
1/12 

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 4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 30 年 3 月 20 日（火）午前 10 時～11 時 

 

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＞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＞星野良一（代理）、村上修史 

福田正明、岡田昭彦、金谷努（代理） 

そ の 他 
＜幹事等＞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（案）について 

 

 



2/12 

審 議 経 過 

開 会 

 

柴委員： みなさんおはようございます。それでは定刻となりましたので、ただいまから

第 4回豊島区自転車等駐車対策協議会分科会を開催致します。本日は年度末のお

忙しい中、また、お足元の悪い中ご出席頂き、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、豊島区自転車等の防止

に関する施行規則第 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、議事録も公開になっております。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が、三橋委員から頂いておりまして、代

理に金谷課長代理にご出席頂いております。また、国土交通省東京国道事務所の

三條委員は本日欠席ということで代理に星野様にご出席頂いております。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。よろしくお願い致します。 

     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： みなさんおはようございます。いよいよ分科会としては今日が締め括りという

ことになると思いますので、最後の確認ということでよろしくお願い致します。

今日は取材の方や傍聴の方はいらっしゃるのでしょうか。それではまず資料の確

認からお願いします。 

 

α委員： では、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、みなさんお持ちでございますよね。 

     それでは、まず資料の 4-1ですけれども、A4判横長、左肩綴じの冊子で、中ほ

どに「パブリックコメントを踏まえた計画の見直しについて」と書いてございま

す。 

     次に、資料 4-2 ですが、「自転車走行環境計画（案）」本体の冊子でございます。

資料 4-3 ですが、「自転車走行環境計画（案）」の概要版でございます。 

     次に参考資料と致しまして、A3 判横長 1ページの参考 4-1「前回全体会の意見

と対応」、同じく参考資料としまして、A4 判横長 1 ページの参考 4-2「自転車走

行環境計画パブリックコメント意見一覧」、最後に A4 判で「豊島区自転車等駐車

対策協議会第 3 回分科会会議録（案）」、以上になります。資料の方はお揃いにな

っておりますでしょうか。はい、以上でございます。 

 

座 長： はい、参考の 4-3 というのが前回の会議録であります。何かお気づきのことが
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あれば、後ほどお伝え頂ければと思います。第 2 回の会議録については何かあり

ましたか。 

 

α委員： 特に連絡は頂いておりません。 

 

座 長： それでは第 2 回の会議録は確定とさせて頂きます。それでは本日の議題に入り

たいと思います。豊島区自転車走行環境計画（案）の一点について、でございま

すので、まず事務局から関係の資料の説明をお願いします。 

α委員： それでは、資料 4-1「パブリックコメントを踏まえた計画の見直しについて」

の前段を私からご説明いたします。 

（資料 4-1 3 ページ）の説明 

     5 ページの「新たに更新を行った主な箇所について」以降の説明はコンサルタ

ントの創建さんからお願いします。 

 

事務局： 5 ページ目からになります。 

    （資料 4-1 5～8 ページ）の説明 

     次年度のスケジュールにつきましては区の考え方ということで、α委員お願い

します。 

 

α委員： 10ページの平成 30年度の進め方についてご説明致します。 

    （資料 4-1 9 ページ以降）の説明 

 

事務局： 前回の全体会の意見と対応を A3判にまとめてございます。 

    （参考資料 4-1）の説明 

 

座 長： はい、それではただいまの一連の説明につきまして、ご質問やご意見、最終的

な確認などありましたらお願いします。 

 

Ｅ委員： 「スマホを見ながら歩かない」というところについてです。一昨日か昨日、テ

レビで報道があり、スマホを見ながらの自転車運転で、求刑よりも重い判決が出

ました。スマホを見ながらの自転車運転で、21 歳の女子大生がおばあさんとぶつ

かって大変な金額を請求された。これはスマホを見ながら、かつ、ドリンクを飲

みながらで相当悪質だと思いますが、全てのことにおきまして、“ルール違反”、

“マナー違反”という考え方がぼくは大嫌いで、駐輪も“違法駐輪”です。あれ

は“マナー違反”ではないです。“ルール違反”でもないです。“法律違反”です。

“条例違反”です。ですから、その辺り甘過ぎてはいけない。一番の交通弱者で

ある歩行者に「スマホを見ながら歩かない」と注意をしながら、自転車のスマホ

のことに関して書かないというのはいかがなものかと。今の世の中、判例から見

てもいろいろなことが出ている中で、逆行しているのではないかと。 

     また、豊島区はセーフコミュニティが再認証を受けまして、続けていくとのこ

とですが、セーフコミュニティの中における自転車や交通安全の取り扱いという
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ところも、もう少し強調して頂いた方がいいのではないかと感じております。あ

