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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 3回 分科会 

 

事務局（担当課） 

 

都市整備部土木管理課 

 

開 催 日 時 

 

平成 29 年 12月 12 日（月）午後 1 時～2 時 15 分 

 

開 催 場 所 

 

としま南池袋ミーティングルーム 302 会議室 

 

出 席 者 

委 員 

＜学識経験者＞久保田尚 

＜区民、区長推薦者＞石嶋光代、植木隆司、北方真起、 

柳田好史 

＜関係行政機関＞三條憲一、三橋仁美、福田正明、岡田昭彦 

そ の 他 

＜幹事等＞土木担当部長 

道路整備課長、交通・基盤担当課長 

     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 0 人  

非公開・一部公開 

の場合は、その理由 

  

 

会 議 次 第 

（議題） 

豊島区自転車走行環境計画（素案）について 

① 計画の経緯と目的（Ⅰ章）～整備対象路線の抽出（Ⅴ章） 

② 整備形態の基本設定について（Ⅵ章） 

③ 適正利用を促す環境構築について（Ⅶ章） 

④ 事業推進の考え方について（Ⅷ章） 
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審 議 経 過 

開 会 

 

柴委員： 定刻より少し前ですが、ただいまから第 3回豊島区自転車等駐車対策協議会の

分科会を開催致します。本日はお忙しい中ご出席頂き、まことにありがとうござ

います。豊島区都市整備部土木管理課長でございます。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おります。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。 

     本日の欠席は 1名連絡を頂いております。 

     それから、柳田委員からは少し遅れるという連絡を頂いております。本日はコ

ンサルタント会社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。 

     それでは、前回に引き続き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： はい、よろしくお願い致します。今日の議題ですが、お手元の次第にあります

とおり、豊島区自転車走行環境計画（素案）についてということで、まずはお手

元に配られております素案の説明を一通り頂いて、その後、質問ということでよ

ろしくお願いします。 

 

α委員： それでは、まず資料の確認の方を先にさせて頂きます。事前に今回の資料を送

付致しましたが、お持ちでない方はいらっしゃいませんか。それでは資料の確認

を致します。まずＡ４左綴じの冊子で「豊島区自転車走行環境計画（素案）」で

ございます。次に、参考資料と致しまして、Ａ３判３ページの「第 35 回全体会

意見と対応のまとめメモ」、Ａ４判「豊島区自転車等駐車対策協議会第 2 回分科

会議事録（案）」、それから追加資料でＡ３判３ページの「対象区間の詳細につい

て」というものがあるかと思います。 

 

事務局： それでは、走行環境計画の素案をまとめるにあたりまして、11 月 10 日に開か

れた全体会で、委員の皆様方から頂いた意見をまとめ、それに関する考え方と、

それらを素案の中でどう具体的に反映させたかをまとめた資料が「第 35 回全体

会意見と対応のまとめメモ」というものでございますので、これに沿って説明をさ

せて頂きます。 

（参考３－１）の説明 

 

座 長： それでは、早速ですけれども、素案の詳細につきまして事務局の方から説明を

お願い致します。 

    （資料３－１）の説明 
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座 長： はい、ありがとうございました。パブリックコメントがありますので、区民の

方に見て頂く案をつくるという意味では、今日が締めくくりということですね。

大事な事になりますので、では、全体を通してお気づきの点、あるいはご質問な

どがありましたら、どの点でも結構ですので、ご発言頂ければと思います。 

 

