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審 議 経 過 

開 会 

 

事務局： 皆様お揃いとなりましたので、少し早目ですけれども始めたいと思います。第

2 回豊島区自転車等駐車対策協議会の分科会をただいまから開催致します。本日

はお忙しい中をご出席頂きましてまことにありがとうございます。私、事務局を

担当致します豊島区都市整備部土木管理課長の柴でございます。よろしくお願い

します。 

     本日の会議は協議会委員の過半数が出席されているということで、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。よろしくお願い致します。 

     なお、本日の欠席に関するご連絡ですけれども、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会社、株式会社創建の杉尾様にご出席頂いており

ます。資料の説明などをして頂きます。よろしくお願いします。 

     また、従来事務局を担当しておりました鈴木に替りまして、今後 10 月 1 日付

けで土木管理課自転車計画グループ係長を発令致しました海老原が係長を務め

ます。よろしくお願いします。それに伴いまして、駐輪場整備グループ係長で計

画グループを兼務してきた近藤が、兼務解除となりましたことを合わせてご報告

致します。 

 

海老原係長： 海老原です。よろしくお願い致します。急な異動でしたもので、まだまだ

皆さんに教えて頂く部分が多々ございます。よろしくお願い致します。 

 

事務局： それでは、前回の分科会でご承認頂きました久保田座長に司会進行をお願いし

たいと思います。よろしくお願い致します。 

 

座 長： おはようございます。今日もどうぞよろしくお願い致します。公開ということ

ですので、傍聴の方、あるいは取材の方がいらっしゃいましたらお入り頂きたい

と思いますが、いらっしゃいますか。 

 

事務局： 今日はなしです。 

 

座 長： では、まずは資料確認からお願いします。 

 

事務局： まずちょっとお詫びしなければいけませんけれども、事前に今回送付致しまし

た資料ですが、誤植とか差し替えの部分がございますので、大変不手際で申し訳

ございませんが、本日机上に配布したものでご議論をお願いしたいと思います。 
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     それでは確認致しますが、まず「資料１」と致しまして、「豊島区自転車走行環

境計画～前回意見の対応について」、「資料２」と致しまして、「豊島区自転車走行

環境計画～計画対象路線の見直し」、「資料３」と致しまして、「豊島区自転車走行

環境計画～各路線の整備タイプの設定～」、次に参考資料と致しまして、第 1 回

分科会の議事録がついております。以上になります。よろしいでしょうか。 

 

座 長： 「会議録（案）」、これは参考資料として配られておりますけれども、これにつ

きましては後ほどお目通し頂きまして、お気づきの点がございましたら、事務局

に後ほどお申し出頂ければと思います。 

     それから、今お話ありましたが、今日の議題の中にありました、自転車走行“環

境“というところですけれども、開催通知の中では「自転車走行空間計画」につ

いてとなっております。変更について少し事務局からご説明お願いします。 

 

事務局： それでは、前回分科会でも若干ご議論頂きました、自転車ネットワークづくり

の手法について、改めて区の考え方をお示ししたいと思います。 

     前回、久保田座長からご質問に応えて申し上げましたが、区としては、隣接す

る自治体との連携も含めた豊島区全体としての自転車ネットワークは、国のガイ

ドラインを基本にして、区民の皆様に良好な走行環境を提供していくものである

という考えに変わるところはありません。しかしながら、道路幅員等の関係で構

造上自転車の分離が図れない箇所、あるいは歩道であっても幅員が十分でないた

め、歩行者との分離が困難な箇所等については、それぞれの道路管理者の皆様と

協議しながら、その場所に適した道路整備を図って参りたいと思います。その前

提として、地域にお住まいの区民の皆様の合意を頂きながら進めていきたいと考

えています。 

     その上で、本日お配りしました「資料１」に書かせて頂きましたが、自転車が

安全・快適に走行するために“場所”としての“空間”を整備することに加え、

その空間を適切に利用できるよう、通行ルールの周知や路上駐車の抑制といった

市民への啓発も含めた“環境”を整備することが必要と考えて、今回お示しした

とおり『自転車走行環境計画』とした次第です。ご議論の途中で計画名が変更に

なるといういささか不手際ではございますが、以上の趣旨をお汲み取り頂き、ご

意見を頂ければと思います。 

 

座 長： はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの点も含めまして後ほど

ご質問頂く時間をつくりたいと思いますので、まずは「資料１」の説明をして頂

いて、議論したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

事務局： はい、それではよろしくお願い致します。 

     （資料１）の説明 

 

座 長： はい、ありがとうございます。それでは、冒頭の自転車走行“空間”を“環境”

に替えたことをはじめ、今ご説明のあったことにつきまして、ご質問、ご意見あ
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りましたらお願いします。 

 

V 委員： 当初の走行空間という言葉を走行環境というように変えて頂いてありがとうご

ざいます。これで少しコンセプトが広がって、その空間の中でもって環境づくり

をしていくということで、二次元が三次元になったみたいな形で非常にいいネー

ミングだということで、感謝をしたいというのが第一点でございます。 

     それから、回収率ですが、今のアンケートについて、回収率の話がなかったの

で、そこは改めて確認をさせて頂ければと思います。 

 

座 長： はい、ありがとうございます。回収率についてお願いします。 

 

