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審 議 経 過 

開 会 

 

α委員： お待たせ致しました。それでは定刻となりましたので、ただ今から第 1 回豊島区自

転車等対策協議会分科会を開催致します。本日はお忙しいなかお集まりいただきまし

て誠に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

課長でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

本日分科会ということで、全体会でご協議頂いた内容も含めまして、さらに深く自

転車走行空間計画策定について、名称はそれでいいかとどうかいうことがございます

が、計画の策定についてご協議をお願いしたいと考えています。本日の会議は協議会

委員の過半数が出席されておりまして、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、本会は成立しております。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。本日欠席に関する連絡ですが、三條委員から頂いております。三條委員の代理

として国土交通省東京国道事務所交通対策課専門官の星野良一様にお越し頂いてお

ります。よろしくお願い致します。また、本日はコンサルタントの株式会社創建より

杉尾様、片岡様にご出席頂いております。私の方も、今回は分科会ということで委員

の一人となっておりますので、資料の説明などをして頂くことになっております。そ

れから、事務局なのですが、ここまで関わって参りました自転車計画グループの係長

鈴木ですが自宅療養ということになりまして、今日は自転車整備グループ係長の近藤

が臨時で兼務ということで対応させて頂きますのでよろしくお願い致します。今後、

事務局についてはどうするか考えております。それから、傍聴ということで板橋区の

計画課の方がお二人いらしておりますのでよろしくお願いします。   

はじめに、豊島区自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定を準用し、分科

会の座長を決定したいと思います。従前から学識経験者の方にお願いしているため、

久保田委員を座長にお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

それでは異議なしということで皆様から承認頂きましたので、久保田座長よろしく

お願い致します。 

 

座 長： はい、それではこの分科会の座長を仰せつかることとなりました久保田です。よろ

しくお願い致します。それでは資料の確認からお願いします。 

 

α委員： それでは本日の資料の確認をさせて頂きます。事前に送付しておりますけれども、

お持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。皆様大丈夫でしょうか。それでは、

机上に配布致しました会議次第が 1 枚、次に資料１と致しまして「豊島区自転車走行

空間計画（仮）～各回の分科会の決めごと～」、次に資料２と致しまして「豊島区自転

車走行空間計画（仮）～整備対象路線の抽出に向けて～」でございます。次に、付属

資料と致しまして「区民アンケート」、それから「WEB アンケート」があります。参考

資料と致しまして、A4 判で「第 34回豊島区自転車等駐車対策協議会 委員質問・意見

まとめ（抜粋）」があると思います。以上であります。よろしくお願い致します。 
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座 長： はい、資料は全部お揃いでしょうか。それでは、これから議事を進めていきたいと

思います。今日は自転車走行計画についてという議題になっておりますけれども、資

料がいくつか分かれておりますので、まず資料１を使って、この分科会でどういうこ

とを進めていくのかということも確認したいと思います。まずこれからお願いしま

す。 

 

事務局： それではパワーポントを使ってお話をさせて頂きたいと思います。 

     （資料 1）の説明 

 

座 長： ということのようです。何かご質問はございますか。 

 

Ｅ委員： 2 ページの第 3回のところに、細街路と書いてありますけど、これの意味としては

自転車ネットワークの中に細街路を含めるということですか。 

 

事務局： 今想定している区間の中でも一部非常に狭い所が、昔からのお家が立ち並んでいて、

すごく細い所があるのに商店街が張り付いていて、そこを自転車で通る方が多いと、

そこに観光資源もあるということで、そのようなことも入れていきたいということで

ございます。 

 

座 長： はい、わかりました。そのほかよろしいでしょうか。今日でネットワークを決める

という、なかなか大胆なのですけれども、それは決まるのであれば決めるということ

ですね。はい、それでは早速そこにいきたいと思いますので、資料２をよろしくお願

いします。 

 

事務局： 非常にタイトなスケジュールで大変申し訳ないですが、まずは考え方を聞いて頂い

て、その上でおかしいだろうとかいう所を直していくというステップを踏んでいきた

いということで、今日はこんな話をさせて頂くことになりました。 

     （資料 2）の説明 

 

座 長： ありがとうございました。それでは今からこの資料２のアンケート前までの所でご

質問、ご意見頂きたいと思います。 

 

Ｖ委員： 議論に入る前提条件ですが、豊島区は板橋区との間で平成 12 年に基本計画を作っ

たということで、板橋区との関係について、この出ている資料で言うと北区や文京区

や新宿区は計画そのものがないと書いてありますが、今回の私どもの議論というのは

豊島区のことだけを考えて、その繋がりというのはとりあえず無視してよいという考

え方でよろしいでしょうか。 

 

α委員： 将来的には他の区との連携というものはよいですけれども、まだ計画自体が無いの

もありまして、豊島区とつながっている区でそういった計画が無いということと、や
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はり進んでいないという現状がございますので、まずは豊島区の中で考えていきたい

と思います。 

 

座 長： ありがとうございました。板橋区さんとの関係はどうするのですか。 

 

α委員： 平成 12 年に板橋区さんの方から提案があって一緒にやっていこうということで、

計画をつくったのですけれども、その後、なかなか一緒にやっていこうというような

形で進んでいかなかったというのがあって、個々に進めて来て、状況で今日に至って

いるというような状況でございます。豊島区としては、その中で第二次の豊島区自転

車等の利用と駐輪に関する総合計画を定めまして、まず豊島区の中で、先程お話し致

しましたように、なかなか他区との連携というのがやはり難しいということで、まず

豊島区の幹線道路と地域のネットワーク、国道、都道を中心に区道とつなげていくと

いう、そういったネットワークで考えていこうということで進めていきたいと考えて

います。 

 