Ｖ委員： すごくいいものができて、短期間でよくまとめて頂いたということで最初に感

謝を申し上げたいと思います。ただ、ざっと読ませて頂いて、誤字がいくつかあ

るのが気掛かりで、せっかくこれだけのものをまとめて、誤字があるのはどうな

のかなということで、例えば、29 ページの 3の備考の所で、「ハッとした」が「八

ッとした」と誤変換されている。それと、32 ページの丸の 3 番目、「具体の行く

先」というのが日本語としていかがなものかと思うので、できれば「具体的な」

として頂ければよく読めるのかなと。それから 45 ページの方針 3、丸 2 個目で、

「車道通行が十分に周知される過渡期では」というのは、ちょっと日本語として

はいかがなものかと思うので、「周知されるまでの過渡期では」というようなこ

とで直されたらどうか。気がついたのはそんなところなので、これだけの解説で

もってその程度しか気がつかなかったので、よくやって頂いたと思います。構成、

校閲もしっかりしているという感想が第一点です。それから、せっかくこれだけ

のものをまとめて、パブリックコメントという話がありましたが、やはりそれを

どうやって区民や区に来られる方達に伝えていくかということが大事なので、そ

れについては、例えば広報の仕方でここにも出ていますが、区報、ホームページ、

CATVと書いてありますが、豊島区の広報課は非常にすばらしいというのは私の実

感で、細かく情報版とか 3 つくらいの版に分けて、非常に丁寧に PR をしている

のですね。そういった中でもって、早々というのは広報課の方は嫌がるのかもし

れませんが、やっぱり小出しにこうしましょう、ああしましょうという、毎号で

も構わないからどこかに標語を入れるとかですね、そういったことや、それから、

例えば交通課長さん達がみえているので、警察署と協力をして、大きな事故があ

った場合には、自転車と歩行者の事故であっても、もちろん匿名で構わないです

けれども、こんなことがありましたということを具体的に載せるようなことが必

要ではないかなと思っています。それから、3 つ目が、自転車そのものを安全装

置というか、危険防止装置ということをもう少し考えてもいいのかなと思いま

す。自動車がこれだけやっているのですよね。自動車がこれだけやっているのだ

ったら、自転車なんてもっと簡単にできるように思うのですけれども、たぶんメ

ーカーが本腰を入れてやっていないのですよね。例えば、自転車のベルの音をリ

ンリンと居丈高なものではなく、もうちょっとソフトで耳に優しい、「通ります

よ」みたいな、「徐行で通りますよ」みたいなことを音にしていうとか、何かそ

ういうソフトにする工夫や、自転車って右左に行くというのがすごくわからない

のですよね。手を挙げてやるの、あれ恥ずかしいですよね。右に曲がる時に自転

車の運転手が右に行くっていうのが、そういったことも少し考えて頂いて、今後

豊島区の方で、シェアサービスというか、レンタルサービスっていうようなこと

をお考えになっているのでしたら、他区はみんな一斉に、重くて同じ赤い自転車



4/10 

でやっていますけど、豊島区のレンタル自転車はそういうことまで配備している

のだという、広報紙と同じくらい自慢できるような、豊島区民として誇れるよう

な、そういう自転車を配備して頂けたらありがたいなと。長くなりましたけど以

上 3点です。 

座 長： はい、ありがとうございました。いかがですか。 

α委員： 広報への小出しということですが、広報は区民への周知がよりされると思いま

すので、やはり機会をみて広報の方にもなるべく載せるように働きかけてはいき

たいと考えております。それから、大きな事故が発生した場合に具体的に載せる

ということでございますが、これについても、どんな事故が区内で起きているの

か、ということを区民の方にも十分知って頂くことが必要だと思いますので、前

向きに検討させて頂きたいと考えています。それから、自転車についてのベルの

話もありましたが、確かにあまり甲高いようなベルだと早くどいてくれというよ

うな、そういった意味も相手方に捉えられてしまうのかなということも感じられ

ると思います。昔はベルではなくて空気のパフパフっていうのがありましたよ

ね。そういったものの方が、少し優しい感じが捉えられるのかなというような気

持ちもします。それについてはメーカーの関係ですので、機会があればメーカー

の方にそういった話もしていきたいと思います。 

事務局： 今の自転車で売り込むかというみたいなものについては、作られていたりもし

ているのですが、なかなか普及していないというところで、これは個人的な意見

になりますが、今の話でシェアサイクルにそんなものを全部乗せた自転車が借り

られて、これは安全であると気付いてもらうための道具として、例えばシェアサ

イクルをやるとすれば、そういった乗り物を見せてあげる場面として、シェアサ

イクルをつかうというのはおもしろい提案だと思いました。手信号が難しいとい

う人が世の中にはいると聞いていますので、そういったものを一緒につくってい

くのはおもしろいなと思います。このネットワーク計画として謳えるかどうかは

別の話ですが、そういったようなことは、区としても安全装置ということで、ヘ

ルメット以外にも何かできることを模索していくとおもしろいかなとは思いま

す。一点だけ、呼び鈴をチリンチリンとやると、道路交通法では、車でいう警音

機という扱いになるものですから、鳴らしてはダメということが基本になってい

まして、前の方にどいてもらう時は、基本的に声掛けで「すみません、横を通り

ます。」とかコミュニケーションをはかってもらう形で、法律上はお願いをする

しかないのかなと思います。それか、ボタンを押すときれいな声で「どいてくだ

さい。」って鳴る、そんな乗り物ができるとおもしろいのですが、ちょっとそこ

は私も情報を持っていません。ただ、いずれにしてもシェアサイクルなどを利用

して、そういった安全装置みたいなものをアピールするのは非常におもしろい

と、個人的には思います。 

α委員： シェアサイクルを検討する際には、そういったことを含めて検討していきたい

と思います。よろしくお願いします。 

座 長： はい、ありがとうございました。まずは詳しく読み込んで頂きましてありがと

うございました。非常に助かりました。 

事務局： もちろんしっかりと改めて、今回のご指摘もありましたので、読み直しをさせ
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て頂いて、誤りのない形に最後させて頂きますので、その点は申し訳ございませ

