下で変えてあ

りますから、左と合わせるのか、また新たな色で上下変えるとか、そういった所がな

っていないと思ったので、お願いします。 

     それから、64 ページですが、ここは重点的な道路ということで優先的にしていか

れると思いますが、やはりやれる所はここに掲載されていなくても柔軟に対応して頂

きたいと思います。また池袋駅の右側、明治通りに細かい矢印がありますね。なぜ細

かく分かれているのかということについては、教えて頂きたいのですがいかがでしょ

うか。 

 

事務局： 基本的にずっとつながっている経路を連続して引いていたのですが、つなげること

は可能ですね。図が小さいので、わかりやすいページで 56 ページ目が一番わかりや

すかろうと思いますが、池袋駅の西口の方でいくと、縦に一本長いのがありまして、

そこと劇場通りとの接続の部分の短い矢印が発生しておりますので、こういった所が

短くなっていまして、先程の線の太い所であるとどうしても細かくなってしまうと。

ただ、同じ道路管理者で同じ道路の番号が付いていればつなげることができるかと思

いますので、そこの部分についてはあらためて確認を取らせて頂きたいと思います。

区間が短いとどうしても路線数が増えてしまいますので、連続性がありそうな部分に

ついては、あらためてつなげるように整理をさせて頂きたいと思います。 

 

Ｉ委員： わかりやすい形にして頂ければと思っております。56 ページの方が確かに見やす

いと私も思ったのですが、大塚駅の南側は直して頂いたのですが、北側にすごく細か

い矢印がありますが、これは何ですか。これは先程言ったページにもありますが。 

 

事務局： こちらは 49 ページ目を見て頂くと、この短い矢印は今都市計画道路をつくってい

る途中の所までできていまして、悩んだのですがゆくゆくつながるということで一旦

入れさせて頂いたのですね。青い点線で書いてある所が、今度予定されている所です
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ので、そことの接続の所をつながってから位置付けた方がいいのか、その辺り私の方

も悩んだ結果として短くなっているというところでございます。 

 

Ｉ委員： 考えた上で記載があるのであれば、それはそれでいいと思いますので。それから、

概要版で私がこれまで触れてきた、自転車に乗っているナビマークということでお話

があったのですが、それが「前回全体会までに出された意見と分科会での検討」の⑧

にナビマークについてはガイドラインに記されているためということで概要版、本編

にも記載がありますが、本編の 73 ページに確かに国のガイドラインと掲載がありま

して、これが警視庁の出しているナビマークと同じものだという説明があったかと思

いますが、まず警視庁のものは正面からの絵柄で、国のガイドラインというのは横向

きであって、そこはどちらでもいいと思うのですが、私が問題視しているのは幅なの

です。警視庁が言っているものは、0.75m 以上。おそらく、道路形態が狭いであると

か、そういった理由があるからであると思うのですが、75cm 以下なのですよね。私

が見る限り 50cm もないと思います。40cm くらいだと思います。そこが、概要版にも

本編にも両方に記載されている形になっていて、それが青い矢羽根と同じようにつく

っているのは私もいいと思うのですが、掲載している以上は何らかの説明をしないと

腑に落ちないですし、こっちは 75cm 以上、こっちは 75cm 以下でないかということに

なれば、やはり気にされる方も出てくるのではないかと思います。もし把握している

のであれば、ご説明頂きたいのですが、いかがでしょうか。 

 

