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審 議 経 過 

開 会 

 

事務局： それでは定刻となりましたので、ただいまから第 34 回豊島区自転車等駐車対策協

議会を開催いたします。本日はお忙しい中をご出席頂きましてありがとうございま

す。私は事務局を担当いた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。 

前回６月８日に開催いたしました自転車等駐車対策協議会では、諮問を受けて審議

して頂くべきところ、その旨を事前にお知らせしなかったこと、諮問の内容をお渡し

しなかったこと、などの不備によりお忙しい中お集まり頂いた委員の皆様には多大な

るご迷惑をおかけいたしました。ここに改めてお詫び申し上げます。 

本日は急きょ会場を探したのですけれども、なかなか見つからず、この第二委員会

室が何とか空いていたということで押さえたのでございますが、非常に狭い所で、机

の移動をしてはいけないという会議室なものですから、このような変則的な形になっ

てしまいましたことを重ねてお詫び申し上げます。 

本日は、前回の協議会においてご指摘を頂いたことを受けての仕切り直しの全体会

であるということで、自転車走行空間計画策定について改めて協議をお願いしたいと

思います。 

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。

よろしくお願い致します。 

つづきまして、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いた

しましたが、本日お持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。では、資料の確認

を致します。まず本日の「会議次第」が１枚。次に、「資料 34-1」と致しまして、「豊

島区自転車走行空間計画（仮）の策定に向けて」というものです。次に、「資料 34-2」

と致しまして、「議題の確認とアンケート調査について」。次に、「資料 34-3」と致し

まして、「対象路線及び整備形態の選定の視点について」でございます。次に、「資料

34-4」といたしまして、「本年度の検討スケジュールについて」でございます。続きま

して参考資料でございます。「参考 34-1」と致しまして、Ａ４判で「放置自転車等対

策の現状」というものでございます。続きまして「参考 34-2」と致しまして、Ａ４判

で「豊島区自転車等駐車対策協議会委員名簿」。次に「参考 34-3」と致しまして、Ａ

４判で「豊島区自転車等駐車対策協議会分科会名簿」。次に「参考 34-4」と致しまし

て、Ａ４判で「第 33 回自転車等駐車対策協議会議事録」。最後に「各駅周辺における

駐輪状況等」を本日机上に追加配布させて頂きました。以上になります。よろしいで

しょうか。 

なお、本日の欠席に関するご連絡ですが、久保田副会長、渡貫委員、三篠委員から

頂いております。また、本日は自転車走行空間策定にあたりお手伝い頂くコンサルタ

ント会社の株式会社創建より杉尾様、片岡様、お二人にご出席頂いております。よろ

しくお願いします。それでは会長、本日の議事進行よろしくお願いいたします。 
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会 長： 今日はたいへん蒸し暑い中でお集まり頂きありがとうございました。また、先程説

明があったように部屋がこちらしか取れなく、机を動かすことができないということ

で、新しい視点で議論して頂ければと思います。前回いろいろとご意見頂いたことを

どのように整理ができたかということを含めてお願いしたいと思います。 

早速ですが、議題に入る前に議事録の確認をして頂いて、その後に報告事項がある

ということで報告事項をして、各駅の駐輪場の整備状況についてご報告があるという

ことです。次第に載っている審議事項ということで自転車走行空間計画について、そ

んな形で進めさせて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。それでは早速、

前回の議事録の確認をお願いします。 

 

事務局： 通常ですと議事録はご発言頂いた委員の皆様、そして会長によるご確認を得た後に

ご発言委員の名前を伏せ、協議に用いた資料と合わせて区のホームページに公表とい

うことになりますが、前回の協議会から日も浅いため、議事録についてはこの場での

確認とさせて頂きます。 

前回の協議会においてＰ委員、Ｉ委員などから、もう少し全体会で何をどのように

やっていくのかを、わかりやすい内容を共有できるような資料を作成し、審議する内

容を明確にしてから分科会に下ろすべきではないか。また、諮問されて答申する立場

にあるに委員に対し諮問がある旨の事前説明がなく、諮問文がなかったとご指摘を受

けたところでございます。また、総合計画の進捗状況の説明に対し、Ｍ委員などから

シェアサイクル導入にあたっての懸念事項に関するご発言がございました。会長から

は進捗状況の説明があるのなら、各駅の駐輪場の整備の説明がある旨のご発言がござ

いました。各委員の皆様におかれましては、ご発言の内容などをご確認頂ければと思

います。 

 