事務局： 今回挙げてきた所も、このネットワークが基本的には包含しておりまして、道路自

体がない所については書き込めなかったものですからないのですが、基本的には対象

になっています。ただ、優先路線としてピックアップしているかというと、そういう

視点ではしていないものですから、少しその視点を入れておいた方がよろしいのかと

思いましたので、少し検討させて頂きます。 

 

座 長： 板橋区さんはいかがですか。 

 

板橋区： 傍聴という立場でありますが、よろしければお話させていただきます。板橋区計画

課から参りました。よろしくお願いいたします。豊島区さんと一緒に作り上げてきた

計画について、板橋区のコリドー路線については平成 26 年度に整備を終了いたしま

した。昨年度は整備した路線についての検証を行いまして、実は来年度に板橋区も自

転車ネットワーク計画を策定する予定でございます。今回は、来年度以降の計画のサ

ンプルということでお邪魔しているところでして、こちらでの議論の結果も計画に反

映していければというところでございます。 

 

α委員： 板橋区さんも進めていくということですので、できれば連携してやれるような形が

取れればと思いますので、今後、情報交換しながらやっていこうと思います。 

 

座 長： ありがとうございます。せっかくですので、やはり連携はした方がいいと思います

から、よろしくお願いします。他の点いかがでしょうか。 

 

Ｅ委員： 板橋・豊島の時は社会実験を一緒にやった人間でございます。板橋から都心に来る

時に豊島を通行しやすいということで我々が先につくっておいた方がいいのかもし

れませんけど、当時の計画そのまま自転車道の社会実験をやった劇場通り、あと単独

の山手通りの所が非常に今きれいな歩道と、車道上の絶対的な自転車道もないのです
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けれども、今日いろいろご説明頂いた中で、たいへんいろいろな説明を頂いているの

ですけれども、すみません、視点をもう一度元に戻して頂きたいのですけれども、ア

ンケート調査について、今これだけたいへんおなかがいっぱいなのですが、資料を頂

いて、いったい今お話し合いをした中でどういう方向性に向けた話をしたいのかが見

えていないです。アンケートを取るための、例えば何らかの形でのものなのか、それ

ともその前の前段階としていろいろなことを確認し合う段階なのか、ちょっとわかり

づらかったのですけれども、説明を頂いてなるほどと思うのですけれども、基本的に

はなぜ自転車を乗る空間が必要なのか、自転車をどのように使うかという、何の目的

でということがしっかりあって、それはアンケート化するため今議論するのだという

話であれば有効かと思うのですけれども、ちょっと視点が絞られずに非常にわかりづ

らかったのですけれども。我々が見るのはどちらの方向に向ければいいのか。できれ

ば教えてください。 

 

事務局： こちらも先走っていると思いつつ、今回この調査自体は、基盤として何があるかと

いうところまでは見えているのですが、区民の方、来街者の方が、今回私どもである

種勝手にこういうことが大事だと言ったのですけれども、この池袋という街の中で、

電車がこれだけ発達していますので、例えば来街者の方は、こういった動きってあま

り電車ばかりで自転車を使わないですとか、であれば先ほどのスコアリングの中で通

勤という需要はもっと避ける、もしくは見なくてもいいかもしれないとか、要は人の

動き方を今想定している段階なのですね。実は、そういったものは基本的にパーソン

トリップ調査という調査がありまして、それをまとめることが多いのですけれども、

平成 20 年のデータしかないものですから、ちょっと古いというところがあったので、

それをベースにせずに、アンケートでしっかり自転車をどう使っているのか、区民と

来街者に確認をしたい。ただ、その前提としてどこに何があるのかというのを知って

おいた方がいいと思い、地図をつくり始めたのですね。要するにこんな場所に何があ

るとか、観光地は今、区としてはこういった場所を想定しているということをご理解

頂いた上で、そこに該当する路線はこういった所だということをまずは知って頂い

て、最後は人の動き方によって、事故は当然大事なので入れていくのですけれども、

例えば、買物でこう引いてみたものの、みんな池袋、巣鴨というのであれば、こうい

った所はスコアリングを落としてもいいのかと思います。ですので、アンケートでは

このメッシュの中のどこからどこへということを聞くように調査を組んでいますの

で、そういう視点があって、その上でまずはこういう形でまとめさせて頂いたという

ことでございまして、これが答えではなくて、ここからウエイトを付けていく。ただ、

今日この場にお集まり頂いている皆様に、そもそも買物に使える路線はという議論が

いるのかとかが先にあれば、逆にアンケートの方にもそれが確認されることにもなる

と思うので、過剰なデータを出し過ぎたのかもしれませんが、そういった視点でまず

は整理させて頂いたところです。 

 

Ｅ委員： いずれにせよ、アンケートが先にこういうような方向性で向けるための資料出しと

いうことであれば非常にわかるのですけれども、パーソントリップの方も見てみたい

のですけれども。 
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事務局： わかりました。次回にでも少しまとめたものを。 

 