んでした。 

座 長： はい、ありがとうございました。他、いかがでしょうか。 

Ｓ委員： とてもきれいにまとまっていると思います。ただちょっと方針がわかりづらい

と思うところが、過渡期なので、歩道の所を残していきましょうというのが書い

てございます。例えば、61 ページで普通自転車通行指定部分が残って、さらに車

道っていうのが方針だと思いますが、そこの部分は自歩道を残してやりましょう

というところと、自転車道があるのにまた車道につくりましょうというところが

今は混在しているように思います。自転車道があっても車道に引くのか、それと

も自歩道の所だけ車道なのか、明確にされた方がいいのかなと思います。そこは、

61 ページ目の下の方にある図があって、都道とか 441 号と書いてありますが、こ

こはたぶん自歩道ではなくて、自転車道なのかなと思います。70ページ目で、自

転車道とか自転車専用通行帯の代表的な区間がありますと紹介がございますの

で、ここはたぶん自転車道なのかなという理解で見ましたが、ここがどっちなの

かなというところで、どっちもそうしますということであれば、66 ページ目の下

の、道交法でいう、この自歩道マーク、ならびにその自転車専用通行帯も、ダブ

ルでやりますというように書きなおした方がいいと思います。ここがどっちも読

めるので、そこは整理が必要かなと思います。 

事務局： まず一つ確認事項で、61 ページ目のところですが、山手通り、劇場通り、国道

17 号等と書いてございまして、一応、こちら現地で確認させて頂くと、自転車道

という歩道、車道、自転車道の自転車道ではなくて、自転車専用通行帯、歩道内

の普通自転車通行指定部分、あくまでも歩道の中の車道寄りを自転車は人がいれ

ばゆっくり徐行、いなければ徐行にすぐ移れる速度で走りましょう、という歩道

内の措置ということで、こちらがつくられているはずであると思います。61 ペー

ジ目の、この自転車道ではなく、あくまで歩道内の通行場所を示しているという

ことで、そういう措置がされた道路でまず認識をしていまして、そういったとこ

ろはあくまでも歩道の中の通行部分ですので、こういったところについては 61

ページ目の右上にあるような形で、歩道内の普通自転車通行指定部分とは別に、

あくまでも自転車ネットワークは車道の走行環境を自転車で車道を走れる方の

ためにつくるという考え方ですので、併記をしてほしいという方向性になってい

るのですが、そこが自転車道であれば、通常ですと自転車のみの青い自転車マー

クが付きますが、一応この区間ずっと見させて頂いて、その自転車道としての扱

いがされてないというように認識しておりました。 

Ｓ委員： だとすると、70 ページ目の自転車道の代表事例ではないのではないかと思いま

す。 

事務局： 「自転車道、自転車専用通行帯による整備が求められる区間」という、すいま

せん、これは言葉が紛らわしいかもしれませんね。ここの区間はあくまでも普通

自転車通行指定部分ですので、歩道内の整備区間です。書き方がちょっと紛らわ

しかったかもしれませんが、交通量的には自転車道が必要な区間ですので、理想

的にはですね、今の歩道内の区間を自転車道として再整備をすることが期待され

る区間ということになっているのですね。 
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Ｓ委員： 今後の話で、そういう自転車道もありますよ、ということの代表区間というこ