事務局： 回収率ですけれども、「資料２」の５ページのところに、ＷＥＢアンケートと紙

面アンケートと書いてございまして、ＷＥＢアンケートにつきましては基本的に

お願いをした方から全部返ってくる、今回の 600（区内）と 400（区外）という目

標数値を掲げていましたので、それについてはしっかりと回収ができている。要

は回収率の考え方があまりないものですから、まずこちらはそんなお話です。た

だ紙面の方については、2,000 名に配布させて頂いて 467 名ということで回収率

23％ですね。確か前回の時に私 30％目指したいということ言ったのですが、すみ

ません、力及ばず申し訳ございません。 

ただ、一応区民のフォローというのはＷＥＢアンケートの方でもさせて頂いて

いますので、600 名に対して 83名分余分に取れていますので、その辺りでご容赦

頂きたいなというところが一点、後、実際 683 の中には、ＷＥＢアンケートでオ

ープンにＵＲＬを打ち込んで入ってきて頂くものがあったのですけれども、最終

的には 15 ということで、ボリュームとしては少ないですが、意欲的に回答して頂

いた方もいらっしゃったというところでございます。いずれにしても、結果とし

てはこういった数字になるということでご了承頂ければと思います。 

 

V委員： ＵＲＬの 15 の内の１は私です。 

 

座 長： ありがとうございました。他はいかがでしょうか。今の「資料１」の４ページ

をご覧頂きますと、前回頂いたご意見に対してこのように対応しますというのが

今日の「資料１」の全体構成になっていまして、基本的にこういう考え方でよい

だろうかというのがあって、最終的にその考えに則って対象路線の見直しの提案

をしているのが「資料２」なので、具体的には後ほど「資料２」でまたご説明頂

きますけども、考え方としてこういうことでよろしいかどうかですね。もしご意

見ございましたら。ちょっと一旦先にいきますかね。まず名前だけ今の段階で、

これで２ページにありますように“空間”を“環境”に替えるということについ

ては皆さんよろしいですか。はい、ご異議ないということで、ありがとうござい

ます。まず「資料２」の説明をして頂けますか。 

 

事務局： はい、わかりました。 
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     （資料２）の説明 

 

座 長： はい、ありがとうございました。それでは、「資料２」につきまして、あるいは

「資料１」を含めて結構ですから何かご質問、ご意見ありましたらお願いします。 

 

E 委員： ＷＥＢ、それから紙面のアンケートの男女比はどうなのでしょうか。買物もあ

りますが、もっと観光が増えているのかなとイメージしていたのですが、そこの

男女比を見てみたいです。 

 

事務局： 区民の方については、男性が 59％、女性が 41％。来街者の方は、実は男性がす

ごく多くて 73％でございました。どちらかというと、男性の回答が多いというこ

とになってございます。 

 

E 委員： ということは、来街者の方は、区外からの豊島区池袋に向けての自転車乗りの

方が多いということでしょうか。 

 

事務局： おそらく傾向としてはかなり多いかなと。 

 

E 委員： はい、わかりました。だいたいイメージがわかりました。買物というのが非常

に多かったので、来街者の方が何で買物が低いのかなと思っていました。もう一

つですけれども、これはもう区の方と十分お話し合いの上でお決めになったこと

だと思うのですけども、池袋の中心街を今度のエリアから外すか外さないかにつ

いてのところを、これはいかがなものかと。大変恐縮ですが、当然のことながら

まちづくりのいろいろな西口の再開発、それから西口公園、東西デッキ含め、そ

れから南池袋公園からいろいろなものを聞いてはおりますが、それはそれでござ

いまして、なぜかといえば、ヒヤリハットから安全性の問題、それから行く場所、

行きたい場所から買物の場所全てにおいて池袋を中心としているのに、我々は自

転車のこの委員会の立場として、その池袋は一番対象の場所であるということは

アンケートやパーソントリップでわかっていながら、ここはあえて外すという理

由がどうもこれはいいのかなあと、ごめんなさい、きっといろいろなお話があっ

た上での判断だと思うのですが、それとは別にお話し合いがあっていいのではな

いかなと。自転車の利用者の目線で、自転車を安全に、“環境”という問題で替え

たわけですから、名前も、やはり逆に言えば、自転車の走行“空間”という意味

だけではなくて、“環境”という意味で替えるならば、そういうことで池袋駅中心

を外して考えることはより多くのリスクや安全性とか、利用者の目線とかそうい

ったものを考える時に、確実に外せない、むしろここ中心的にやった方がいいの

ではないかというくらい利用者の多い空間であり、交通の至便の所であり、かつ

また買物至便の所であり、事故も多いという所なわけですから、ごめんなさい、

まちづくりの視点とはまた別に、自転車利用者の通行の環境整備、道路整備とい

う意味での目線で我々はそちらの方に意見し、または主張をしていきながらまち

づくりの中に反映してもらえばいいのではないか。それが必ずしも叶うか叶わな
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いかは別の話であって、ここをエリアから外すのはいかがなものかと思ってしま

う。皆さんがいかがでしょうか。 

もう一点言わせて頂きますと、放置自転車対策を十何年やっていますけれど、

放置自転車の問題から言ってもやはり池袋周辺はどうしても外せないと思ってお

りまして、今本当にこれだけ放置自転車対策がうまくいきまして、ほとんど放置

自転車がなくなってはいるのですが、土日に買物客での放置自転車の数というの

は逆に多い、緊急自動車が入れない状態になるなど、走行環境問題の話になれば

ぜひともやはり入れて頂きたいと思います。 

 