Ｅ委員： 豊島区内だけで、他区とのネットワーク連携、ネットワークに反対がないのであれ

ば、そんなに気をつかわなくても今できている路線から、先ほどから大塚とか池袋の

話も出ていますが、池袋に住んでいる我々にとってすぐわかるとおり、なぜ池袋が放

置自転車天国で、10 何年前まで全国ワースト 1だったかという理由は、街が浅いから

なのですね。歩いて 10 分からの距離の所でも自転車で行けば 5 分で来るという非常

に利便性高い。そこに自転車駐輪場がなかったということですので、逆に言えば東西、

西と東の池袋のつなぎがもし自転車が活用しにくいような高低差の、例えばびっくり

ガードであるとか、ああいった形のものがない、道路的なアクセスができるのであれ

ば、これは非常にもっともっと自転車の活用もしやすい、たいへん自転車乗りにとっ

て、またはサイクリスト、ツーキニストの方々にとって非常に利便性の高い優先的な

街づくりであったのでしょうけれども、今はそうなっていない。できればびっくりガ

ードの所に自転車道、歩道上の自転車道をつくるべきだと実は思っていますけれど

も、そうしないと東と西のつなぎが悪いというところも考えなければいけないのかと

思います。住んでいる人間がみんなそう思っているのではないかと思います。 

 

事務局： 池袋を超えて、東と西。 

 

Ｅ委員： 東西の間はないのですよ。 

 

事務局： 今現状そもそもですね。 

 

Ｅ委員： 上に上がるか、下に下りるしかない。それ以外は自転車が通っていない。 

 

事務局： 通行空間の整備の場所の選定の時に、どう反映できるかというところは別として、

東西の往来ができないというのは非常に困るところなので、了解しました。そのあた

り東西の往来を含めて考えていくということを課題として考えさせて頂ければと思

います。 

 

座 長： 課題ではあるのでしょうね。はい、いかがでしょうか。 

基本的な確認ですみません。要するに今日提案された自転車ネットワークは 10 ペ

ージの図面でいいですか。 

 

事務局： ネットワーク全体としてはそう見て頂くとよろしいかと思います。 

 

座 長： 自転車ネットワークというのはこれだと。 

 

事務局： これだということで一旦は青い所を提案させて頂いたということでございます。 

座 長： はい、まずこれについていかがでしょう。地元の方いかがでしょうか。自転車を主
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に使うネットワークがこれでよいのかどうか。多すぎないか、少なすぎないか、何か

お気づきの点がありましたらぜひ。どうつくるかはこの先の話でありますけど、先程

冒頭にありました自転車道にするのか、自転車レーンにするのか、その他なのかとい

うのは後の話として、自転車ネットワークとしては、ちなみに国のガイドラインどお

りつくるということでいいのですか。 

 

事務局： 準じてつくりたいということでよろしいかと思います。 

 

座 長： 自歩道は考えないということでいいのですか。今あったとしても、それを取っ払う

のでなくそれを残すにしても、もしこの中に含まれたらそこには最低ナビマークは入

れるということになるのですけれども、それでよろしいですか。新たに自歩道を整備

するというのは国のガイドラインには無いのですね。それはよろしいのですか。今あ

る自歩道を色塗りにして、分けてあるというのがありますよね。このパターンであっ

ても、もし先程の青いネットワークに含むのであれば必ず車道上に何か、最低ナビラ

インは入れてもらうことになる。 

 

α委員： そうです。 

 

座 長： それでよろしいですか。そこははっきりさせましょう。 

 

α委員： はい。一応私の方で、そうですと言ったのですけれども、自歩道をつくっているの

は都道、国道がメインになっておりますので、そちらのご意見も伺いたいと思ってお

ります。 

 

Ｓ委員： 国道に関しましては、ガイドラインに基づきまして、歩道を走らせるようなことは

しないつもりでいます。ですから、国道上なのかはわかりませんけれども、歩道に視

覚分離してあったとしても、車道上に青い矢印を引いてみせられたらと思います。 

 

Ｈ委員： 道路によってケースバイケースで考えていくという前提でおります。国のガイドラ

インで視覚分離は認めないとなっておりますけれども、現状、合わない場合はどうし

ようもないので、とりあえず走行空間を確保するというのは大前提で優先する立場で

います。 

 

Ｏ委員： 区道の整備につきましても同様で、実際に道路を新しくつくる、都計 173 号線、今

年度開通予定の劇場通りから山手通りに抜ける都市計画道路がございます。こちらの

方も自歩道の中に自転車が進む所と歩行者が進む所、歩道の方は大きく取っているわ

けですけれども、これは地元の方の街づくり提言書の中にそうしてほしいという要望

があったことによるものです。ですので、新しい道路、特に区道ではなかなか広幅員

の道路はありませんけれども、地元の方のご意見と走行計画があまりに乖離している

ようではまずいわけで、その辺りは少し周辺に実際にお使いになる方々のご意見が取

り入れられるようなものであった方がいいのではないかと思っております。 
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座 長： それはナビラインを入れないということですか。 

 

Ｏ委員： ナビラインを入れるのです。実は、これは運用が難しい。 

 

座 長： 私が今はっきりさせたいのは、国のガイドライン通りの自転車ネットワークをつく

るということであるのならば、今の道路がこれに含まれているのであれば歩道上がど

うあろうが車道上に何かを設ける。 

 

Ｈ委員： 都道の場合はそこまではっきり言えないです。歩道中につくる場合もございます。 

 

会 長： ナビラインを入れないで。 

 

Ｈ委員： ええ。 

 

座 長： その場合、ここから外すということになりますか。 

 