とですかね。 

事務局： 70 ページ目のところでいきます。あくまでも、今、豊島区の中にガイドライン

に完全に準拠した自転車道、自転車専用通行帯というのは現状存在していないも

のですから、そこについては、歩道の中に白線を引いて、通行指定部分としてつ

くっています。これは、あくまでも歩道の中ですので、ゆっくり走る、今回の計

画でいくとゆっくり通ってほしい場所になります。こういった場所については、

ここは交通量が非常に多い道路なのですけれども、本来であれば自転車道として

しっかりつくりたい。整備が求められると書きましたが、つくりたい道路なので

す。ただ、今これがあるが故に、例えばここにポールを立てて自転車道ですとい

うのも、歩道が狭過ぎるのでちょっと難しかろうということで、こういった場合

については、自転車道にしたいのですが、現状すぐには難しいので、ナビライン

を引いて頂きたい。要は、ゆっくりここを通ることが嫌な方が、ここを安全に通

行できるように、ナビラインを暫定的に引いていきたい、ということをここで書

かせて頂いていますが、言葉の意味が取りづらいので、ちょっとそこは改めて直

させて頂きます。 

事務局： 要するに、現状は自転車道でも自転車専用通行帯でもないということですよね。 

座 長： では、少し表現をわかりやすくしてください。 

Ｅ委員： 今のご説明でちょっとおかしいと思いますが、確かに通行帯なのですよ。ここ

は通行帯であって専用道路でもなんでもなくて、我々が社会実験を行った頃、10

数年前からそのとおりだと思いますし、ここの優先は確実に歩行者。今おっしゃ

った中で、ここの歩道の中のものを残しながら、ナビラインをまた車道に引くと

いう形のお話をされていましたが、速いところはそっち側に行った方がいいので

はないかと。これはいかがなものかと逆に思うのですけどね。非常に曖昧だと思

うのですよ。軽車両としての判断として、自転車の乗り物としても、交通機関の

ツールとしても。というのは、今の自転車は本当に非常に多様性のある形式にな

っていますので、速いものと遅いものがありますし、また、ヘルメットを付けれ

ば子どもさん達二人まで乗せられるわけです。プラス、充電式のものもあり、非

常に速く、楽に走れるということも含めて考えますと、ちゃんと専用道にすべき

ことを謳った方がいい。これ、今おっしゃりたいのは、暫定型での、③の 4つ目

の丸ですよね。「なお」からの部分ですよね。ここは、異論があるわけではない

のですけど、ややこしく二つに分けるよりは、やはりこれだけの幅員のある通行

帯であれば、二つにナビラインを引いて、それを速さの違いで、暫定的にそこま

でやるのであればという話であればよいですが、将来的にはやはり一本化して、

ちゃんと自転車の自転車道とすべきというように、もう一度記載された方がいい

のではないかと私は思います。 

    これ、警察さんのご意見はどうなのでしょうか。 

座 長： ちょっと整理させてください。この（70 ページの）下の図は、まさにＥ委員

がおっしゃったことを表現しているように私は思います。 

Ｅ委員： 実態をある程度わかっている所ですけど、あれは 2ｍ幅あるのではないか。ご

めんなさい、もしかすると私が勘違いかもしれません。 
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事務局： 今理想形として、たぶん歩道というのはどうしても構造的に歩行者用の人通り