くまで意見でございます。 

     それから、たまたま NHK を見ていてすごいと思ったのは、名古屋が自転車によ

る死亡事故が一番多いということで、警察の方で自転車何とか隊という 5～6 人

の、白バイとは別の部隊を設置したそうです。本区も大変多い所ですので、これ

は警察の方々へのご意見になるかと思い、大変恐縮ですが、何らかの形でそうい

った、自転車に向けた走行注意を促すような形を考えたらいかがでしょうか。今

シルバー人材の方ではポイ捨てや、ゴミ、タバコの問題等を駅前等で行っていま

すが、事故の啓発を何らかの形で具体的に路上、または事故の起こりやすい所で

行われますと、夜間の路上の勧誘なども、警察さんとの協力の中で豊島区の方は

今大変お上手な DJ ポリスみたいな方もいらっしゃいますが、そういったことも

考えてはいかがかと 3点だけお話をさせて頂きました。 

     最初のスマホの件に関しては、はたして歩行者だけにスマホを見るなというの

はどうなのかと思いますがいかがでしょうか。 

 

座 長： はい、どうでしょう。 

 

α委員： 自転車のスマホ、これも大きな問題であると思いますので、94 ページですよね。

こちらは、基本的な考え方、方針 1、2、3というのがありまして、この方針 2の

方だと思います。自転車の適正利用を促すための周知啓発を行いますということ

になっておりますので、こちらの方にも、今確かにスマホについては大きな問題

となっておりますで、何らかの形で工夫をしたいと思っております。 

     それから、セーフコミュニティの再認証を 2 月に受けまして、都内では豊島区

が唯一のセーフコミュニティ都市ということで認証を受けておりますので、それ

についての記述も工夫したいと思います。 

     それから、自転車の死亡事故は名古屋が一番多いということで、確か東京都が

4 位か 5 位あたりかと記憶にありますが、やはり何らかの啓発についてやってい

かなければいけないと思います。このところ、豊島区も二年連続で事故が増加し

ているという状況でありますので、今春と秋の交通安全運動の後に、警察署の

方々と一緒になって各主要駅の前で交通安全キャンペーン、自転車の安全利用キ

ャンペーンというのをやっております。それ以外にも人が多い場所でキャンペー

ン活動しようかというようなことも区としては考えております。とりあえず以上

でございます。 

 

事務局： 今のお話を聞いておりまして、確かに私もこのスマホのお絵描きをしていた時

に、おっしゃられるとおり、実際に歩きながらのスマホ操作よりも悪質な行為と

いうのはありますので、一つのご提案として、例えばこのイラスト、歩行者の方

の絵として描いていますが、例えばこの左側をすべて使って、自転車運転者がス

マホを操作している絵に大きくバツと書いて、歩行者がスマホを見ている絵の上

にもバツと書き、車運転も同じようにバツをここに入れてしまった方がいいです

ね。こちらは本当に止めて頂きたい行為なので、そのようなことも含めてもう一
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度、事務局の方で調整させて頂きたいと思います。 

     それから、セーフコミュニティの言葉などは、実際パブコメを打ってしまって

いるので大きくは変えられませんが、おっしゃられることはすごく大事なことで

すので、できるだけ入れるように事務局の方で相談させて頂ければと思ってござ

います。補足でございました。以上でございます。 

 

座 長： はい、ではどうぞ。 

 