事務局： そういう選択肢も取らざるを得ない状況があるかと思います。 

 

α委員： できれば、そういった自歩道を活かしながら、原則としてはガイドラインに沿って、

できれば車道に自転車道ということですので、車道にナビラインを置いていきたいと

いうようには考えておりますけれども、それについては交渉次第なのかと思います。 

 

座 長： 場合によって、そこは点線にするか、ガイドライン通りではないということを明記

して頂かないと。 

 

α委員： 例えば、自歩道でも歩道上の中にある自転車道については、高齢者とか、子どもと

か交通弱者の方も通りますし、ですから、自転車で走って行きたいというような方は

どちらかというと車道の方を走った方が。 

 

座 長： いいのですよ。何も無理やり歩道から引きずり下ろそうとしているわけではなくて、

自転車ネットワークに含めるのであれば車道上に車道を走る自転車に対する安全対

策が必要なのですよ。どうしてもナビラインが引けないということであれば、このネ

ットワークからはずすか、別扱いにして頂かないと。ネットワークには組み込めない

ですよ。前提は、国のガイドラインに従うかどうか。それは忘れて、豊島区オリジナ

ルのやり方でやるのかどうか。 

 

α委員： 区としては、国のガイドラインに従ってつくっていきたいと思っているのですが、

うまく歩道上の自転車のラインも車道側もうまく使えればいいのかと。狭い道路では

確かに自歩道は無理ですので、車道側のナビラインしかないのかと。道路によって考

えていくしかないのかと思います。 
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座 長： そうですよ。繰り返しませんので、少しいろいろな道路管理者にご相談になって、

最終的にどういう扱いにするかご相談になって。今日は決められないので。最後終わ

るまでに。 

 

Ｅ委員： 66 区間の 55.4km、きっと他の区では目玉飛び出るほど進んだ計画であることは間

違いないと思うのですけれども、それはチャレンジャーという意味でいいのではない

かと思いますけれども、放置自転車というのは最悪のワーストから、自転車で楽しく

走れる走行空間のベストな区におもいっきり方向転換するということでいいと思う

のですけれども、この区間の中で 66 区間という非常に細かい、かつ、また相当細か

い所まで入っていると思うのですけれども、これらの決め方は先程のルールなのです

ね。この中に、先程東京都の方がおっしゃったように、東京都では、Ｏ委員がおっし

ゃったとおり地域の方々の反対意見なんかがあればそこを飛ばして、やはりナビをつ

くるかどうかは別として、ちょっとこの 66 区間はこのままでいいのかどうかという

話は今やるべきなのかどうかわかりませんけれども、行為だけではなくて決め方を明

確にしておかないと。 

 

事務局： 逆にこれをやらない区間という形で優先度が著しく低いものは、そのうちやるとい

う判断で、そういう視点で抜いておくという手はあるのですけれども、最後に上げて

いる 21 枚目のスライドのような、挙げてみたものの得点がどこともつながらないも

のとかいうのも存在しておりますので、例えばこのようなものを抜いて、赤とオレン

ジの所をまずやってみて、その後の状況で一度様子を見て、必要であれば路線の組み

換えを含めて段階的にということでいくと、例えば赤とオレンジだけとか、そういう

やり方で一旦落としてしまうという手もあるのかと思うのですね。もしくは初めから

この中でどうやってもできないという所は抜いて、これを例えば目標として、例えば

30区間だけにしておくということもあろうかと思いますし、ただ、今の時点で少ない

よりも多い方が議論しやすいかと思いまして、少し載せてみたという感じなのですけ

れども。基本的には先程冒頭に申し上げた信号交差点が連続していて、車の通りが発

生している所という視点でピックアップはさせて頂いていますので、該当するものが

これだけあるというようにご理解頂ければよろしいかと思います。 

 

Ｈ委員： 私もいくつかの区のネットワークづくりに参加させて頂いているのですけれども、

今回の対象区間の抽出、いろいろな要素を検討して頂いていますが、やはりいくつか

の区で問題になっているのは、ママチャリ。ママチャリが一番使われるのはどこかと

言うと、保育園。そういった所の送り迎えがすごく多いのですね。そういった事が今

回のこの要素に入っていない気がする。それから商店街、広い商店街ならいいのです

が、狭い商店街につくるナビラインは結局商品が置かれて通れない。人が通れない。

外から来る人はナビラインがあるからどんどん突っ込んで事故を起こしてしまう。商

店街の所の取り扱いをどうするのかというようなことも、やはりいろいろな区で議論

になっている。もう一つが事故多発地帯とおっしゃいましたが、事故の内容の分析を

きっちりできているか。ナビラインを引けば本当に事故が防げるのか、他の要素があ
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るのか、そういった事も検討していかないと一概に路線を決めるわけにはいかないの

ではないかと思います。 

 

事務局： 今のお話、非常に悩ましいところで、基本的にはネットワークがこれだけ出来てく

れば、先程のお話の中でママチャリをしっかりとした所に位置付けて、網密度が高け

れば少し移動して、そこのネットワークに乗ってもらって行って頂く、という意味合

いでいくと、今の評価の視点の中に保育園とか幼稚園、学習塾に来る子ども達がすご

く走るということで、例えばそういったような視点も入れて、このネットワークの中

でどう優先させるかの視点に入れていくのはすごく大事だと思いましたので、検討さ

せて頂ければと思います。事故の多い所に優先度を高めましたというところなのです

けれども、私どももいろいろと調べさせて頂くと、結局のところ不注意による事故と

いうのがどうしても多くなってくるので、通行環境をつくれば全て OK というでは当

然なかろうかと思いますが、少し事故の傾向を見させて頂いて、その不注意でない事

故というのも視点として入れ込んで、評価の基準に反映できるかは別として、この区

の中ではどんな事故が多くて、その中で不注意ではない事故、要は車側の問題である

とかというのがどのようになっているのかデータとしてまずは整理させて頂いて、そ

の上でもし反映できるような細かな情報が取れれば、反映させて頂くという感じで進

めさせて頂ければと思います。 

 