が多い所ですので、4ｍ幅を取るというルールがありまして、全体で 4ｍくらいあ

ると思っているのですけれども、その中で今のお話というのは、ここに自転車道

をしっかりつくるということを明記した上で、今過渡期としてのナビラインって

いうことはあり得るのかどうかということです。 

Ｅ委員： 歩道の方の、今の自転車通行帯にもなっていない、自転車専用でもなく自転車

道でもない歩道上の部分を車道にもっていって、自転車専用道にすることが最終

目的であるということを言っているのですか。 

事務局： それが自転車道としては最終目的であろうと思っています。ここに、例えば柵

を立てて自転車道だというのは、道路構造令っていう難しいお話なのですが、ち

ょっと難しかろうと思っています。ここを自転車道にするのが理想であるのは間

違いなく、私もここの道路を何度も通りますけれども、やはりそうすべきだと思

いますが、今すぐここを自転車道にしますとか、こちらの植栽を一部削って自転

車道にしますというのは、現実 5 年間では難しかろうと思います。暫定的にナビ

ラインを引けないか、というところです。 

座 長： よろしいですか。他、いかがでしょうか。私一つだけ質問がありますが、82

ページの交差点のことなのですが、一番下の青い枠の 2 つめの丸です。交差点内

も矢羽根を引くことを基本としますと、括弧に場合によってはその限りではない

という表現がありまして、先程説明の中でも、必ずしも矢羽根を引くのに積極的

でないというようなご発言があったように思うのですが、まずそこがそうなのか

ということと、もし引かない場合には、自転車横断帯は残すということなのです

か。 

事務局： たまたま私は別の所でやっていた時に、線形自体がカーブで変な形をしている

とか、Ｙ字になっている所でへたにナビラインを引くと危ないという所が特殊構

造の交差点であったものですから、余計なことを言ってしまったのですが、基本

的には入れていく方針ということでガイドラインのとおりで進めるとお話させ

て頂いていますので、引いていく形をベースにさせて頂くということでよろしい

かと思います。 

座 長： 先程、自転車の事故がどこで起こっている、どういう事故があるのかという話

がありましたが、まさに、例えば左折する車と直進する自転車の巻き込み事故と

いうのは非常に多いです。一応、国のガイドラインの時の議論をご紹介しますと、

自転車横断帯というのは、例えばここに引かれまして、直進する自転車も、自転

車横断帯があると法律上は、ここを一回左に曲って、自転車横断帯を通って、ま

た復帰しなければならない。法律上そうなっています。ただ、そうすると車が左

に曲ろうとした時に自動車が一回左に曲がると、この人は左折していくのだろう

と思って安心して左に曲がったら、実は突然走り始めると、左折してきた車とぶ

つかってしまうのではないかというので、いっそう直進してもらった方が車から

も自転車からもお互いがどこを走るかわかりやすいというのでこれを付けると

いうのを原則にした背景がありまして、ただ、おっしゃるようにいろいろな状況

が交差点毎にあるので、当然そこでは警察で協議をされるでしょうから、この括

弧の中は当たり前のことなので、書く必要がない。つまり、「これは基本計画な
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ので、基本とします」で十分だと思います。 