座 長： はい、ありがとうございます。では、今の件についてお願いします。 

 

事務局： 今 E 委員から非常にいいご質問頂いたと思いますが、やはり、ただ空間的なも

のを整えるというのではなくて、利用者目線で安全性などに配慮した上で自転車

が走る環境というものを考えていくということで、本日欠席はしているのですけ

れども、交通基盤の担当課長とも連携しながらまちづくりに取り入れていけるよ

うに進めていければと考えております。 

     中心街につきましても、今交通基盤の中で会議をしながら議論を進めている最

中でございますので、そういった中に今日の議論の結果を反映できるように早速

話をしていきたいと思います。 

 

E 委員： ここの部分をはずしてしまうと、どうしても他のまわりで安全空間とか何かで

きました、環境を整えましたっていうけれども、じゃあ事故減らないじゃないか、

何故かと言うとここの所を外しちゃったからっていう、じゃあこの委員会って何

だったのと、委員会の存在価値が薄れてしまうような気がして、ちょっと生意気

ではありますけど、ぜひ本当にここは。自転車を利用する方々の目線と、歩行者

の目線で見てもらっていいと思います。車は外していいと思います。それと、東

西デッキがなんだかんだ言っていろいろあるわけですから、東西に本当に自転車

でつながる道がないですよね。ですから東西デッキの上を自転車が通る所はない

のかどうか、そういったことを含めて考えるためにもぜひ意見だけでも、提案だ

けでも、そういう目線で。 

 

事務局： 実際に通るかどうかわかりませんが、非常に難しいのかなと思っております。

やはり東西をどうするかということで、例えば池袋大橋、今押して渡らないとい

けないので、そこが何とかなればいいのですが、それについては非常に難しいで

す。 

 

E 委員： びっくりガードも同じですよね。池袋大橋かびっくりガード、それが使えるか

どうか。私もそれはわかっている。はたしてそれができるかどうか。東西デッキ

の方に。建物と建物の間を通すわけなので、そこに延長して自転車を。 

 

事務局： びっくりガードも今階段、スロープでいくような感じなので、そこを何とか。 
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E 委員： 本当に東西通る所がないので、そういうつくりになってしまっているので、環

境も考えないといけない。何らかの方向性を考えなければいけない。 

 

座 長： ちょっと４ページをあけてもらえますか。これの説明の中で、二種類お話があ

ったかと思うのですが、一つは、ここについては別の計画がいろいろ動いている

のでそっちに委ねるっていう話と、もう一つは、この中には積極的に自転車を入

れない方向、その二つことをおっしゃったのですね。これは、それぞれ違うこと

ですね。我々の今立てている自転車走行環境計画のアウトプットは、今案として

21 ページで、例えば池袋の東側の路線がありますね。青い２点の線とか、そこか

らさらに北へ行く線、これは対象ですよね。案としては。ただ、４ページを見る

と、赤いエリアに入っているので、つまり、今年度中に路線を決めて、来年度か

ら 10 年でやっていくという対象の路線は何なのかという議論と、駅周辺とどう

するのかという議論が混ざってしまっているので、ちょっと整理してもらいた

い。 

 

事務局： 実は頂いたご意見を前に事務局で話したのですが、今思っているのは、この界

隈も、計画全体の中で、位置付けをさせて頂いた上で、ただ、どうつくるか、そ

れはナビラインなのか、自転車道なのかという部分については当然このまちの形

がどうなっていくかっていうところに合わせていくしか正直言うとないので、た

ぶんそちらの方がどうしても力が強いので、そういう位置付けをさせて頂くとい

うように考えていくと、ちょっと私が口走ってしまったのですが、自転車を入れ

たくないということについて、正直言うとどこまでコンセンサスが取れているか

というところは、まだちょっと分からないところです。何か明文化されているこ

とではないものですから、一旦位置付けさせて頂いて、ここの中のつくり方につ

いてはちょっと他の所と違うつくり方、タイミングというものにさせて頂くのが

落としどころかなと思っています。 

 

座 長： まさにこの４ページだと、サンシャイン側も赤くなっていますよね。たぶん、

幹線道路以外にはあまり自転車を入れない。基本的には時間規制で無法になった

りするわけだから、そもそも自転車ですいすい走るような道ではないのではない

かという気持ちで赤くなっているのかと思います。そういうポジティブな計画論

の話と、あちらでも計画論をつくっているので、こっちから手が出せませんとい

う計画論の仕分け話と今一緒になっちゃっているところをすっきりとしたいで

すよね。そこは、そちらの部署の方と相談して頂いて、例えば、外すというから

何となくマイナスイメージですが、あちらに委ねるっていうような言い方にすれ

ばそれはそれで仕切りになるし、あるいはこの中でもう少し積極的に、駅前は自

転車をあまりすいすい走らせたくないです、というようなことをこの中で謳うと

いうことも、可能性がないわけではないと思いますが、それがあちらの計画とバ

ッティングするのもいけないし、そこは要調整という感じですか。 
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E 委員： 海外でもそうですが、駅前から自転車を排除するという感覚ではないと私は思