座 長： はい、それでは次回までにそれをしてください。 

 

事務局： はい。 

 

座 長： ありがとうございました。他はどうでしょうか。そうしますと、とりあえずこの 66

区間を示して頂いたのですれども、21 ページというのがいろんな買物、通勤・通学、

観光の点を同じにしたもの。23 ページはにぎわいのことを倍にした。25 が交通とい

うことなのですけども、我々はどれを見ればいいですか。 

 

事務局： 正直言うとどの絵も今のスコアの付け方には似通ったところがありますので、基本

的には 21ページも見て頂ければよろしいかと思います。 

 

座 長： そうすると 21 ページをご覧頂きまして、先程得点がゼロでは、つまりどの方から

見ても該当しない。 

 

事務局： そうです。交差点は連なっているけどもどこにもタッチしないと、そんなようなこ

とです。 

 

座 長： まずこれを落とすかどうかを決めましょうか。0 点だからなくてもいいのではとい

う考え方もあるわけですよね。 

 

事務局： そうですね。今 0 点が 5 路線ございます。 
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座 長： いかがでしょうか。地元の方も。論理的に考えれば、評価項目 6個挙げてどれにも

該当しないのであればそれは外すのが論理的だと思うのですけれども。 

 

Ｅ委員： この赤と黄色のラインで基本的な色分けで、パターン①で見た場合は、さっきの 66

区間、非常に細かい所まで網羅したのとどのくらい減っているのですか。非常に細か

く繋がった神経回路のシナプスのような、10ページから 21ページに移る時にはたし

てどこをカットして、66 区間が 30区間になったのか、そこがわかると判断しやすい。

一番大事なのは赤とオレンジと黄色ですよね。 

 

事務局： 正確な数字はあらためて出します。 

 

座 長： その前に、まず 66 のまま自転車ネットワークいうのか、0 点は除きますかいう問い

かけなのですが、今、話しとしてはそれを超えて、2点以下を減らしますかというい

ろいろな選択肢が出ているわけです。それを整理しましょう。まず 66そのまま、0 点

を含めて自転車ネットワークと言いますか。0 点だけは除きますか。0 点を除くのは

論理的です。それはあらゆる評価基準どれにも引っ掛からない。だから除くというの

は論理的です。さらにそこから 2 点、1点というのは、どれかには引っ掛かっている

わけですね。でも、それを除くというのは論理を超えて、例えば整備のコストとか、

いろいろな事を考えて 30 くらいしかできないというある種の行政判断で消すという

ことになるのですね。どうしましょうか。 

 

Ｃ委員： 私もいろいろな自治体のネットワーク計画に参画させて頂いていますが、その中で

やはり 66 できればベストな状態というのはわかるのですが、実際ネットワーク計画

で整備したとしても、そこにメンテナンスで矢羽根をブルーに塗装する等、必ずそこ

は 5 年に一度かメンテンスをして、それに対してはかなり経費が掛かるというのはど

この自治体もおっしゃっています。なので、豊島区の中でこれぐらいの予算が取れる

から計画として抑えていこうというのは最適な部分が必要になってくると思います

ので、その辺り我々としてはできれば 66 全部やりたいというのが区民の安全のため

に、でもそこまでやる必要があるのかというのは、思いプラス自治体の行政判断とい

うのがかなり関わってくるのではないかと思います。 

後もう一つは、区として観光を今後メインでやっていきたいという思いがあるので

あれば、1～6 の優先基準が変わるでしょうし、それよりも区民の安全第一ということ

であればこの優先順位も変わるのでしょうし、その辺り区のお考えや自治体の予算で

まかなっていくだけのものがないと、欲張ればいいというものでもないのかと思いま

す。 

 

座 長： ありがとうございます。どうでしょうか。 

 

α委員： まず予算の話ですけれども、これ全部取れるというわけではありませんので、やは

り優先度の高い所から徐々に整備していく。何年先になるかわかりませんけれども、
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例えば 5 点の赤い所から 4 点のオレンジの所といった形で優先度の高い順に整備し

ていくというような考えです。いろいろなパターンで出した時に、やはり最低でも 2

点以上は残しておかないと、例えば観光でトキワ荘といった所が消えてしまいますの

で、にぎわいづくり、それから交通事故が多い所、こういった得点で出ておりますの

で、できましたら 2 点以上は抑えておきたいと考えております。 

 

座 長： はい、新しい提案ですね。では 1 点は消えてもいいのですか。 

 

α委員： 1 点はできれば残したいですけれども、皆さんのご意見を含めて検討したいと思い

ます。 

 

座 長： 優先順位がつくのは当然だとして、何年後かわからないけど最後の絵姿として自転

車ネットワークはこれですというのを出す時に、1点を入れるか入れないかという判

断ですけれども。 

 