事務局： 基本的にナビマークというもの、あとナビラインもそうですが、一応法律に準拠し

たものということではなくて、正直言うと他の区は東京都の考え方とか国の考え方に

合わせているのですが、他の市町では、幅を変えて付けている所も過去にございまし

た。それが平成 28 年の改正の中で、まず水色の矢羽根の方でお話をしますが、本編

の 79 ページ目に 75cm 以上ということで歩道と車道の境界部から 1m 以上確保した上

で 75cm 以上幅を取りなさいとのことで書いてございます。書き方に割とこれまでは

自由度があったのですが、警視庁のホームページを見ていますと、ナビマークの方に

ついては自転車を前向き、自転車に乗っている人を前の方向から見た絵面にしなさい

ということで謳われておりますので、それに統一させて頂くのと同時に、幅について、

これは警察さんとの調整が必要になりますが、ナビライン、水色の矢羽根としては

75cm 以上担保して、それとできるだけ同じ大きさになるような形でナビマークも併

記していくと。概要版の方になるのですが、7 ページの一番下に交差点近くで水色の

矢羽根とナビマークを同じくらいの幅で書けるようにしてよいか、それを明記してよ

いかいうのは調整させて頂いた上で、このことを明記できればしたいと思います。お

そらく同じ絵面の中でお互い 75cm 以上と書いてあればそれが一番すっきりとすると

思いますので、その書き方ができるかどうか調整させて頂きたいと思います。 

 

Ｉ委員： どこまでこだわるか、見た方がどれだけいらっしゃるかということもあります。ど

れだけこの概要版、本編に盛り込めるのか。時間的なものもありますので、それはお

任せしますけれども、説明が迫った時にできるようなそういう体制づくりというのは

ぜひやって頂きたいと思っております。 
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感想めいたお話になりますけれども、アンケートも出して頂いて、かなりの方から

回答を頂いております。分科会の委員の皆さんは本当に短い期間、少数のメンバーで

様々な議論をしてこられたということで本当にご苦労だったと思います。ありがとう

ございました。全体的にも興味深く見させて頂きましたし、豊島区のことも特化して

掲載がありますし、充実した内容になっているのではないかと感じております。先程

Ｘ委員から語句、表現の部分でわかりやすく、正確性を記すようにというお話があり

ましたので、そこはぜひＸ委員の言葉というのを盛り込んで変更する部分もやって頂

いて、最終形という形にして頂きたいと思います。是非車道を中心とした自転車走行

空間、ただし安全面というのが一番大事ですので、そこに留意した形でやって頂きた

いこと、それから自転車駐輪場の整備も引き続きしっかり取り組んでいかなければい

けないということと、豊島区ならではの安全・安心を確保する適正な自転車利用の周

知啓発というところが、特にＣ委員中心にこれまでもいろいろ意見が出ておりますの

で、自転車は加害者になり得る、歩行者をさておいて我が物顔で走る、そういったこ

とはぜひ無くしていく啓発活動に力を注いていっていかなければならないと感じて

います。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。 

 

Ｖ委員： 何回もすみません。先程の確認をさせて頂きたいのですけれども、国道の関係の

4.6km、都道の関係の 17.5km については、今日委員の方にご出席頂いているわけです

けれども、現在、ここで自転車専用道路をつくるような計画はない、そういうことで

いいのかどうかというのを一点確認させて頂きたい。それから、意見を言います。99

ページ、先程事務局の方からありましたけれども、高齢者対策ということについて非

常に危機感を持っておりまして、もちろん幼児の問題も分科会の中でお話させて頂い

たのですが、最近やはり高齢者の自転車の走り方というのを目撃して、あわや事故と

いうのを見ましたので、あらためてここでご指摘をしておきたいと思います。ここで

見ると区・町会などの地域コミュニティについて、高齢者交通安全研修会を継続的に

実施するとなっていますが、研修会に出られる人はいいですが、出られない人がそう

いうことをやると思います。特に認知症自転車みたいな、あえてそういう言い方をし

ますが、認知症自転車についてどういうことが考えられるのか。せっかく専用ライン

をつくったり、ナビラインを引いてみたりしたって、走り方が認知症の方だとこれは

どうしようもない。その辺についてどういうようなことを考えればいいのかというこ

とを今何か区の方でお持ちであればお聞かせ願いたいと思います。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。 

 

Ｈ委員： 今お尋ねにありました都道の自転車の区間ということでございますが、ここで資料

を持っていないので明確なお答えができませんが、新しく道路をつくるような場合に

は基本的に自転車道は整備していく考え方でおります。ただ、現在やっております区

内で一番大きいのは環状 5号線、区役所の目の前を通っている所ございます。これが

できれば当然自転車道を設置していくということで考えてございますが、他の対象路
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線についてはいつからできるか、いつ着手できるかということについては現段階で今