っていまして、例えば、池袋というこれだけ事故も多い、危ないと言われている

このエリアが、豊島区のこういう方法論を使ったらすごくうまくいったというよ

うな実験的な形の中で、全国モデルの中でもすごくおもしろい形になるのか、放

置自転車対策も含めて、これがシェアイサイクルの時期になってきて、駅前から

自転車でいろいろな所に観光に行けるとか、その中で中心となる池袋の駅周辺

に、例えば自転車で入ること、また自転車で乗って出ることか何かを排除とは言

わないでしょうけれども、規制するという形ではなくて、そこは何らかの形でソ

フトな形で我々が豊島区ウェイ、池袋ウェイで、池袋ではそこに入る時にはこう

しなければいけないとか。絶対に下りて渡る空間ってありますよね。例えば北口

のウイロード。ウイロードみたいなここの区間だけは押して渡らなければいけな

いという所を、例えば徹底させるというような区間があれば、そういうことでい

かないと。排除することによっては相当いろいろなご意見が出てくると私は思い

ます。それは先生が一番お詳しいでしょう。ヨーロッパでは駅前にバーでも自転

車が置けるような時代になったわけですから。自転車も電車に乗せられるわけで

すからね、現実に言うと。山手線では難しいでしょうけど。というようなことは

思います。 

 

座 長： 今おっしゃったような議論が、民間主体でまちづくり計画が進行している中で

行われているのでしょうか。 

 

事務局： 今正直言うと自転車に関して、その道路の部分については民間がつくる、いわ

ゆる通路ですね。自転車をどう扱うかというのはあまり明文化されているものを

私は見たことがなくて、いろいろな計画を一応見てみたのですが、ありませんの

で、そういった意味合いでいくと、区としては何らかの自転車通行空間というも

のを、逆に言うと、エリアの中ではそこを通ってくれと、ほかは逆に押してくれ

とかというやり方まで、例えばこのエリアではそのやり方でいくということであ

るならば、そういう方向性を計画として打ち出しておく。ただ、どうつくられる

かはちょっと様子を見てからという、そういう形が落とし所かもしれませんね。

ここはまだ通れる道が存在するので、ただ民間さんがそれに乗ってくれるように

働きかけをしなければいけない。例えば、民間さんが影響する所に関しては、再

開発計画の中でもそういった道路にはきちんと自転車が通る道だということを

位置付けて頂かなければいけないということになりますので、その辺りがどこま

で強制力を持てるかというのはわからないです。 

 

事務局： いずれにしましても、分科会と協議会の方には担当の課長が入っていますので、

ですからここでの計画もきちんと伝えられるように、そういった意味で入っても

らっておりますので、今日はたまたま欠席していますけれども、分科会の方にも

メンバーとして入れてありますので、その辺はうまく伝えていけるような形を取

っていきたいと思います。 
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座 長： ぜひそれはお願いしたいのと、たぶんこれは今年度中にこの路線計画をつくら

なければいけない、来年度からスタートしなければいけないということでいう

と、駅前辺りの道路計画がまだ決定していないでしょうから、今年度は入れられ

ないというのは間違いないですね。 

 

事務局： そうですね、今の既存計画が既存道路として一度位置付けしておいて、それに

該当する所ではつくって頂くというような言い方で引いておくか、先程の赤い枠

の中で、ここのエリアについて別口で計画上、通行する道路をつくりながらつく

っていくというのを別枠で池袋界隈だけは取り出すか、そのような形で。 

 

座 長： あちらの計画がなったら、あちらでつくって頂くか、あるいはこちらがバージ

ョンアップしてバージョン２をつくって、その中でこれを池袋前とか、何かやり

方いろいろあると思いますので。 

 

事務局： いずれにしましても、このエリアの中で自転車が通れる場所、通ってはいけな

い場所というメリハリをつけることということは計画にどんな形でも謳わなけ

ればいけないということだと思うので、その辺り、今すぐ答えは出せないので、

また相談させて頂いて、ただ、排除するという形ではなくて、通れる場所、その

代わり、歩行者のために安全を守る場所っていうのを分けるような書き方を池袋

界隈はしていくということで。 

 

E 委員： 放り出すのだけは止めよう。それはまずい。それこそ逆に言えば環境整備の話

に、今回環境整備にしたわけですから。 

 

座 長： その辺りはうまくご相談頂きたい。 

 

事務局： 駅から排除するということではなくて、先程ウイロードの例もありましたけれ

ども、そういった形での自転車を持ち込む、歩いて押すという、あるいはもう一

つはまだこれから皆様にもご相談していかなければいけないと思いますが、第三

回定例会の中でもシェアサイクルの要望も出ております。そういったことも、今

後検討しなければならないと思っております。そういった場合に、やはり池袋の

東西口から豊島区の観光地に向けて行けるようなものとか、そういったこともい

ろいろ考えなければいけないと思っておりますので、必ずしも池袋の東西口から

自転車を無くすということではありませんので、今後、いろいろと検討させて頂

ければと思います。 

 

座 長： その他いかがでしょうか。 

 