α委員： 正直言いますと、66区間全て整備できればいいのですけれども、なかなか難しいと

思うのですよね。そのためにこのような基本系みたいなものを定めて、ではどこにし

ようかとことで話し合っていることですので、やはりその中で優先的に整備するとし

たら、どこまで認めるかというのが皆さんのご意見をお聞きしたいところなのですけ

れども、私としては観光というのがありましたので、観光を見ると 2点の所が消えて

しまうのはもったいないから最低 2 点なのかなと思っているのですけれども、1 点ま

で含めるということになると、それも必要なことなのかと思っているところです。 

 

座 長： はい、0 点はどうですか。 

 

α委員： 0 点はやはりどこにも引っ掛からなかったということもありますので、それについ

ては今回どうするのかコメント頂きたいと思うのですよね。私の方からいらないとは

っきりと言えませんので、ご意見を伺いたいと思います。 

 

座 長： いかがでしょうか。 

 

Ｖ委員： 先程から伺っていてよくわからないのですけれども、話が元に戻ってすみません。

下記 66 区間、55.4kmというのは、信号の連続する幹線ということで、そこをキーワ

ードとして選んだものがあれということですか。 

 

事務局： そうですね。 

 

Ｖ委員： つまり、あれ以外のものについては今回私どもが考えていくネットワークから除外

していいという判断は、そういう判断はどこから。別に信号は連続しなくたって危な

い所はあるかもしれない。便宜的にそうやられたということなのですか。そこがよく

わからない。 
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事務局： 基本的に自転車ネットワークですから、例えばそこにお住まいの方がどこかへ行く

時に、例えば池袋に行く時に少し中の道を走らないといけないのですけれども、ここ

だったらずっと走り抜けられる、基本的には自転車を使われる方はどうしても一番近

い道を行かれるのですけれども、これができたらこっちにみんな乗ってよと、ここ安

全だからということで繋がる道を選びましたというのは、まず一つのご提案で、ただ

提案自体は、提案した側としては間違った発想ではなくて、そこまで行けば安全に走

れるということが担保されているという意味でピックアップをさせて頂いたという

ことでございます。ただ、例えば、当然ここですごい事故が多いということにもしな

れば、ここに対策すべきというものがこの分科会の中で出てこれば、今初めから繋が

っていないからと抜いている所も候補に入れる様な考え方でスタートしなければい

けないかと。今はあくまでもつながっている。少し走って安全な所があるので、それ

を組んでみるとこういうネットワークになりますよということでまとめさせて頂い

ている。ご提案の一つということで、捉えて頂ければ。 

 

Ｖ委員： 現実の問題として、今後、公表された時に、何でうちの所の路線が入っていないの

かと言われた時にどう答えるか。これはコンサルタント業者の方が選んでそうしたの

で私達はそれを同意したからですという答えで本当にいいのかどうか。その辺はこん

な簡単に決めてしまっていいのかなというのが住民感覚としては、やはり議論する場

をつくらないといけないような気がするのですが、そこはみなさんどうでしょうか。 

 

Ｘ委員： 先程Ｈ委員の方からせっかくいいご提案を頂いていて、ママチャリで、事故が一番

多いのはそこだ、それから大きなマーケットではない小さな駐車場も十分加味できな

い、道路が狭いなんていう所で事故が多いという提案を頂いていて、基本今ここで何

もしないでいいのかなと、そういうことは考えなくてよろしいのでしょうか。それで、

この中で全部対応できちゃうのですか。というのは、豊島区と言いうのは、公立の幼

稚園は少ないと思うのですよね。保育園の方が多いのではないかと気がずっとしてい

たのですが、そういうことを、役所の方としてはどういうお考えなのかなと気になっ

たのですけれども。 

 

α委員： Ｈ委員から頂いたとおり、大事な意見であると思っておりますので、それも含めて

またこういったような形で。 

 

Ｘ委員： そこを今、この図でいいのか、全部落としちゃっていいのかと言われても私も全部

見ているわけではないし、わからないのですね。豊島区にずっと住んでいても。です

から、今言われてもきちんとした意見が出ないのですね。本当に全部わかりませんか

ら、これでいいのかなという気がずっとしていたのです。毎日使っている道路ならあ

る程度わかりますけど。 

 

事務局： 今の考え方は、例えば保育園が少し離れた場所にあるとした時に、あくまでも提案

として聞いて頂きたいのですけれども、私どもとしてはある程度の高密度に配置をす
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ることで、保育園のすぐ近くまで安全に通れる道路をつくりますと。ここからはすみ

ませんけれど気を付けて通ってくださいと。できれば 200mとか 100m くらいでアクセ

スできるくらいの密度感にさせて頂いて、例えばご自宅から、ここも少しだけすみま

せんけれども、狭い道、住宅地の中を走って頂いて、広い所、ここにはしっかりとし

たネットワークがあるのでここをスムーズに走って頂いて、ここだけ少しまた気を付

けて地域の中走ってくださいね、というような発想でつながっているのを選ばせて頂

いたのがこれです。今のお話でやはりここまでいるということになると、要は全部の

道路を整備することになるので、たぶん今度は行政が根を上げてしまうかなというと

ことがあって、そこの折り合いをどこでつけるのかが正直私どももこれで完璧かと言

われれば、いろいろなご意見を頂く場として今日設けているので、おっしゃることよ

くわかります。一度、保育園・幼稚園がどこにあるかというものを見させて頂いて、

このネットワークでどこまでそれが対応できるのかというのは一度整理をさせて頂

く。その結果として、今までの話を使うなら、例えば 0点の近くに保育園があればや

はりそこって大事となればここはやはり残すべきだとなるし、その辺りは少し見方を

変えて、評価を一つ増やして対応していくのですけれども、一番初めにおっしゃられ

たのは、そもそもつながっているからいいのだという、コンサルが言っただけなのだ

ということになると問題がある、選び方自体に問題があるということであれば、今日

いろいろとご意見頂ければそれに合わせてもう一度その視点でこれ自体を組み直す

ということも考えなければいけないかなと思いますので、今 66 路線と数が多いので、

どう絞るかですよね。 

 

