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豊島区 
自転車走行環境 
     計画 

1 資料１ 

 2017.10.30 分科会資料 

■前回分科会意見への対応 



2 【計画名称の変更】について 

変更前 

豊島区 
自転車走行空間計画 

変更後 

豊島区 
自転車走行環境計画 

【空間】【環境】の変更理由 

自転車が安全、快適に走行するためには、走行する場所としての“空間”を
整備することに加えて、空間を適切に利用できるよう、交通ルールの周知、
路上駐車の抑制等も含めた“環境”を整えることが必要と考えます。 
そのため、“空間”整備を含めた“環境”をつくることを目指した計画と変更
するものとしました。 

・本計画では「自転車は車道左側」の原則を踏まえ、車道を 
 スムーズに走行できる空間をつくるだけでなく、全ての道 
 路利用者が交通ルールを守ることで、歩行者、自転車、自 
 動車等が共存できる環境をつくることを目指します。 
・そのため、計画名称を一部変更するものとしました。 
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前回意見の 
対応について Ⅰ 

前回会議では、大きく以下の事項について事務局より提案を行いました。 

 

 

 

 

 

 

ここでは、前回会議での提案に対していただいた、主な意見の対応の方向

性を整理します。 

①地域間の自転車の幹線経路の計画対象路線を提案 

②対象路線の優先度を定める評価の視点を提案 

③評価（案）に基づく整備路線の選定方法を提案 

④アンケート調査に向けた具体の調査内容等を提案 



4 前回会議でいただいた主な意見 

対象路線の選定条件の追加 

④保育園などの自転車送迎の対応は？ 

⑤池袋駅東西の分断の解消の視点は？ 

⑥隣接区との連続性の視点は？ 

計画の基本的な考え方 

①国のガイドラインとの整合は？ 

②既存の歩道内整備区間の取扱は？ 

③評価０点の道路は整備するのか？ 

基礎的なデータの確認 

⑧区内の自転車事故の詳細は？ 

⑦ＰＴ調査での自転車の活動状況は？ 

基本的にガイドラインを踏襲 
（車道通行の原則にのっとる整備を実施） 

区として必要な路線はネットワーク対象に位
置づけ。構造は道路管理者と協議のうえ決定。 

評価0点の路線は原則として整備対象外。 
区内外の連続性の担保等で必要に応じて整備。 

評価の視点として、幼稚園、保育園へのアク
セス性を追加。 

池袋駅東西の接続道路は、既存道路での往来
を基本として想定。（計画対象路線に含まれる） 

隣接区の自転車通行空間の整備計画等との整
合を図り、必要に応じて優先整備を検討。 

Ｈ20年の調査であり、最新情報はアンケート
で捕捉。参考として本資料で整理。 

アンケート調査での“ヒヤリハット”で補足整
理を実施。 

対応の方向性 
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5 ①国のガイドライン※との整合は？ 

※安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（Ｈ28改訂） 

対応の方向性 

●原則として【車道走行】とし、対象路線の整備タイプを含め踏襲する方向。 

●ガイドラインでは、理想的な整備タイプ（自転車道等下記３種）での整備が 
 困難な場合、【暫定形】での整備が認められる。これを活用し、整備対象路線 
 では、実現可能な自転車通行空間整備の計画とする。 

①自転車道 

歩道、車道と物理的に分離。 
幅は2ｍ（最小1.5ｍ）必要。 

②自転車専用通行帯 

車道に自転車専用車線を設置。 
幅は1.5ｍ（最小1ｍ）必要。 

③自転車ナビライン 

車道に場所と方向の案内表示。 
構造的な条件はなし。 



6 ②既存の歩道内整備区間の取扱は？ 

対応の方向性 

●既存整備区間も計画対象路線※次頁として位置付ける。整備形態は「理想形」と 
 して【車道での整備】を基本とする旨を記載。 

●ただし、既設区間の整備形態は道路管理者（国、都）と協議のうえ【適切な 
 構造による整備を依頼】する。 

●区の整備路線※次頁は、【車道の左側】の原則に基づき車道整備を基本とする。 

参考：前回会議での意見 

●既存区間でのナビラインの併設の可能性を協議（下図イメージ） 
 ※国道、都道で方針に相違があるため、調整を図る必要があります。 

歩道内通行空間に、車道左側の 
「自転車ナビライン」を敷設し、 
スームズに通行できる車道空間、 
ゆっくり徐行する歩道内空間で 
当面の使い分けを図るイメージ 

◆東京都※は 東京2020競 技大会までに都内 

  全域の幹線道路に自転車ナビマーク、ナビラ 

  インの設置を検討。 

◆警視庁でも自転車ナビマークの都内全域で 

  の整備方針を示している。 

※都民ファーストでつくる「新しい東京」p257 
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参考「計画対象路線」と「整備路線」 