Ｅ委員： 先程の名古屋の警備の話ですが、5 人くらいのチームで、今見たらビーフォー

スというのですが、何がいいと思ったかと言いますと、黄色信号点滅の状態から、

赤信号で思いっきり加速して来ている歩道上の自転車を実際に止めるわけです。

最終的に赤切符を切ることがあるのですが、なぜこれがいけなかったか、先程私

が言いました、ルール違反、マナー違反ではなく法律の違反であるということを

明確に警察の方々が言う。また、これは道交法に違反していますよと、免許なし

で運転できても、自転車は軽車両であるということを明確に伝えないとわからな

い人に、この辺の曖昧さを取っ払うためにも、すごく有効だと思っています。決

して警察の方々だけでなくてもいいのですけれど、何かそういった形の中で、先

程のポイ捨てや何かと同じように、小学校の朝の緑のおじさんおばさんではない

ですが、交通安全のために立っている方々がいらっしゃるわけですけれども、同

時に、道交法に詳しいような方が何らか形でいて、ルール違反、マナー違反で死

と直結している、道交法の違反であるということを明確に言える方が、その場で

捕まえ、注意するのは、相当効くと思います。テレビでも、切符を切られて初め

て、「はぁ、そうですか」ということになってしまうので、そこはすごく大事な

のではないかと。みんな、ルール違反、マナー違反という言葉で片付けています

が、これは法律違反、条例違反です。そこを誰もわかっていない。そのことが気

になりまして、申し上げたということで、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。記載の変更、94 ページの 3 番はここで言って

頂いたようなことでよろしいですかね。三者ともスマホを使ってはダメという形

に変更する。それから、セーフコミュニティについては可能な限り載せたいとい

うことでよろしいでしょうか。ありがとうございました。他どうでしょう。 

 

Ｖ委員： パフリックコメントについて確認をさせて頂きたいと思います。6 件程度とい

うことで、概ねよかったと思っております。まず、一つはこの返し方ですが、パ

ブリックコメントをくださった方に対して、どういった返し方をするかというの

が質問の一つ。 

     二つ目、問題意識として心配していたとおり、二番目の目白小学校の北側の道

路の問題で、私どもがお話をして物差しを決めたわけですけれども、今回はその

物差しに合わないから対象外にしましたという言い方でいいのかどうか。地元の

方から強い要望があって、歴史的に曰くがあるような道であるのであれば、これ

くらいであれば加えても差し支えないだろうし、地元区民がそうしてくださいと
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言っているということは、地元と調整する必要がそんなにないわけですので、も

しできることであれば、これは入れてあげた方がいいのではないか。あとでまた、

地元の区会議員の紹介で陳情であるとか請願であるとかということになるのも

つまらないと思っております。 

     それから、別件で微調整のような話ですが、本文の 16 ページの③の四つ目の

二行目で、「とくに出会い頭、左折時等での」と左折というのが出てきますが、

これを下のグラフで見ると、右折のパーセンテージの方が大きく、二番目に交差

点での右折事故と書いてあるので、左折ではなくて右折に直した方がいいのでは

ないかというのが感想です。 

     それから、警察の方が来ておられるのでぜひお聞きしたいと思ったのが、14

ページの昭和 53 年から平成 19 年に至るこの間の問題ですが、平成 19 年に警察

庁の通達が出たというものは、30年間変化がなかったのに突然ここにきて変わっ

たということの原因をご存じであれば教えて頂きたい。以上三点です。 

 

座 長： はい、では順番にお願いします。 

 

α委員： まずパブリックコメントの返し方ですが、広報、ホームページ、4/21号に掲載

するということと、土木管理課の窓口で同じものを置くということでございま

す。 

     それから、目白の北側道路についてですが、これについては確かにおっしゃる

とおりで、私どもの基準の中には入らなかった道路です。実は既に、議会の第一

定例会で地元議員さんから一般質問が出まして、これについて加えてほしいとい

うことで、私どもも現地を見に行き、加えられるかどうかということで場所を確

認したのですが、一定の基準で今回整備路線を決めさせて頂いたということもあ

りますので、今すぐこれを加えましょうという形もできないことはないと思いま

すが、ただそれをやってしまうと他の所からも同じような要望が上がってきて、

結局最初からやり直すというようなことにもなりかねないと、非常に危惧してい

るところでございます。実際現地を見ると、今現在小学校周辺は分離柵があって、

資料の赤い点線で囲った所は広く、ある程度大丈夫かと思いますが、計画の中で

は環状線に通じるということで考えていた部分がございます。この道路の左肩の

目白警察署から、ソフィア目白アイビーハウスという所の明治通りに接続する部

分、ここは非常に狭いです。ですから、今回はいろいろと内部的には検討させて

頂きましたが、ある程度の幅員が確保された状態がよいということと、前期の 5

年間の計画、後期の 5 年間の計画ということで、二回に分けてやりますので、前

期計画では見送らせて頂いて、後期計画の中で改めて検討させて頂きたいという

ようなお話を致しました。そのような状況でございます。 

 