座 長： はい、ありがとうございます。そうすると、まずは保育園について位置を確認して

頂いて、その関連で追加すべき所があるかどうか検討して頂くとことですね。それか

ら、自転車ネットワークというのは今お話頂いたとおりで、基本的には車でも幹線道

路と生活道路ってあるじゃないですか。基本的には自転車にとっての幹線道路ネット

ワークをつくろうとしているわけです。なので、自転車の幹線道路が保育園に行くの

が生活道路のような所であるとすると、もしそこに何か危険がある、先程のように荷

物が置いてあるとか、そういう問題があれば、それはこの議論とは別として商店街の

安全対策とか、生活道路の交通安全対策とか、別のツールを区の方で考えて頂きたい

と思います。思想としてはコンサルが考えたというよりは、幹線的な自転車ネットワ

ーク網を選んでいるということですね。ただ、手法として信号が連続しているという

ことが単純なので、まさに地元の方の目で見て頂いて、信号は連続していないけど自

転車の幹線的なネットワークがあるということであれば、ぜひ提案を頂ければと。 

 

Ｅ委員： 網密度の考えについて、それが理解できないと分かりづらくて、網密以外の考え方

ってあるのですか。設定の仕方とか。 

 

事務局： 要するに広いエリアですごく長い延長をつくるのは当然広いからそうなってしまう

ということはあるので、それをいわゆる人口密度と同じような考え方でまとめたもの

がこれですから、これ以外のものと言われると私もちょっと存じ上げないです。 
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Ｅ委員： 警察の方にお聞きした方がいいかと思いますが、豊島区って、この 3年から 5 年く

らいで、例えば自転車の事故って他区と比べて多いのでしょうか。少ないのでしょう

か。思うに、自転車道ができれば絶対安全だとはあまり思っていないので、その辺に

ついても教えて頂ければと。逆に自転車道でも事故って多いのですね。特に歩道上で。

豊島区自体の交通事情、事故事情というのがあったら教えて頂ければ、安全安心のた

めにはそこのところがポイントになるかと思うのですけれども。 

 

Ｒ委員： 池袋署管内の状況ですけれども、事故件数は 27 年には少し減っていまして、去年

240、今年はだいたい半年でプラス 18 件くらい。その内の自転車の占める割合なので

すけど、去年が 37％で、今年が 7月末の数字なのですけれども、池袋管内ですと 40％、

事故も今年は増えていまして、自転車の事故としては増えているという印象です。 

 

Ｌ委員： 東京都内ですと自転車の関与する事故というのは 32.7％。目白署で言えば 46％。 

 

Ｚ委員： 巣鴨ですけど、去年よりは割合として 20％以下です。自転車重大事故というのは増

えています。大通りだろうが、中に入った道路であろうが関係なく事故は発生してい

ますので、空間的に言えばどこも必要なのでしょうけど。 

 

Ｒ委員： 池袋管内で言うと上がっている印象です。 

 

座 長： もう一つアンケートの話題があるので、今日これでの結論を出したいのですが、こ

の評価項目が 6 個あるのをもう 1 つ保育園という視点で見て頂いて、その保育園に絡

んでいわゆる生活道路的ではなくて、自転車の幹線道路的なものを考えていけそうな

保育園があったら追加も考える。ということにして、それでもその項目にあてはまら

ない 0 点というのは論理的に言って外すということでどうでしょう。よろしいです

か。では、そういうことで次回にその上での提案をして頂く。 

 

Ｃ委員： 先程Ｅ委員もおっしゃったことですけれども、私も他の自治体に関わらせて頂く中

でパーソントリップというは実際にどのように区民、来街者達が動くのかというのは

すごく大事な視点だと思うので、交通量というところもこの中のストーリーの一つに

入れて頂きたいですし、保育園、豊島区は私立の幼稚園もあると思うので、細い道ま

では難しいと思うのですけれども、0、1、2でももし何か関わるところがあるのであ

ればポイントにしてほしいと思います。なぜかと言うと、豊島区が子育てしやすい街

づくりというのも自転車と同じだけ謳っているというところもありますし、そこも視

点にしてもらえるといいのかと思います。 

 

γ委員： 網密度を基本としてというところで感想になってしまうのですけれども、10 ページ

に池袋駅周辺とそれ以外で相当密度が違うという印象なのですね。これは区内全域で

500m メッシュなのかということを考えた上で路線設定というのが、信号の連続する

だけではなくてあっていいのかと。逆に池袋駅周辺こんなにあっていいのかなと思っ

ているくらいですので、その辺り、メッシュ切った密度も路線の選定にあって、例え
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ば近ければどっちの方が道路とかという選択があってもいいのかなとその辺りも含

めて。 

 