会 長： 今日は案ということで出させて頂いて、現在の段階で何かお気づきの点があったら

ご指摘頂き、時間的に十分ここでの確認が厳しいことがあろうかと思われますので、

もし何かございましたら後程事務局の方へお願いします。そんな形でお願いしたいと

思いますが、今ご覧になってご指摘することはございますか。 

はい、ありがとうございました。それでは後程気づきましたら事務局の方へ出して

頂きたいと思います。それでは先程申しましたように、最初に報告ということで各駅

の駐輪場整備計画の状況ということで、一応完了したと聞いておりますけれども、そ

の辺の進展状況の報告をさせて頂きたいと思います。 

 

事務局： 各駅の駐輪場整備計画に関しましては、第一次総合計画からいわば目玉事業として

取り組んで参りました。今年度 6 月に大塚駅南自転車駐車場が開設されたことによ

り、第一次の自転車駐車場整備計画を完了することができました。あらためて協議会

委員の皆様及び関係機関の皆様に感謝申し上げる次第であります。ありがとうござい

ました。本日各駅周辺における駐輪状況を机上に追加配布させて頂きました。第二次

総合計画の資料編のデータを可能な限り最新なものに置き換えてまとめましたので、

ぜひご覧頂きたいと思います。放置自転車対策等の状況につきましては、参考資料 34-
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1放置自転車の現状により説明させて頂きます。それでは係長お願いします。 

 