事務局： もう一つ、平成 19 年まで自転車に関する規定の変化がなかったというところ

ですが、こちらについて私どもで伺っておりますのは、自動車の事故が過去にす

ごく多くて、いろいろな対策を打ち、かなり自動車の事故が減ってきた中で、ふ

と、自転車の事故はそれまで全然減り方が変わっていなくて、道路を使う歩行者、
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自転車、自動車、あとはバスもそうですし、そういったものの中で自転車だけが

どうも取り残されている、というところで、結局のところ、対策が遅れていたと

ころに対して動き始めたタイミングだという認識をしております。 

     ただ、実際その中でもこのタイミングで、歩道を走ることを明確にルール化し、

歩道通行を特例として認めたというタイミングでもありまして、この辺りは自転

車の交通ルール、先程のルール違反というところですが、そういった中での取り

扱い、要は“車道を走りなさい”というところを明示しながら、一方で歩道通行

もこういう条件で認めますよ、というようなところで、かなりいろいろな議論が

あった時代でございます。いずれにしても、少し間が開いて、それまでは自動車

対策を中心にやられてきて、交通戦争という言葉が昔ありましたが、その辺りの

時代を経て、昭和 40～50 年代をクリアしてきた中で、自転車に関してこのタイ

ミングで蓋が開いたと認識してございます。警察の方とか、もし認識が違うとい

うことであれば、またご指摘頂ければと思います。 

     あともう一つ戻りますが、目白北側道路についてですが、おっしゃられるよう

に、地元の思いを汲み取る必要があるのではないかということですが、先程α委

員からお話頂いたように、後期計画の中でということもありますし、実施計画の

中でも、今のネットワークと違う枠組みで、そういったお話がもし出てきた時に

対応できるような枠を少し設けておくとか、そういった泳げる範囲、これは計画

ですので、これは普通には書けないので、これから実施計画の前期分をつくると

いうことになりますので、その中で地元からの要望に応じてネットワークを検討

するような枠組みというのを少し謳ってはどうかというところはありますので、

その辺りはご相談させて頂ければと思います。ただ、現状パブリックコメントを

打ってしまった状態の中で、今回の計画はあくまでも車道を通行してすっと走り

抜けたい人が通る場所を確保するという意味合いで、資料 4-1 の 4 ページの図を

見て頂くと、すぐ隣の道路につくりますので、例えば、イメージとしては自転車

で通り抜けたい人は目白通りを抜けて頂いて、中の道についてはあまり自転車に

通ってほしくないという形かと思いますが、ここに要望があるということであれ

ば、個別に対応していく形になるのかと考えております。また事務局内で整理を

させて頂ければと思います。 

 

座 長： はい、どうぞ。 

 

Ｖ委員： ありがとうございます。目白の北側道路は学校があるということで、特に地元

の要望は強いと思いますが、登下校の時間帯の規制はどうなっているのかという

のを一点お伺いしたいのと、それから、参考 4-2 の意見として赤字で書いてある、

「将来的に十分な幅員が確保された場合において考えます」と言っていますが、

“十分な幅員が確保された場合”という条件を付けているので、十分な幅員とい

うのはたぶんずっと確保されないと思います。だいたい区道自体が十分な幅員で

ないわけだから、テクニックの問題なのかもしれませんが、十分な幅員が確保さ

れた場合という条件を取ってしまって、将来的に計画の見直しのタイミングで

云々とした方が、地元の方たちも失望されないような気がしますので、ご検討頂
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きたいと思います。 

 

座 長： 今の点について私も意見があるので申し上げたいと思いますが、資料 4-2、本

編の 57 ページをまずご覧頂きたいと思います。保育園として、ここでの議論の

中で保育園が必要なのではないかということでここに入りました。その時に、青

いネットワークと保育園が必ずしもつながっていないのではないかと、最後の数

百メートルはどうするのかというご意見があり、それは非常に狭い所でもあるの

で、自転車ネットワークにするのではなくて、速度を落としたりする生活道路対

策としてやっていこうというようになったと記憶しています。本当はここに書い

てもらいたかったのですが、今の話も、こういう狭い所にナビラインを引いて自

転車が走るよりも、むしろ車も自転車もあまり速度が出ないようにして、子ども

たちが安全に歩けるように目指す方が、現実的なような気がします。私の案は、

参考 4-2 でお返しする時に、必要に応じて生活道路対策の検討はするというニュ

アンスを出した方が、確かに道路が広くなるまで待ってというようなことより

も、ずっと現実的ではないかと思います。63 ページにやや関連するところがあり、

自転車ナビラインの整備となっていて、下が少し空いているので、ここに「他の

狭い所では生活道路対策を合わせて検討することもある」と書いておけばよいと

思います。 

 