事務局： この中の網密度と、生活をさせている方の網密度というのがあると思うので、池袋

の密集地としての網密度をこれくらいにするのでこれだけの路線を選びましたとか、

何か上限を決めるみたいなことを相談させて頂いて、予算なのか、網密度なのか、そ

の辺り考えさせて頂いて少し整理させて頂くようにします。 

 

γ委員： 逆に池袋駅周辺なんかは歩いてもらいたい路線、例えばサンシャイン 60 通りは自

転車では実際走れないですよね。そういったところ実態にあった路線設定の必要なの

かと思います。 

 

座 長： それも検討してください。それではアンケートについて説明をお願いします。 

 

事務局： パーソントリップの話でもあるのですけれども、なかなか古いデータになってしま

っているものですから、それを補うという意味合いでアンケートを作成させて頂いて

おります。 

    （資料 2）の説明 

 

座 長： はい、ありがとうございました。では、何か今の段階でお聞きしたいことありまし

たら。 

 

Ｃ委員： 区民の方のアンケートで、どこからどこへというのは聞かなかった理由というのは。

回答が多くなれば多くなるだけ回収率が悪くなるのはわかるのですが。 

 

事務局： これは申し訳ないです。少し設問を同じような形で、今ヒヤリハットの方はこのよ

うに聞いていますので、よく使う方に質問という所と、使わない方でも、使わない方

については自転車で行ってみたい場所について回答してくださいという形で聞いて

しまって、そこで振り分ければいいと思うので、ちょっと追加させて頂きたいと思う

のですが、問題は今 4ページでどこを削ろうか悩んでしまうところです。 

 

座 長： では加えるということですね。ありがとうございます。他どうでしょうか。とする

と、よく使われるルートというのがそこで新たに見つかるという可能性があるのです

よね。 

 

事務局： それが正直起こり得ると思っています。 

 

座 長： その場合には、先程の道路に追加ですか。 

 

事務局： 難しいのは、例えば聞き方としてよく使うルートに線を引いてくださいとやってみ

た時に、狭い所をずっと行かれるのであれば、むしろ太い所に誘導したくなるので、
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その辺りそのまま引きずられるかどうかは別として、一度聞いてみたいと思います。 

 

Ｈ委員： 区民アンケートの方の問 8、違反したことがあるというのはネットワーク計画に必

要なことですか。 

 

事務局： これはいろいろと聞いておくことで自転車全体の計画としてよろしいのかなという

ことと、今回の自転車ネットワーク計画の最後の落ちとして、地域の方と一緒にルー

ル守ろうねと PR していくということもあったので、その時に使える情報があるとい

いなと打算的に入れてしまいましたので。 

 

Ｈ委員： そういうことであれば入れておいて構わないのですけど、ただ違反したことがある

のかという聞き方があまりにも失礼ではないかと、何気なくやってしまっているとい

うはわかるのだけど。 

 

事務局： 新しく追加する項目でどこか削らなければいけないので、こういう打算的な所は削

る方向で。 

 

Ｖ委員： 私も実はその話で、ただ、問 8は削るという理解でよろしいですか。 

 

事務局： 問 8 は削らせて頂こうかと。ちょっと失礼かというところと、これを回答して頂い

て追加で罰金を取るかというとそういうわけではないと思いますので。 

 

Ｖ委員： これ、教えて頂きたいのですが、過料ではなくて罰金や懲役なのですか。 

 

事務局： 過料のものもあるのですが、一応罰金のものもあります。過料でないものもありま

す。 

 

会 長： 他どうでしょうか。では少し修正が入るようなのでよろしくお願いします。それに

よってはネットワークに何か追加されることがあるかもしれない。はい、ありがとう

ございました。そうしますと大体今日議論すべきことは終わりましたが、何か全体通

してご発言ございますか。よろしいでしょうか。 

 

Ｅ委員： スケジュール感としては、アンケートを直して、今の話でいくともう第 2 回の分科

会は修正せずに発送してしまおうと。 

 

事務局： 今のスケジュール感でいくと、無くしたり追加したりした状態で、一度確認頂く場

を設けることは難しいものですから、何か連絡をする手段で、これで出しますがよろ

しいですかという確認を取らせて頂きます。 

 

α委員： 事前に送付する形で。 
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座 長： お任せしますけど、今ここで、先程皆さんがいろいろな意見があって少しここは失

礼ではないかとか、順番を変えるとか、削除するもの追加するものがある中で、確認

ができないまま出してしまうよりは、一旦確認してもらった方がいいのではないかと

いう気がしました。 

 

事務局： はい、直させて頂いて。 

 

座 長： スケジュール的に間に合うのであれば。 

 

事務局： そうですね。はい。 

 

座 長： そうしましたら、事務局からも特にありませんか。最後にスケジュールを確認しま

すと、次回は 10月下旬から 11 月の中旬くらいまでの間に全体会と分科会の合同開催

がありまして、そこにネットワークの修正提案が出てくると、アンケートの結果も出

てくるということですね。 

 

事務局： アンケートの結果を反映してネットワークに反映することがあれば反映して、それ

を一度させて頂くという形になります。 

 

会 長： ということで、10 月下旬から 11月の中旬くらいまでの間に日程については調整さ

せて頂くと。他よろしいでしょうか。それでは今日はここまでとさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

 

（午後 3 時 50分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 の 結 果 

・ 各回の分科会の決めごとついて報告を行った。 

・ 自転車走行空間整備計画（仮）の策定に向け、対象路線の抽出に

向けて意見交換した。 

・ 区民アンケート・WEB アンケートについて報告した。 
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