V 委員： ９月の頭の分科会以降、区内を実際に歩いてみて感じたことも含めてちょっと

お話させて頂きたいと思います。一つは道幅の問題がありまして、実際に区道だ

ろうと思う所を歩いてみて、道幅が狭いですね。現実的にあそこの中で矢羽根を
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引くなんてことは、まさにできない。今回のこういう 31.3km になるのだろうな

と、ただ、この 31.3km の中身について、図で示して頂いていますが、これをでき

れば表にして、どこからどこまで、それは道路の名前が付いているのだったら、

道路の何号とか、そういったリスト化をして頂きたい。これだけだとイメージが

あんまり湧かないです。遠いし、小さいしということで。ですから、一つお願い

としては、文字化をして頂きたいというお願いがあります。それから、合わせて

31.3km についての道幅ですね。幅が一体どれくらいあるのかということ、それと

もう一つ大事なのは、段差式の歩道があるような道が結構ありまして、実際に道

幅が、６ｍ幅の道の１ｍ、１ｍは歩道に取られるから必要ないと思いましたが、

そういうようなことがありまして、この評価の中には道幅が入っていませんの

で、そういった実際の行ってわかる状況ですね、その辺を何か備考欄か何かでも

ってご記入頂くと、全体会でやる時に非常に理解がしやすくなるのではないかと

思います。これは要望でございます。 

個別具体的なところで、私、池袋本町ですので、結構春日通り、川越街道の所

から池袋の方に出てくることが多いですが、時々、あそこは国道になっていると

思うのですけど、池袋スポーツセンターからゴミ焼却場前のあの大きな所ですが、

あそこに何か矢羽根が付いていますね。車道の所に。これ真っすぐ行くと明治通

りに下りるようになっていますよね。ここの所に矢羽根が付いていますが、池袋

署の方はご承知かと思うのですが、あそこは駐車ゾーンになっていて、現実いつ

行っても車がずらっと停まっています。あんな危険な所で矢羽根を引く、しかも

標識に車道を通ってくださいと書いてあります。これは死ねって言っているよう

なもので、実際にあんな形になっている所に、実際には自転車の方達ってみんな

歩道を、結構広い道路、３ｍくらいありますか。その歩道を皆さん、人通りがあ

まりないということで結構スピードを、坂ですから出して行かれているのですが、

そういうことを考えると、確かに原則としてっていう取りまとめでいいのですが、

かえって矢羽根を引くことによって事故を誘発する危険性もあるということを考

えなければいけないと思うので、あくまでも国のガイドラインというのは原則な

ので、やっぱり今日事務局の方からお話が出ているとおり、その環境に応じて矢

羽根を引く場合と引かない場合とか、一律にやってしまうとかえって事故につな

がるというのはありますので、その辺は斟酌して頂ければということでコメント

させて頂きたいと思います。 

 

座 長： 形態の話は後でまたやらせて頂きたいと思いますけど、その場所についてはこ

の「資料２」でいうとどこになりますか。 

 

事務局： こちらで出します。 

     「航空写真」にて説明 

 

事務局： 一応、今回走行環境という名を連ねていく時に、理想としてはナビラインを引

いたらそこには止めてほしくないということでつくっていって、この空間をきち

んと通れる環境をこの人達に伝えていくということをしていきたいのですが、世
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の中うまくいってないのも重々承知してございまして、この辺りとりわけ難しい

ですけれども、基本的には位置付けをして強く指導していくことが、計画論とし

ては理想になってしまうということだと思うのですけれども、その辺り、それぞ

れの道路によってつくり方っていうのは当然変わってくると思うのですけれど

も、計画の中で、計画だとどうしてもあまりぶれると書きにくいというか、何で

ここだけ特別なのっていうことになることが多くて、その辺りどう入っていくか

っていうのは少し検討しなければいけないというところです。 

 

V 委員： 申し上げたいことは、やはり実査しないとわからないことなので、区の方たち

は区道管理をしているだけなので、なるほど、ここはということはあるのですけ

れど、私達はこの間も申し上げましたけど、図を見せられてもわからないので私

は実際に歩いてみたのですが、やはり実査っていうことがないと判断ができない

ということを申し上げたくてこういう話をしていますが、だから評価もいいので

す。その手法自体は否定しませんが、現実問題としてその場所がどう場所だとい

うことがわからなければ委員として判断できませんということです。 

 

事務局： はい、わかりました。全体会まで日があまりないものですから、全てができる

かわからないですけど、できるだけ表の形に一旦させて頂くのと、あとはこうい

った特殊な所については写真か何かでお見せしながら、こういった部分について

は更なる検討が必要ですよねということで、一旦そんなお話もさせて頂ければと

思います。 

 

座 長： 他はいかがでしょう。それでは今形態の話が出たので、「資料３」の説明をして

頂けますでしょうか。 

 

事務局： それでは、「資料３」でございます。 

     （資料３）の説明 

 

座 長： はい、ありがとうございました。すみません、訂正に近いのですが、この矢羽

根の幅ですが、45cm のものもあるというお話でしたが、正確に言うと、最初平成

24 年のガイドラインの時は幅についてはあまり規定がなくて、なので道幅が狭い

と路肩が 45cmしかなければ 45cmみたいなことを皆さんやっておられたのですけ

れども、でも道が狭いから自転車が小さくなるわけではないということで、28 年

度改定の時にも 75cm 以上になりましたので、道路が狭い所では 75cm 以上という

ことで。それでは全体を通してということで結構ですので、ご質問、ご意見よろ

しくお願いします。 

 