事務局： それではご説明させて頂きます。事前にお配りしております参考 34-1 をご覧にな

って頂きたいと思います。まず 2ページになります。こちらの左側は、毎年ご覧にな

って頂いているかと思いますが、秋頃 10 月、11 月頃に各駅での放置自転車状況とか

適正駐車の状況を調べた一覧でございます。ご覧になって頂いた通りなのですが、目

白、板橋、北池袋、千川の 4 駅についてのみ少し増えてしまっていますが、他は減少

傾向にあることがご覧になって頂いてわかると思います。少し進んで頂いて、駐車場

の一覧の A3 判の用紙になります。こちらの方で、37、38 ということで池袋駅西第二

と大塚駅南がオープンしました。先程からご説明がありました通り、大塚駅南がオー

プンしたことで当初の駐輪場整備計画の方は一旦の完了ということになります。合わ

せまして、大塚駅南がオープンしたことで、その登録制の自転車置場が、大塚駅周辺

にありました２ヶ所が廃止になっております。9 ページですが、数字の訂正があり本

日新しいものをお配りしましたので、そちらの方をご覧頂きたいと思います。これは

駐輪施設の収容台数の推移の表になりますけども、こちらの方は特に 28 年度に関し

ましては、池袋駅西第二というコイン式の駐輪場ができたことと、千川の路上なので

すが千川駅すぐそばにココスというファミリーレストランがあるのですが、そこの横

の土地を使いまして、自転車駐輪場のスペースを増設致しました。ココスのスペース

で 57 台分の増設ができたのですが、最近の自転車の大型化で、電動自転車等のニー

ズに対応したゆとりスペースの要望が高く、それに対応するようにゆとりのゾーンも

増やしました。そうすることで、逆に 64 台分の駐輪場のスペースが減ってしまうこ

とになりましたので、千川につきましてはトータルマイナス 7 ということになりま

す。当初よりマイナス 7 ということになります。それから、その右側に欄外に付け足

したような感じで、年度途中のデータなので、本来は完了していないデータですので

お載せするものではないのかもしれませんが、大塚駅南ができたことでこうなりまし

たということを皆様にご報告したかったので、年度途中で失礼ながらこちらにお載せ

させて頂きました。それから、12ページです。放置自転車等撤去という文字が目立つ

A4判の資料になりますが、こちらの方は放置自転車撤去の業務の流れになりますが、

一番下を見て頂きますと、大体 1 台あたりの撤去にかかる経費というのがございま

す。撤去の場合には、お返しする時に撤去保管料として 5,000円を頂いているのです

が、実際には 1 台あたりにかかっている経費というのは、平成 28 年度は撤去台数の

減少により 11,945 円かかってしまっているというものとなっています。それから 14

ページが平成 28 年度の撤去の状況になのですが、前のページの平成 27年度のデータ

と見比べて頂きますと、撤去台数は約 6,000 台減っている。放置自転車対策が功を奏

していることをご覧頂けるかと思います。以上、簡単ではございますが、放置自転車

等の状況のご説明とさせて頂きます。 

 

会 長： ありがとうございました。最近の状況を追加資料でご説明を頂きました。何かお気

づきの点、ご意見がありましたらお願いします。 

 

Ｉ委員： 個別具体の質問になりますけれども、9ページで資料の差し替えということでこの
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内容の説明があったのですが、千川路上という所がゆとりスペースを増やしたという

ことで駐輪の台数が減ったというご説明があったのですが、実は私に要町駅路上とい

うことで、今おっしゃったような整備をしたということで、停める所が減ってしまっ

たために置く所がないというような相談を頂いて、それがここには千川という形で書

いてあるので、その辺がどちらかわからないのですが、千川なのでしょうか。要町で

は思い当たらないですか。 

 

事務局： 代わりに回答させて頂きます。要町の路上につきましては、電磁ロック機械式の駐

輪システムを運用しておりますが、消耗品でありまして耐用年数が過ぎた分につきま

して機器の入れ替えを行いました。それに伴って収容台数が減ったということはなか

ったかと思います。今回説明させて頂いた、事務局が先程ゆとりスペースという表現

をしましたが、正確には思いやりゾーンです。思いやりゾーンにつきましては説明の

とおりで、千川路上のラックをスペース拡張して面積が増えているのですが、思いや

りゾーンを多数導入しましたので、駐輪台数につきましてはとんとんということにな

ると思います。以上です。 

 

Ｉ委員： わかりました。そうなると気になるのが、台数自体はそれほど減っていないのだけ

れども、それぞれのコイン式の駐輪場において、稼働率といいますか、実際にはある

のだけれども停められないというような状況が 2 ヶ所において何かわかるようなも

のというのはあるのでしょうか。 

 

事務局： 稼働率につきまして、本日追加配布させて頂きました、上にピンクのリボンがつい

ている、これが各駅の駐輪場の整備状況で、ここに各駅の駐輪場が載っておりまして、

その稼働率も合わせて新しい数字にしたものを本日お配りさせて頂きましたのでご

覧頂ければと思います。 

 

事務局： 別の資料で、要町駅の路上の利用率なのですけれども 125.3％、それから千川駅の

路上が 140.8％ということになっています。 

 

Ｉ委員： そういう意味では、その方いわく、整備はされてはいるのだけれどもなかなか停め

られないことがあるので、停められないとなると放置自転車ということで撤去されて

しまうというようなそういうご相談があったのですけれども、事前にそれを区側に伝

えることができなかったのですが、そういった認識というのは区側では持っているん

でしょうか。いや、はじめて聞くといったそういったレベルなのでしょうか。 

 

会 長： まさに PDCA の一環で、実際つくったはいいけど本当に使われているかどうか。計

画通りにはできたけれども、それでも不足しているとか。 

 

事務局： やはり、100％を超えているということで非常にご不便をかけしているということ

は認識をしているのですけれども、場所がなかなか駐輪スペースとして提供してもら

えるような場所が見つからないというのが現状でございます。 
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Ｉ委員： 認識として持っている、いや、そういうのは認識がないというのでもまた大きく違