ここに資料も何もないのでお話はしづらいというところでございます。 

     それから国道のお話もございましたが、国道 17 号の巣鴨駅前、あの部分について

は国の方から東京都に委託を受けまして、私どもの方で現在整備中でございます。完

成時期について明言できればいいのですが、その辺りについても整備部隊でないもの

ですから、迂闊なことを言って後で怒られるといけないので。以上です。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。 

 

Ｓ委員： 国道につきまして、基本的には重要なネットワークと思っておりまして、全線にお

いて自転車道を整備していくというのはスタンスとして持っております。順番的にや

っていることと、順次設計を進めているので、各路線についてはお答えできないです

けれども、基本的には自転車道を整備する方向で設計を進めていて、警視庁なり東京

都と調整しているところでございますので、国道についてはネットワークに組み入れ

て頂いて問題ないスタンスとして考えております。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。 

 

Ｖ委員： 大事なところなのでもう一度確認させて頂きたいのですが、国道、それから都道に

ついては自転車の専用道をつくる、車道の所をカットしてその部分に自転車専用道を

つくるということなのかどうなのかというのが一点。それから、道路の真ん中に線を

引いて、こっちは自転車通ってよいという区間がありますよね。それは併用するよう

な形になるのか、その辺のお考えをお聞かせ願いますか。 

 

Ｈ委員： 本編の 7 ページをご覧になって頂けるとわかると思いますが、国が新しくガイドラ

インをつくってくださったわけでございますが、東京都は未だにそのガイドラインに

沿って何かやれているのかというと、そうではございません。今のところここに書い

てあるように、東京都の自転車走行空間整備推進計画、これに沿って整備を進めてい

くということで、歩道内での視覚分離、あるいは幅がある場合には自転車道をつくろ

うということで、私どもの持っている道路は幹線道路でございますので、非常に車両

の通行も多く、あるいはスピードも出るような所で、できるだけ車道に出ないような

形で整備を進めて参った経緯もございますので、そういった観点からも、新しい道路

にしても今の段階では歩道内ということで考えてはおります。ただ、豊島区には関係

ないと思いますが、2020 年オリンピックに向けて、急遽自転車推奨ルートというも

ので、競技場周辺、国立競技場とその周辺でつくろうという動きをしております。た

だ、そうなりますと、整備しながらでは間に合わないということもありますので、そ

の部分については暫定的にナビラインで対応するという考え方も持っています。た

だ、直接豊島区内には推奨ルートはかかっていないと思いましたので、こちらを歩道

上で整備していくという考え方で書いてございます。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。現状の方針はそのようなことということですね。 
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Ｓ委員： 国道で必ずしも自転車専用道路をつくるかというところですが、そうとは決めてお

りません。ガイドライン上自転車専用道路もございますし、レーンもございますし、

現況の幅でそれがむずかしい場合は車道混在で暫定的にネットワークをつくってい

きましょうというのが認められています。そこは柔軟に地元のニーズ等、前後のつな

がりを見ながらどういうものがいいのかというのは設定していくと思っております

ので、必ずしも自転車専用道路ができるというスタンスにいるわけではないです。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。それ以外で概要版にありますように、連携して整

備を進めていくということですね。それから、高齢者の自転車問題ですね。自動車の

方が自転車対策を講じて考えてやっていきましょう、自転車については免許がありま

せんので、どうやって行っていくのか、何か区の方で対応を考えてもらえるのかどう

か、という質問ですが。 

 

事務局： 高齢者の自転車事故というのは区内の自転車事故の中でも高いですね。65 歳以上

の方、約 20％高齢者の事故が占めております。そういった中で、何らかの対策は必

要であると感じております。認知症の方の運転というのも、やはり今後対応を考えな

ければいけないと思いますので、今すぐ出せる答えはないですが、今後の対応、対策

を考えていきたいと思います。 

     補足ですが、本編の 99 ページに書き込めるのかどうかはまた調整をさせて頂く必

要がありますが、他のまちですと、高齢者本人ではなく高齢者のご家族という枠組み

の中で、もし本人の判断が危なそうな場合、認知の話になると本人は大丈夫と思って

いますので、家族の方に対して何か認知のチェックシートのようなものを配って家族

の方がどうするのかということを示しているような自治体もございますので、その辺

りの事例もまとめてみて検討して、要するに 99 ページの幼児の保護者と書いてある

ような形と同じで、高齢者の家族という枠組みが入れれば、本人でない方がよろしい

場面があろうかと思いますので、あとは他のまちですといろいろな場面で、逆に自転

車を使わない方がいいですよというアナウンスをすることも聞いたことがあります。

そういったこともありますので、どこまで書けるかわかりませんが、短い時間の中で

調整つくところについては、追加をさせて頂くことも検討したいと思います。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。その他何かお気づきの点ございますか。 