C 委員： 今座長がまとめられたことは本当にそのとおりだなと思いました。改定の際に

委員として参加させて頂いたのですけれども、その時はガイドラインを改定して

いく時も、やはり全ての自治体さんがいきなり完成形になれるというのは想定し

ないでつくっていますので、少しずつ、１ランクずつ上がっていくっていうのが
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理想なのかなと思っています。なおかつナビラインというのは、もともと車道を

走りましょう、看板は出ていると思うのですが、やはりこのナビライン一つ付く

だけでそこに何か走るらしいぞ、何だかどんどん増えてきたぞという認識になっ

てくると思うので、ナビラインをどんどん付けていくというのが、どんどん言っ

て回りたいなというところです。 

あと、先程の E 委員との重複になってしまうのですが、やはり池袋の中心が対

象外っていうのはどうしても何か思ってしまう部分です。私は大塚、巣鴨の方に

住んでいるのですが、やはりそこから目指す所は池袋のサンシャインであったり

西武であったりっていう所です。なので、そこを目指す、でもそこではある一定

のルールがある、そこは押し歩くとかそういうルールがあるというのであれば納

得できるのですが、そこを民間の中でも除外としてしまうとなると、そここそが

要なのかなあということなので、ぜひ難しい部分もあるかと思うのですが、細か

くこの道路はこうとは規定できないとは思いますが、これに関しては、このエリ

アに関しては歩道の状況も見ながら検討していきますなどの一文など入れて頂け

ればなと思いました。 

 

座 長： はい、ありがとうございました。前向きに位置付けと書いてということですね。 

 

X 委員： 先程ご説明ありましたナビラインっていうことで、入れるというのが、例えば

区道、先程 V委員が心配されていたように道幅がどのくらいかわからない中で、

そのナビを両方に入れるのか、一本なのかというのもわからないわけですね。ど

んどん入れていきたいということで、特に区道なんかは電柱を立てられちゃうと

ほとんどが１ｍ使ってしまうのです。そういう中で、そういうことが簡単に言え

るのかなというのがちょっと気になったのですが。といいますのは、春日通りを

よく通りますが、春日通りは大きな通りですから、ナビラインは両側についてお

ります。ところが、停車はたくさんしておりますからその中の白線も大きく曲が

ったり、細くなったり、広くなったりしてどこがナビの範囲なのかわからないの

です。そういうのを考えると、本当につくって、どんどん増えていって大丈夫な

のかっていうのがちょっと気になったのですが、その辺はどうでしょうか。本当

にそういうのでやっていくっていうのが難しいっていうのが最初からわかって

いることですから、道路を広くなんていうのは簡単にはできないということがわ

かっていますので、そういうことだったら言っちゃって大丈夫かという気になっ

ているのですが。 

 

事務局： いわゆる第一車線、第二車線の外の路側帯の部分がかなり広い道路なので、路

上駐車さえなければ割と通り易いかなとは思うのですが。 

 

X委員： ところがその道路で荷卸しをしていることが結構多いので、そこは停まります。

だから、老人の施設もできたりして、あそこには車が駐車したりするので、そこ

は停まるのはしょうがないということもわかっていますし、道路が思いのほか広

いので通れますけども、区道になるとそういうことはできないと思います。 
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事務局： ナビライン自体は、基本的には両側に付くことが基本になりますので。 

 

X 委員： 道路幅がないと、今度は車も困ってしまうのではないかという気がするのです

けれども。 

 

事務局： 他の街で一つあるのが、ものすごく狭い所でも両側に付けてしまって、車が走

ると必ずタイヤが踏むと。ただ、基本的なそこの考え方は、自転車が通るし歩行

者も通るから車は通らないでねって、いうそういう主旨で付けられたケースがあ

るのですけれども。 

 

座 長： 先程の通らないでねっていう気持ちもあるかもしれないけど、基本的には追い

越さないでねって。自転車は後を付いて来て。 

 

X 委員： たいてい自転車の方が気を遣って待っていてくれたりしているのですが、そう

いうことを車の人達に簡単に抜いてはいけないよと言われた時に車の人達も本

当に困ってしまうのではないかという気がちょっとして、本当に全部両側に付い

ちゃって大丈夫かという気がします。 

 

座 長： まさにそういう狭い所で自転車を走らせるということは、車も気をつけなさい

ということですね。困ってもらいたいわけです。自転車を第一に、安全にゆっく

り走ってもらいたいということですね。 

 

事務局： 今回の対象エリアの一番狭い所で、東長崎の駅の南側、こちらは商店街の指定

がある所で、ここはトキワ荘ができる所でございます。ここは一方通行のバス通

りです。たぶんここだと、ナビラインを両側に引くと、歩行者用の通路を残した

状態でいくとたぶん踏みますよね。例えばこういった場所で、自転車も一方通行

にするのかっていう議論が別に起こってこなきゃいけないはず。まだまだ先程の

幅員の情報がないからわかりにくいということの一つだと思うので、その辺りこ

ちらの方で一度整理をさせて頂いて、基本型まではこの計画まで謳うのですけれ

ども、実際個別の道路をどうつくっていくかっていうのはたぶんそのさらに先に

あるものですから、その辺りは計画の中で書く部分と配慮しなければならない部

分という形で分けさせて頂いて、先程の路上駐車が明らかに多い所でどうするか

というところも含めてつくる時の配慮点ということを最後に入れさせて頂く必

要がこの計画の中でもあるのかと思います。こういった細い所の処理とかも含め

てですね。しっかり検討させて頂きますので。 

 