α委員： 事務局としては、生活道路の整備という視点で実施計画に盛り込むことを検討

致します。 

 

座 長： そういうことでよろしいでしょうか。 

 

事務局： 今のお話で、まさに 63 ページの所にしっかり書き込んでおくという形を取ら

せて頂くということと、先程のご意見の中でお応えし忘れていた 16 ページ目の

左折時というところですが、おっしゃるように右折、左折両方でございますので、

出会い頭や右左折時という形で、これも巻き込まれ事故が多く両方とも大事です

ので、そのような形で書かせて頂きたいと思います。いずれにしても生活道路対

策、安全対策という側面が、私共も“ネットワーク”と頭が固くなっておりまし

たので、ネットワークからつなぐ生活道路の対象候補という意味合いも含めて、

63 ページ目に少し文章をつくらせて頂き、追加したいと考えております。 

 

座 長： はい、ありがとうございました。 

 

Ｅ委員： ここは学校の通学路に指定されているのですか。一方通行ですか。両通なのか。

もし何か過去の調査をやっていれば。 

 

事務局： 資料 4-1 の 4 ページの図を見て頂きますと、赤い丸の中にある、小さい青い矢

印が書いてある所近くの角まで一方通行です。その先は双方向通行になっており

まして、同ページ下右の写真や、上段の一番左の写真を見て頂くと、かなり狭い
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範囲で双方向通行になっておりまして、横断歩道の左右にある一時停止がギリギ

リ重なるか重ならないかぐらいの、双方向としてはギリギリの幅になっていま

す。ここは途中まで双方向です。通学路という意味合いでいくと、豊島区では緑

色の柵を通学路指定されている所によく立てておりまして、ここも小学校側に柵

を立てていて、おそらくですが、ここは通学路指定されている所で、実際に学校

の近くに横断歩道橋も付けられていますので、状況からいくと、おそらく通学路

であろうと思います。いずれにしても、通学路であるが故に、自転車を車道側に

できるだけ出していきたいという意味合いでは付ける意義はありますし、その一

方で、双方向通行でこれだけの狭い道路に自転車のレーンを引くと、おそらく車

が通ると常に片側のナビラインを踏むような状況も出てくると思いますので、こ

の辺り、実際に生活道路対策としてどうしたらいいのかというところを個別に議

論していかざるを得ないと思います。実際に議員さんからのご指示があったとい

うこともありますので、区としてもやっていくであろうというところで、書きぶ

りはこちらの方で加えておいて、実際のこととしてはやらないではなくて、一緒

に動いていくということでよろしいかと思います。 

 

座 長： はい、ありがとうございました。他いかがでしょうか。 

 

Ｘ委員： 60 ページの整備路線の区道が 32.6kmから 33.5kmに変わりました。このところ

で、前回頂いた資料とこの図を見比べて、気になったので増えた所を見ると、１

km 以上あるような気がしましたが。 

 

事務局： GIS という、実際の長さを持っている地図データがありまして、この中にデー

タを入れ込んでつくっています。私も増えた部分で大丈夫かどうか、いくつかピ

ックアップして距離を測ったので、とりあえずは大丈夫かと思います。 

 

Ｘ委員： 私はよくわかりませんが、東池袋の一本の線だけを見ても、えっこれで、とい

う感じがするくらい結構な距離になります。3 箇所くらい増えましたね。そうす

ると、合うのだろうかというのが少し気になったのですが、それはもうご専門の

方たちにお任せするしかないで。私の感じ方としては、地図上で見るとちょっと

長くなったような気がしました。 

 

事務局： わかりました。もう一度データを確認させて頂いて、私どもとしては増えた部

分をチェックしながらやらせて頂いていますが、ご指摘のとおりどうしても間違

いというところがあるかもしれませんので、改めてチェックさせて頂きます。 

 

座 長： はい、ありがとうございました。それは再確認ということでお願いします。 

 

Ｓ委員： 先程の生活道路対策ということで、国の方で ETC2.0 というビッグデータを集

約しておりまして、ご存じかもしれないですが、その生活道路対策の中で ETC2.0

のデータを解析しますと、いわゆる急ブレーキ箇所、要は潜在的に危険な箇所と
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いうのをあぶり出すことができますので、エリアを指定して頂ければ、こちらで