 

Ｃ委員： 先程のＩ委員と重なりますが、まず質問ですが、豊島区で今後道路を整備される場

合、車道に付くマークというのは 73 ページのガイドラインで示している横向きの自

転車の表示のものなのか、概要版ではナビマークになっていると思いますが、73 ペ

ージの方になるイメージでしたが、というのも、私は自転車活用推進研究会の理事も

やっておりまして、いろいろな自治体の政策に関わっているプロがいっぱいいる集団

に属していますが、文句を言うようで申し訳ないのですけれども、自転車のナビマー

クに対して自活研で関わっているメンバーで思うところがあります。というのは、矢

印は進行方向を示していますが、自転車の向きが逆走に見えるのですね。人によって
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は天に向かって上がっているように見えるという意見を聞いていまして、私も確かに

と思いながらも、豊島区民のママ達にどちらに進んでいるように見えるとナビマーク

を見せたところ、矢印が指す方と自転車のマークの向きが違うと言ったお母さんが約

半数くらいいたので、私としては豊島区でもナビマークが付いてとてもありがたいと

思う反面、これは逆走っぽいと思うところもあります。私はガイドラインの改訂にも

関わらせて頂いたのもありますし、やはり実際にママ達にマークを見せた時の反応も

どっちに進むのかわからないというのがリアルな声ですので、ぜひ豊島区で今後整備

していくものは 73 ページのものであってほしいと思います。 

 

会 長： 今の考え方はどうなっていますか。 

 

事務局： 調整をさせて頂くことになりますが、一応、73 ページはガイドラインをそのまま

引用した部分ですのでそのまま載せておりまして、区の方針、ひいては警視庁からの

お話もありまして、概要版の 3ページの一番右下の図を見て頂くとイメージが前を向

いてしまっています。この辺りは今のご指摘の事項も、この場でこちらにしますと言

い兼ねるところがありますので、調整させて頂くということで申し訳ございません。 

 

会 長： 豊島区方式で新しい図をつくるというようなことはない、整合性ですよね。ネット

ワークの中で、区の自転車道であれこれ、少なくとも一本の道路の中で国道の部分と

都の部分が違ったりとするのはよくないですね。それはやはり統一した方がいいと私

は思います。そういう状態が一般の利用者にはそういう混乱が起こっているというご

指摘であると思います。 

 

Ｍ委員： 私は南長崎一丁目に住んでいますけれども、西武線の線路を挟んで南長崎と長崎と

に碁盤の目のように一方通行があります。一方通行に対して結局自転車も車と同じ法

規制がされましたよね。未だにその一方通行を自転車は取り締まりの対象になってい

ません。豊島区の区道としてはそういうたくさんある一方通行路をやはり車並み規制

をかけて、ちゃんとやっていかないと、なかなか自転車の、例えば事故にしても出合

い頭で危ないというのは我々感じています。絶対に一時停止しない、踏み切りでは止

まらない、その一方通行を自由に通れて、やはり東長崎駅の周辺にはスーパーもある。

南長崎二丁目、長崎一丁目にはたくさんスーパーもある。買物に自転車がたくさん通

る。だけどもそんな出合い頭という観点においては、通行が多い、それを車はきちん

と一方通行を規制されているから守るのは当然だけれども、法整備された以上は自転

車も、一方通行の区道もそのようにしていかない限りは事故が減らないと思います。

長崎一丁目から六丁目までの区間というのは、踏切を挟んで碁盤の目のような一方通

行の多い所をきちんと他の国道とか都道だとかいろいろな自動車と併用して自転車

道をつくろうとして、一生懸命このような膨大な資料になっていますけど、やはり肝

心なところが抜けているような気がします。これから一方通行の問題をきちんとして

いかないと、矢印の自転車の道路がどうかという問題ではなく、やはり一方通行をき

ちんと車並みに交通規制をかけていかないと、事故の面ではなくならないと思います

し、ルールの面でもおざなりになってしまって、なおさらルール違反が出てくると、
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私は思います。そういうことをしっかり考えて頂いて、今後の方向性を示して頂きた