●区内での安全・快適な自転車利用に必要 
 な自転車ネットワーク全体。 

●国道、都道、区道を含め、全区間の整備 
 完了時は、どこからでも500ｍ以内で幹 
 線軸に接続。 

●整備は各道路管理者により実施。 

計画対象路線（区の幹線ネットワークとして必要な道路） 

国道 都道 区道 

●計画対象路線のうち、区が道路管理者と 
 して整備する【区道】を位置付ける。 

整備路線（区が道路管理者となる道路） 

区道 

計画対象路線 
延長（km） 

詳細は資料２ 
（総延長52.7km） 

詳細は資料２ 
（総延長31.3km） 



8 ③評価０点の道路は整備するのか？ 

対応の方向性 

●整備可能であっても、優先性が低いと判断し、計画対象路線から外す。 

 
 
 
 
選定の手順（イメージ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①適地となる路線線か？ 

②何らかの視点で評価があるか？ 

対象とする 対象としない 

新たな評価の視点も含め、 
資料２で具体の内容を提案。 新たな評価を含めた候補路線 



9 ④保育園などの自転車送迎の対応は？ 

対応の方向性 

●保育園・幼稚園の送迎利用は重要な視点として、保育施設の立地状況を整理。 

●対応可能な定員数が多いほど、周辺の自転車環境への影響があると想定し、 
 規模が大きく将来の持続性の高い「認可保育所」及び「幼稚園」を対象とする。 

幼稚園 区内：19園 

定員原則60人以上（特例20人以上） 

事業規模が小さい民間主導の施設であり 
入れ替えが激しいため、通行空間整備後の

持続性に課題あり。対象外とした。 

保育施設（分類） 区内：79施設（東京都認証保育所７施設含む） 

資料２で具体の内容を提案 



10 参考：対象とする保育施設について 

対象施設名称（H30.4からの設置施設含む） 

1 駒込第一保育園 22 日生駒込駅前保育園ひびき 48 アスク池袋本町保育園 73 もみじ幼稚園 92 アップルナースリー

2 駒込第二保育園 23 コンビプラザ駒込ちどり保育園 49 めぐみ保育園 74 豊南幼稚園 93 保育所まぁむ 東池袋駅前園

3 巣鴨第一保育園 24 こまごめさくらさくほいくえん 50 雑司が谷保育園 75 雑司ヶ谷幼稚園 94 アスク池袋保育園

4 西巣鴨第三保育園 25 太陽の子巣鴨駅前保育園 51 グローバルキッズ雑司が谷園 76 西巣鴨幼稚園 95 ポピンズナーサリースクール池袋

5 東池袋第一保育園 26 うぃず巣鴨駅前保育園 52 （仮称）目白ちとせ保育園 77 白鳩幼稚園 96 グローバルキッズ南長崎園

6 東池袋第二保育園 27 西巣鴨さくらそう保育園 53 （仮称）グローバルキッズ椎名町園 78 池袋幼稚園 97 つくしんぼ保育所

7 西池袋第二保育園 28 （仮称）おはよう保育園 西巣鴨 54 （仮称）おはよう保育園 椎名町 79 池袋いづみ幼稚園 98 あゆみ保育園

8 池袋第一保育園 29 西巣鴨・学びの保育園 55 椎名町ひまわり保育園 80 こざくら幼稚園

9 池袋第二保育園 30 グローバルキッズ西巣鴨園 56 （仮称）にじいろ保育園落合南長崎 81 聖パトリック幼稚園

10 池袋第三保育園 31 アンソレイユ保育園 57 グローバルキッズ東長崎園 82 並木幼稚園

11 池袋第五保育園 32 東進ポップキッズ　大塚キャンパス 58 まなびの森保育園 東長崎 83 長崎幼稚園

12 高南保育園 33 若草保育園 59 （仮称）椎名町ちとせ保育園 84 東京音楽大学附属幼稚園

13 目白第一保育園 34 キッズガーデン南大塚 60 （仮称）ゆらりん椎名町保育園 85 南長崎幼稚園

14 目白第二保育園 35 大塚りとるぱんぷきんず 61 アスク長崎一丁目保育園 86 学習院幼稚園

15 南長崎第一保育園 36 まちの保育園 東池袋 62 愛の家保育園 87 川村幼稚園

16 南長崎第二保育園 37 あい・あい保育園　東池袋園 63 （仮称）にじいろ保育園千早 88 目白幼稚園

17 長崎保育園 38 グローバルキッズ東池袋園 64 しいの実保育園 89 草苑幼稚園

18 要町保育園 39 同援さくら保育園 65 千早子どもの家保育園 90 愛心幼稚園

19 高松第二保育園 40 （仮称）グローバルキッズ池袋駅前保育園66 （仮称）グローバルキッズ千早園 91 要町幼稚園

41 グローバルキッズ西池袋園 67 あい・あい保育園　要町園

20 駒込第三保育園 42 西池袋そらいろ保育園 68 太陽の子　要町保育園

21 南大塚保育園 43 いけぶくろこころ保育園 69 （仮称）キッズガーデン要町

44 わくわく保育園 70 （仮称）アスク千川駅前保育園