座 長： はい、ありがとうございました。 

 

E委員： 今回のナビラインにしろ、専用道路にしろ、基本的にはこちらの方である程度、

我々の方でこのラインをここまで決めようというようなことまで決めるのです
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かね。その辺の方向性というか、どこまで例えばこの委員会でという話もあると

思うのです。今、V 委員、事務局の方から出ていたように、確かに我々の方で警

察さんいるところであれですが、警察さんの方の規制ラインの話も出てくるでし

ょうし、車には逆に言えば本当に自転車優先だから、自転車の方をちゃんと思っ

てほしいと思ったりするのですが、同じ考え方ですけれども、我々どこまで、じ

ゃあナビラインにしようかとか、どの辺までここで決めるのですか。 

 

事務局： 実際、豊島区の道路は狭い道路が多いですよね。構造上ですね、やはり自転車

道とか自転車専用通行帯を設けるのは非常に難しい。大きな道路であればそうい

ったことも可能ですけれども、現状見ると、やはりナビラインでいくしかないと

考えております。ただ、X 委員がおっしゃったように、いろいろな道路がありま

す。そういった中で、最初にお話ししましたように“走行環境計画”なので、自

転車が走る“環境”を整えていかなければならないと思いますので、環境が整う

所からやっていき、難しい所についてはある程度一定の規制をしていかなければ

いけないと思っております。そういった中で安全に通れるような配慮をした上で

打っていかなければならないと思います。 

 

E委員： ということは、ある程度こちらの方でも具体的に決めていくということですね。 

 

事務局： いろいろと懸念事項みたいなものは、今ここで解消できませんけれども、将来

的にというと全体会の方に持っていく中でも、いろいろと議論の中で少しでも解

消できればとは思っていますけれども、一応分科会の方向性としてはナビライン

の方向で決定して頂ければ。 

 

事務局： この分科会、及び全体会、要は今つくっている自転車走行環境計画の中での書

き方としては、どの道路が自転車の環境整備をしなければいけない道路ですよ、

これは２枚目の資料ですよね。そちらの方でまずは謳わせて頂いていると。まず

それは書きます。 

もう一つ、国のガイドラインに従うということにしていますので、今ここに書

いてあるような形で理想的な姿は、いろんな語弊があると思うのですが、ガイド

ラインどおりで考えていくとある程度機械的にここは自転車道がいいよね、ここ

の 40km/h の所は自転車専用通行帯だよねということが決まってきてしまうので、

理想的な姿はこうですよというところまでも謳わせて頂きたいと思ってございま

す。それは逆に言うと事務局側でそれはそれでルールに従って振い分けをします

ので、その先、できない所が多いので、ナビラインで暫定的に進めますよという

こともできれば書かせて頂きたい。ただ、例えばこの道路は細いので一方通行に

して自転車ナビラインも一方通行にしますねというところまでは、たぶん全部の

道路を皆さんに見て頂くことは当然難しいですし、現場に入るとたぶん変わって

きてしまうと思うので、この計画の中ではこの道路は実際にどういう風に整備し

ますというところまでは書かないだろうなという風には思ってございます。 

要するに先程の話で、一本一本の道路を見ていくのかという話になると、そこ
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まではいかないのかなと思います。ただ、書かなければいけないこととして、先

程、こういう考え方、ナビラインでいきますということと、基本型というのは書

かなければいけなくて、例えば交差点はどうするのとか、バス停がある所をどう

するのとか、路上駐車のパーキングがある所とか、実際にそういった所をどうす

るのとかいうことは区の考え方を書かなければいけないので、そういった場合は

どうしますというケース毎にまとめさせて頂こうとかなとは思ってございます。

その時に、皆様からの今日のお話で、例えば今も路上駐車がすごく多いとか、先

程出てきた所は分岐していく道路なので、そういった所はどうやって線を引くの

かとか、そういった所については個別に、例えばこういう場所についてはこうし

ていきますということを謳っていく、それが大事だということでご指摘頂ければ、

そういった部分を書き込んでいくというところはあろうかと思います。というこ

とで、今年の検討事項は大きな枠を書くということと、対象とする道路を描くと

いうところまでだと考えて頂ければよろしいかなと思います。 

 

座 長： はい、ありがとうございました。というわけで、入口の「資料１」に戻って頂

きまして、今日一応４ページ、基本的な考え方としては国のガイドラインに整合

する、既存の歩道内整備区間内については、もちろん存在しているわけなので、

存在しているけれども、扱いについては個別に協議すると、評価０点のところは、

それから対象路線については④保育園の話を加える、それから池袋の話について

は先程のようなことで前向きに扱う、具体的にどう書いていくのかについてはこ

れから議論する、⑥についてはちゃんと考えていくといったような話をして頂い

た上で、「資料２」の 23、24 ページですかね、23ページが区整備路線 31.3km、24

ページが国と都にお願いする 21.4km、これを対象にしようじゃないかということ

と、最後、形状についてはつい今し方説明があったように国のガイドライン上、

機械的に決まるのだけれども、それはそれとして打ち出した上で、暫定整備とし

て区としては基本的にはナビラインでいくということを議論して頂きました。こ

の辺りが今日皆様で合意頂けるかどうかですけれども、というようなことで、今

日のとりまとめとしてよろしいかどうか、何かご意見がありましたら。 

 