いと思っています。観光道路の一方通行も、なおさら自転車も車並みに一方通行規制

をかけて、自転車道路づくりをしていかなければいけないと私は思っておりますの

で、よろしくお願い致します。 

 

会 長： はい、ご意見ということでルール上での取り扱いの現状を、特に生活道路でどうな

っているのか、それがはっきりわかったわけですね。それから、アクセスを確保しな

ければいけない。自転車で行く人もきちんとしなければいけない。ただ、自転車に乗

っていなくても押して歩けばいいという考え方は、正規の考え方だろうと思います。 

 

事務局： 大変貴重なご意見ありがとうございます。今回私どももそれぞれの選んだ道路が一

方通行かどうかというのは調べさせて頂いておりまして、おっしゃられる通りで、一

方通行道路の青い矢印の標識ですね。あれを見て自転車がそれを守らなければいけな

いと理解している方というのはすごく少ないのが現状です。そういった意味合いでい

くと、一方通行道路であればそれについてしっかり指導して、それがわかるように周

知をしていくというのはやらなければいけないと思います。今回選ばせて頂いた道路

については、標識の下に白い補助標識に自転車を除くとか、軽車両を除くと書いてあ

るものがありまして、今現状見に行った所ですとそれが付いていて、自動車ではなく

て自転車は一方通行の規制が外れているような状況になっています。大事なことはそ

のままでいいのかという話であって、ナビラインを引く時にもしかしたら自転車も一

方通行にしなければならないということになれば、そういった議論をしなければなら

ないと思います。 

     ただ、一応今選んでいる所については自転車の一方通行から除かれるということを

確認しながら進めてございますので、その辺り具体的な路線の整備に入っていく段階

で、特に逆方向は全部歩きなさいとなると地域の方が合意して頂けないということも

出てこようと思いますので、その辺りはこれからしっかりと調整させて頂くというと

ころでご了承頂ければと思います。 

 

会 長： はい、ということで非常に悩ましいですね。実際問題いっぱいあるわけですね。ナ

ビラインを両方向しっかり付けておくか、狭い道路につけるとますます混乱してしま

うこともありますから、その辺は折り合いをつけざるを得ないと思います。 

     さて、時間もかなり過ぎましたが、何かさらにございますか。特になければ、とり

あえずパブリックコメント案としては了解頂いて、ただ本日頂いた意見もございます

ので、その部分は適宜直して頂いた上でかけると。よろしいでしょうか。それではそ

んな形にさせて頂いて、それでは後は報告事項ですね。よろしくお願い致します。 

 

事務局： はい、報告事項ということで三つございます。 

（報告事項の説明） 

 

会 長： はい、ありがとうございました。何か報告事項についてご質問等いかがですか。 

 



16/18 

Ｅ委員： ありがとうございました。池袋駅北自転車駐車場ですが、250 台あって原付が 20

台、確かに原付を止めるところがないので、公園緑地課の作業スペースを使って頂い

て大変よかったと。なかなかちょっと行きづらいかと思いますが、現実 250台置いて

ある北自転車駐車場は、東武鉄道さんから、東武鉄道さんの敷地をちょっと貸して頂

いて 40 台くらい、確かあそこの横にあるのですが、結構北自転車駐車場は非常に利

用率の高い方の駐輪場でしたので、西池袋公園に皆さん考えられてのことであると思

いますが、結構遠いといいますか、今自転車駐車場を利用されている方が他に何かも

う少し公営住宅の近くの駐車場とかに駐輪場が大分できていますので、何かもう少し

増やす等あればいいのかと感じております。簡単な意見ではありますが、大分流れて

きてしまうと、西口の方にもずいぶん駅前の方に行って移動されるのかという感じも

少しありまして、気になってございます。いつ頃までこうなるのでしょうか。 

 