45 グローバルキッズ北池袋園 71 せんかわみんなの家

46 太陽の子　池袋本町保育園 72 SAKURA保育園千川

47 みのり保育園

区立認可保育所

公設民営認可保育所

私立認可保育所 幼稚園 東京認証保育所

【認可保育施設   72か所】 

・区立認可保育所 19施設 
・公設民営認可保育所 2施設 
・私立認可保育所 5１施設 
 
【幼稚園      19か所】 
 
【東京認証保育所    7か所】 
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パーソントリップ 
調査の整理について Ⅱ 

平成20年に調査された関東都市圏パーソントリップ調査に基づき、 

区内を「出発」もしくは「到着」※した移動について整理します。 

（区内で完結する“内々トリップ”も含みます） 

なお、当該調査は「平日」の活動をとらえたものです。 



12 Ａ：交通手段と自転車利用トリップ 

豊島区に関連する 
移動の交通手段 

※「帰宅（自宅に戻る）」トリップは除く 

代表交通手段 交通手段別のトリップ

鉄道・地下鉄 609,599                     

徒歩 163,860                     

自転車 82,386                      

乗用車 39,662                       

バス・都電 30,155                       

貨物自動車 17,857                       

タクシー 8,658                         

原付 6,655                         

軽乗用車 6,098                         

バイク 5,148                         

自家用バス 2,363                         

新交通 179                            

その他 1,797                         

不明 22,732                       

総計 997,149                     

発目的 自転車トリップ

買い物へ 20,269                       

勤務先へ 18,831                       

その他私用 12,025                       

食事等へ 7,880                         

通学先へ 5,672                         

送迎 4,612                         

他業務へ 3,676                         

通院 3,540                         

打合せ等 1,944                         

販売等 1,553                         

作業へ 1,011                         

観光へ 407                            

農業へ

不明 966                            

総計 82,386                       

うち自転車トリップの 
利用目的の内訳 

自転車を使う移動の目的（平日）は「買い物」「通勤」「私用(遊び、習い事等)」 



13 ⑦ＰＴ調査での自転車の活動状況は？ 

区関連の自転車トリップ（全交通目的） ※「帰宅（自宅に戻る）」トリップは除く 

※ゾーン間の移動量。 
 ゾーン内々の移動：すべて表示 
 ゾーン間の移動：1,000トリップ以上 

自転車（全目的）では、同じゾーン内の利用が多い。隣接区への移動も見られる。 
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区民アンケートでの 
ヒヤリハット Ⅲ 



15 ⑧区内の自転車事故の詳細は？ 

区民の「ヒヤリハット」の種類 

区民は「歩道通行」に不安があり、来街者は「車道通行」に不安がある状況。 

26.2%

18.5%

25.8%

22.3%

21.0%

5.6%

0.4%

15.0%

0 5 10 15 20 25 30

事故への不安

車道通行の不安

歩道通行の不安

クルマへの不安

歩行者への不安

自転車同士の不安

バスへの不安

その他

区民(233件)