E 委員： 全国レベルでも保育所の近くといった所を環境整備していくっていうのは珍し

いと思います。幹線道路的な所から向こうはこういう矢羽根にしろというガイド

ラインを引いたとかしたその後の先に、例えば保育園まで子ども達にやさしい、

今は待機ゼロまでいっているわけですから、そしたらそこまでやるならば、豊島

区としてはやはりそこに何かすごくやさしい感じであれば、そこから先の所、例

えば本当に一番通りやすい保育園の近くまではこういう風になった。何らかの形

で自転車が通りやすいという方向性になるという形になればいいと思っており

まして、今せっかく新しく目線が、前回 1 回目の中で話した中で一番の売りかな

と思って、せっかくプロットいっぱいありますので、ほぼ全く、そのほとんどが

この今の 31.3km に入っていないのですよ。横からずれていないか。ほぼほぼ違

う所ありますよね。それって住宅街の中にある保育所であるのですよね。そこも

自転車道の環境の整備の一つに入ったらすごいなという、理想的な話かもしれま
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せんけど、別にそこにラインを引けというわけじゃないのですが、何らかの形で

ミラーがたくさん付いているかとか、そういったことができないのかな、止まれ

のマークが多くなるとか、他の方法論とかいろいろかと思うのですが、その辺の

考え方が少し整理されると、もっと素敵なこの計画になるのではないかとことだ

けお願いしておきたいと思います。子どもの保育園関係を少し話が足りなかった

かなと思います。 

 

R 委員： 今の話、総括みたいな話で聞いていますと、道路の狭さということを考えると

ほぼナビラインを敷いて対応していくというのが今日の結論だと思うのですけ

れども、先程も出ていましたとおり、そこは道路環境に応じて慎重にやって頂き

たいなというのが、私が普段自転車キャンペーンなどをやっていますと、必ずし

もナビラインがあるからといって自転車がそこを通っているようにも見えない

ような状況もあって、ナビラインが実際自転車にとってどれだけ効果があるのか

というのも疑問を持っている部分もあるのですね。だから、やはり道路環境によ

ってナビラインを付けるのも慎重にやって頂きたいなっていうのは感じていま

す。 

 

事務局： そのとおりだと思います。やはり道路環境を整えていくことが、ただナビライ

ンを引くだけではなくて、そのための環境を整えることもセットで考えなければ

ならないと思っておりますので、そのためには条例に載せていくのかそういった

ことも視野に入れなければいけないのかなとは思っております。 

 

座 長： 今のようなこともどっかに、せっかく“空間”から“環境”に替えたので、ど

こかに書き込むということですね。それから、先程保育園のこのメインルートか

ら保育園までについては、例えば今の国の施策で言うと生活道路対策の領域に入

りますので、それはそれで一行。 

 

事務局： そちらと連携しながら、というところだと思いますので。 

 

座 長： それができると本当に素敵な区になると思います。そこも、今お二人の視点を

どこかに加えるようにしましょう。それを前提に、先程私がまとめさせて頂いた

ような方向でよろしいでしょうかね。ではそういうことでありがとうございまし

た。それでは以上のようなことで、11 月 10 日の全体会に報告するということに

なりますが、すみません、私自身が出られないので、事務局の方ですみません、

皆さんからフォローをぜひ。それでは、だいたい時間が参りましたので、事務局

の方に司会をお返しします。 

 

事務局： それでは次回、今お話ありましたけれども、11 月 10 日午前 10 時ということ

で、会場はこちらになりますので、全体会ということでよろしくお願い致します。

いろいろと今ご心配の点は重々皆様方今日もいろいろお話頂いたので、その辺り

も踏まえて、今度、やはりただナビラインを引くだけでなくて、そのための環境
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を整えるということも考えながら進めていかなければダメだと思っています。そ

れから資料の送付ですけれども、11 月 10 日と来週の金曜日になりますので、切

迫しておりますので、早くても月曜日に送るような形になるのかなと思いますの

で、火曜日、水曜日あたりに資料が届くような形になると思いますのでその点ご

了承ください。よろしくお願い致します。それでは本日はどうもありがとうござ

いました。 

 

（午前 12 時 00 分 閉会） 

 

会 議 の 結 果 
・ 豊島区自転車走行環境計画の策定に向け、計画対象路線及び各

路線の整備タイプについて意見交換した。 

提出された資料等 

【資料】 

・資料 1 豊島区自転車走行環境計画～前回意見の対応について～ 

・資料 2 豊島区自転車走行環境計画～計画対象路線の見直し～ 

・資料 3 豊島区自転車走行環境計画～各路線の整備タイプの設定～ 

【参考資料】 

・豊島区自転車等駐車対策協議会 第 1 回分科会 議事録（案） 

そ の 他 
＜次回会議の予定＞ 

・ 第 35 回全体会 11 月 10日午前 10 時 

 