事務局： 確かに、誘導することを基本としますというわけだから、基本ではないケース

もあるということです。 

座 長： というのが私の意見です。 

事務局： はい、わかりました。 

座 長： ありがとうございました。他、いかがでしょうか。非常にしっかりつくって頂

いています。そうしましたら、先程のいくつかの修正をして頂いた上で、これで

パブリックコメントを行って頂くということにしたいと思いますが、よろしいで

すか。はい、ありがとうございました。そうしたらそういうことでよろしいでし

ょうか。 

事務局： 先程の誤字脱字の部分も含め、しっかり読みなおしをさせて頂くのと、改めて

データを検証して、書きぶりに問題がないかとか、イラストとかも含めて全部確

認します。その上でパブリックコメントを出させて頂くのですけれども、これを

全部見て頂くのは大変ですので、これの簡易版の概要版とセットで、パブリック

コメントをうっていくという形で、これから進めてさせて頂きたいと思います。 

Ｖ委員： 一点だけ確認させてください。国の道だとか都の道はわかりますが、区道の場

合に、ナビラインを引く時に、例えば学校の近くのナビラインをどう引くか、警

察署とか学校とかそういう関係機関との確認の仕方というか、こんな風にしまし

ょうっていう段取りは、どんな形になりますか。実施計画の中で出てくるのでし

ょうけど。狭い所に引く時に利害関係が複層すると思うのですけど、その辺りの

調整はどういう形でお考えなのでしょうか。 

α委員： 学校の近くということもありますので、学校、地元の方々への説明会もありま

すし、また所轄の警察署の方との協議もありますので、そういったものも含めて

地元の方に最終的には報告して、それから引いていくような形をとる、そういう

手筈になると思います。 

Ｖ委員： たぶん矢羽根を引くのに反対運動はないでしょう。 

事務局： 自転車道をつくってしまうと、よくないですけど路駐できなくなるとか、道路

で物理的に分離されてしまので、例えば荷物が運べないとかで、沿道のお店が怒

ることがあるのですけれども、ナビラインの場合は、引くことで言われるとする

と、すごいスピードで走られたら嫌だとか、今まで他の所を走っていた自転車が、

みんな来てしまったら困るということは、過去に言われたことがありますが、た

だ、一応地元調整を実施計画の中で、次の年にやるというものについてはその前

の年に、実際それぞれあたりながら、あたってどうしてもダメという所は整備順

序を後回しにしてやっていくしかないかと思いますので、そんな形に進めていく

時に聞いています。他都市の例なのですけど、一方通行で 3ｍくらいしかないの

ですけど両側に引いてしまうということもありますので、こういった事例を見て

頂きながら、こうした時にどうだろうかというのを調整していき、実施計画の中

でも事例を書いていきながら、調整しやすいものとして事例を見せて、こうなっ

ていいか悪いかっていうのは、結局最終的には地元の判断だと思いますので、そ

んなようなことも実施計画の中ではしっかりと謳っていく。今回そこまで書き込

めなかったので、ごめんなさい。 
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事務局： 実施計画に関してはもっと細かくどのように調整していくのか、どのような期

間をもって調整を行っていくというところについても、詳しくさせて頂きたいと

思っております。 

座 長： その他どうですか。そうしましたら、おかげさまでパブリックコメント向けの

素案がこれで整ったと思います。 

α委員： それでは次回ですけれども、1 月 17 日の午後 2 時から第 36 回の全体会という

ことになります。今話もありましたが、次回全体会の承認を得まして、2 月 1 日

からパブリックコメントを実施するという予定となっております。そのパブリッ

クコメントをまとめた作業がありまして、その次、3 月 20 日の火曜日に分科会を

開催する予定でございますので、パブリックコメントの集約ができ次第、皆さま

の元に、事務局から資料を送付致しますのでよろしくお願い致します。 

座 長： 20 日の午前中でしたよね。 

事務局： 20日火曜日の 10 時です。 

Ｅ委員： 場所は決まっていますか。 

事務局： 今後は庁舎の中で実施させて頂く予定でございます。詳しい階であるとか場所

であるとかについてはあらためてご案内を差し上げたいと思いますのでよろし

くお願い致します。 

α委員： では、ご意見もないようですので、本日の分科会はここまでということに致し

ます。どうもありがとうございました。 

 

（午後 2 時 15 分 閉会） 
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会 議 の 結 果 

・ 豊島区自転車走行環境計画（素案）について意見交換し、計画

の基本方針をはじめ、記載内容全般の承認を得た。 

 

（委員の欠席） 

村上 修史 

提出された資料等 

【資料】 

資料 3-1 豊島区自転車走行環境計画（素案） 

 

【参考資料】 

参考 3-1 第 35 回全体会 意見と対応のまとめメモ 

参考 3-2 豊島区自転車等駐車対策協議会 第 2 回分科会議事録（案） 

参考 3-3 対象区間の詳細について（追加資料） 

そ の 他 
＜次回会議の予定＞ 

・ 第 4回分科会 平成 30 年 1月 17 日（水） 午後 2時 
 