21.2%

26.9%

17.6%

17.1%

23.3%

4.7%

0.5%

15.5%

0 5 10 15 20 25 30

事故への不安

車道通行の不安

歩道通行の不安

クルマへの不安

歩行者への不安

自転車同士の不安

バスへの不安

その他

来街者(193件)

来街者の「ヒヤリハット」の種類 

683人中233人（34％）が 
ヒヤリハット経験あり 

480人中193人（40％）が 
ヒヤリハット経験あり 

ＷＥＢ調査 



16 ⑧区内の自転車事故の詳細は？ 

区民アンケートでの【ヒヤリハット】の場所 

池袋駅周辺～要町にかけて集中。巣鴨商店街でもヒヤリとした経験が多い。 

ＷＥＢ調査 

ヒヤリ経験の上位 

１～10位 

11～20位 

21～30位 

31位以下 

※件数が同数の場合は同順位として処理。 
  （同数ある場合総数10マスにならないことがあります。） 



17 ⑧区内の自転車事故の詳細は？ 

来街者アンケートでの【ヒヤリハット】の内容 

区内の主要駅周辺でのヒヤリ経験が多い。とくに池袋駅周辺に集中。 

ＷＥＢ調査 

ヒヤリ経験の上位 

１～10位 

11～20位 

21～30位 

31位以下 

※件数が同数の場合は同順位として処理。 
  （同数ある場合総数10マスにならないことがあります。） 
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・406人中の53％は経験なし。残り47％は経験あり。 
・■水被害者の立場で、自転車乗用中、歩行中が多い。 
・■赤加害者の立場で、自転車乗用中が多い 

⑧区内の自転車事故の詳細は？ 

紙面での区民アンケートでの【ヒヤリハット】の場所 

対自動車より、対歩行者・対自転車のヒヤリハット経験が多い 

紙面調査 

8.4%

26.4%

20.7%

3.7%

3.9%

53.4%

0 10 20 30 40 50 60

自転車で事故を起こした・起こしかけた（加害者）

自転車で事故にあった・あいかけた（被害者）

歩行中に自転車と事故にあった・あいかけた（被害者）

自動車で自転車事故をおこした・起こしかけた（加害者）

自動車で自転車事故にあった・あいかけた運転中（被害者）

経験なし

自転車乗用中の事故例 
・交差点でぶつかりそうに… 
・対向する自転車にぶつかりかけた… 
・わき道から自転車が飛び出して… 

歩行中の事故例 
・スピードを出す自転車と歩道内で… 
・横道から飛び出してきた自転車と… 
・ながら運転の自転車と… 



19 ⑧区内の自転車事故の詳細は？ 

紙面での区民アンケートでの【ヒヤリハット】の場所 

池袋界隈、巣鴨界隈でヒヤリとした経験が多い。 

紙面調査 

ヒヤリ経験の上位 

１～10位 

11～20位 

21～30位 

31位以下 

※件数が同数の場合は同順位として処理。 
  （同数ある場合総数10マスにならないことがあります。） 
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目的別の 
自転車利用状況 

参考 

平成20年関東都市圏パーソントリップ調査に基づく、 

自転車利用の多い「買い物」「通勤」「その他自由」目的の 

出発地／目的地を整理 



21 参考：ＰＴ調査での自転車活動 

区関連の自転車トリップ【日常的な買い物】 

※ゾーン間の移動量。 
 ゾーン内々の移動：すべて表示 
 ゾーン間の移動：200トリップ以上 

【買い物】は同じゾーン内で完結する動きが多い。一部に区外利用も見られる。 
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区関連の自転車トリップ【通勤（勤務先へ）】 

※ゾーン間の移動量。 
 ゾーン内々の移動：すべて表示 
 ゾーン間の移動：200トリップ以上 

【通勤】はゾーン内の最寄り移動のほか、板橋区に向かう動きも多い。 

参考：ＰＴ調査での自転車活動 
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区関連の自転車トリップ【私事（遊び、習い事など）】 

※ゾーン間の移動量。 
 ゾーン内々の移動：すべて表示 
 ゾーン間の移動：200トリップ以上 

【私事】は同じゾーン内で完結する動きが中心。一部に隣接区の移動が見られる。 

参考：ＰＴ調査での自転車活動 