会 長： はい、いかがでしょうか。 

 

事務局： こちらは大橋の工事が約 1年かかると聞いております。それから北駐輪場の整備に

入りますので、1年 3ヶ月から 1 年半近くは閉鎖になる予定であります。 

 

会 長： その他何かご質問はいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。特になけ

れば今後の予定についてお願いします。 

 

事務局： 今後の予定ですが、まずパブリックコメントが 2 月 1 日から 21 日の 3 週間を予定

してございます。そこで頂いたご意見などを事務局で集約して分科会の皆様にお返し

して、ご意見をまとめる機会を第 4 回分科会として 3 月 20日に予定してございます。

分科会委員の皆様にはあらためてご案内差し上げますけど、3 月 20 日火曜日午前 10

時に、会場は本日と同じくこちらの本庁舎 8 階レクチャールームを予定しております

ので、ご予定よろしくお願い致します。その分科会にて、パブリックコメントで頂い

たご意見への対応など、最終的なまとめを行った上で「答申（案）」として確定した

ものを、次回第 37 回の全体会にお返ししてご承認を得てから区長に答申するといっ

た流れを予定しております。次回の全体会につきましては、5 月連休明けになるかと

思いますが、決まり次第委員の皆様にご案内をお送りしますので、よろしくお願い致

します。以上でございます。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。一応パブリックコメントに出す案は、今日頂いた

もので直せる所はないということで、ただ、表現上のものを全て直せるかどうかわか

りませんが、そういう部分はできるだけ直して頂きたいのと、内容につきましては多

少変更あると思いますが、一応直した新しいものを一冊配っても困るので、直した点

についてはこうしましたことで、詳細はもしご意見がありましたら出して頂く、ある

いは、パブリックコメント段階では私のチェックでいいということであれば、そうさ

せて頂ければありがたいし、もちろんお配りして主要な変更点、ミスプリントとかそ

の辺りは特に全員にお配りしてということでなくてもいいと思いますから、そのリス

ト、何ページのどこをどうしたということはちゃんとして頂いて、何かご意見があれ
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ば、ご連絡頂くと。最終的には私の方で判断させて頂いて、異なった意見が出てくる

場合もございますので、一応パブリックコメントとしては、それでかけさせて頂くと

いうことでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

     それでは全体のスケジュールを含めまして、何かございましたら、あるいは今まで

の中で言い忘れたこと、確認したいことがありましたら、よろしくお願いします。よ

ろしいでしょうか。それではパブリックコメントをして、それから分科会、そしてそ

れを受けて全体会で最終的な答申案を確認する。そんな形でいきたいと思いますので

よろしくお願い致します。それでは本日の協議はここまでということで、いろいろな

ご意見を頂きまして、ありがとうございました。 

 

（午後 3 時 50分 閉会） 
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会 議 の 結 果 

・豊島区自転車走行環境計画（案）について、計画書及び概要版を

確認し、意見交換を行った。 

・池袋大橋耐震補強工事に伴う池袋駅北自転車駐車場の一時閉鎖に

よる原付自転車置き場の設置について報告を行った。 

・豊島区自転車等駐車場条例の一部を改正する条例について報告を

行った。 

・南長崎自転車駐車場の指定管理者の指定について報告を行った。 

・今後のスケジュールについて報告した。 

 

（委員の欠席） 

久保田尚、木津和久、長田裕太郎、渡貫貴浩、福田正明 

提出された資料等 

【配付資料】 

・資料 36-1 豊島区自転車走行環境計画（案） 

・資料 36-2 豊島区自転車走行環境計画（案）概要版 

・参考資料 36-1 前回全体会までに出された意見と分科会での検討 

・参考資料 36-2 第 35 回豊島区自転車等駐車対策協議会議事録（案） 

そ の 他 

＜次回会議の予定＞ 

・第 4 回分科会 

3 月 20 日（火）10：00～ 本庁舎 8階レクチャールーム 

・全体会（第 37回） 

5月連休明け（後日事務局より連絡） 

 

 