そのデータをご提供することもできますし、解析も致します。特段区の方にお金

を請求することはありません。その後の対策につきましては、例えば、杉並区は

確か 28 年度末に一緒になって実際区民の方と一緒に点検等もしていろんな対策

を打ち出していたはずですので、杉並区のホームページを見ればあると思いま

す。直接私は担当していませんが、そういったことも可能ですので、エリアを指

定して頂ければ対応致しますので、今は年度末ですので年度明けになりますけれ

ども、ご相談頂ければ対応可能ですので、情報提供ということで以上でございま

す。 

 

座 長： ありがとうございます。 

 

Ｅ委員： ETC2.0 で、今の急ブレーキの箇所と何がわかりますか。 

 

Ｓ委員： スピードがわかります。直接担当しておりませんが、例えば、速度が 40km 以

上であると赤線で表示するとか、急ブレーキ箇所も、わかるようです。それを、

確かに杉並区の例では行ってみるとやはり見通しが悪い箇所で急に人が飛び出

してきたというのがわかったらしいです。そういった所を点検して、そこは路面

表示かハンプを付けたり、そういうことをやった事例があるそうです。規制を変

えたまではわかりません。例えば両方向のものを一通にしたかどうかはわかりま

せんが、何らかの対策をやって効果はあったようです。杉並区はそれがよかった

かどうかわかりませんが、エリアを他の場所に広げるような話を聞いていますの

で、すみません、その程度しか情報ご提供できないですが、そういったこともや

っていますし、墨田区も確かやっていたと思います。 

 

Ｃ委員： 全国分のデータがあるのですか。 

 

Ｓ委員： そうです。その中からデータを抽出するので、データを抽出するのに一晩かか

るケースはありますが、その辺りはご相談頂ければ、こちらから情報は提供でき

ますので、よろしくお願い致します。 

 

座 長：ありがとうございます。ぜひ応援の程よろしくお願いします。その他いかがでし

ょうか。よろしいですかね。おかげさまで本日は大事なポイントがいくつか修正

されたと思います。それでは、本日皆さんに同意頂いたように直して頂くという

ことにしたいと思います。それで、直して頂くのを前提に、この資料 4-2 につい

て（案）というのを取って、5 月 10 日の全体会に分科会からの提案にするという

ことでよろしいですかね。そのようにさせて頂きます。 

     大変申し訳ありませんが、私はその全体会に出られないものですから、事務局

からご報告頂くということでよろしくお願い致します。 

     それではこれで完了でございまして、分科会がこれで終わります。これからの

ことについて、スケジュールをよろしくお願いします。 
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α委員： 分科会は本日で最後となります。第 4 回ということで本年度、お忙しい中ご参

加頂きまして本当にありがとうございました。今回このような形で成果物をつく

り上げることができましたのも、皆様のおかげと事務局一同感謝致しておりま

す。これをもって解散となりますが、この計画を進めている上でご意見等ござい

ましたら、遠慮なく事務局にご連絡頂ければと思います。今後とも、どうぞよろ

しくお願い致します。ありがとうございました。 

 

事務局： 本日お手元に配布された第 3 回分科会会議録の扱いですが、冒頭申し上げたと

おり、お気づきの点がありましたら、後程事務局に申し出て頂ければと思います。

また、本日の第 4 回分科会の会議録の扱いですが、会議録がまとまりましたら事

務局からお送りさせて頂きますので、次にお集まり頂く第 37 回全体会までにご

確認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： では、以上で閉会ということでありがとうございました。 

 

（午後 11 時 00 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）について意見交換し、記載内

容全般の承認を得た。 

提出された資料等 

【資料】 

資料 4-1 パブリックコメントを踏まえた計画の見直しについて 

資料 4-2 豊島区自転車走行環境計画（案） 

資料 4-3 豊島区自転車走行環境計画（案）概要版 

 

【参考資料】 

参考 4-1 前回全体会の意見と対応 

参考 4-2 豊島区自転車走行環境計画 パブリックコメント意見一覧 

参考 4-3 豊島区自転車等駐車対策協議会第 3回分科会 議事録（案） 

そ の 他 

＜次回会議の予定＞ 

第 37 回全体会 平成 30 年 5月 10 日（木）開会予定時刻 14 時 

豊島区役所本庁舎 507～509 会議室 
 

 