いますので、今後はその辺も認識されているということであれば、そういった声に答

えられるように対策を考えて頂きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

会 長： ありがとうございました。大変重要なご指摘で、昔つくった整備計画通りにはでき

ましたと、だけど、新しい問題が出てきて、それでは不足していますと。そういうこ

ともありますし、つくり過ぎた所も逆にあるのかもしれませんけど、そういう意味で

やはりつくったものは本当にうまく使われているかどうかという部分を見直して頂

く。これはもう定期的に他の所もやって頂きたいと思います。それから先程コストの

面でかなり高くなってきていると、それをこのままでいったらいろいろと問題になり

ますから、次の機会にそれをどうするかですね。その傾向が続くのか、一時的な話な

のかを含めて、課題を頂いたということでいろいろご指摘頂きましたものはまた今年

度の中で少し検討を深めて頂きたいと思います。そういうような形でよろしいでしょ

うかね。 

 

Ｅ委員： 今コストのお話をされていたのですが、私が一番気になったのが、1 台あたりの撤

去費用のことです。よく言うのですが、放置自転車と自転車の問題になると言った時

に、豊島区が年間 10 億円使っていると。それは放置自転車が対策だけで使っている

という話をしっかりと区民にわかるように、明確にすることによってコスト意識を醸

成する。それこそ緑の街をつくるために 1 億投資するのか 10 億投資するのか、非常

に後ろ向きと言ったら変ですけど、来街者にとって駅の前に自転車がたくさん置かれ

てあったら、その街自身が非常に街の魅力を損なう。公園とかに無造作に置いてあれ

ばそれは街自身の魅力を失うということで、お金をかけることは確かに正しいことか

と思うのですけれども、ただ現実に言うと前は私 7,000円というイメージばっかりで

した。1 台撤去は 7,000 円。今、今日見ると 11,000円を超えている。これはどこまで

入れたのか、人件費プラス、いわゆるハード面の新しくつくられた駐輪場の作業の代

金を入れたかどうかわからないですけれども、そこをもうちょっともう一回精査させ

て頂きたいのが 1点と、これは広報しないとダメなんじゃないかと思います。もうガ

ンガン言った方がいいと思います。これだけお金を使っているって。だったらこれに

かかるお金、駐輪場にちゃんと停めて頂いて、街をきれいにして、豊島区を愛してい

るならそうしてちょうだいと。だったらその分学校や他の保育施設、待機児童の問題

に回せるのではないのというふうな言い方があって然るべきかと。ちょっと熱く語っ

てしまいましたが。 

 

会 長： 事務局としては計算の根拠について今わかる点があれば。 

 

事務局： 今の 10,000 円と超えているという費用の概要ですけれども、職員の人件費はもち

ろん入っておりません。撤去に要した委託業務費用とか諸々が入っておりまして

11,000 円というところでございます。確かに、この放置対策は非常に費用がかかりま
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すが、これによって豊島区の放置自転車の台数が平成 11 年度に比べて激減したとい

うことでございます。また、これについての活動、放置自転車対策以外にも、今再生

自転車の海外譲与とか、そういった形で放置自転車のうち引き取り手がないものにつ

いては海外に譲与して役立ててもらったりとか、また、区民に安価で販売したりとか、

そういう形でいろいろな団体さんと協力しながら進めているということで、そういっ

た折々に広報などで PR して、普及しているところではございます。 

 

事務局： 補足をさせて頂きます。今撤去経費 11,945 円で説明あったかと思いますが、こち

らは放置自転車対策事務所の撤去に関わる区の職員の人件費が含まれています。含ま

れているのでちょっと高いですが、これを除きますと 9,320 円。他区で公表になって

いる 1台あたりの経費は人件費を入れていませんので、同じ土俵で言えば 9,320 円と

いうのは正しいかと思います。それからＥ委員の方から撤去だけで 10 億円というお

話がありましたが、撤去だけでは約 2億円です。 

 

Ｅ委員： 撤去だけではなくて、毎年かかる費用が 10 億円、豊島区が使っているというイメ

ージなのです。ごめんなさい。違います、そういう意味ではないです。 

 

事務局： 駐輪場の整備とか、駐輪場のランニングとか含めますと。 

 

Ｅ委員： 年間 10 億円放置自転車対策に使っていると、豊島区が、区全体の費用です。 

 

事務局： 自転車対策で総額 10 億円近くになりますが、撤去だけだと 2 億円くらいというこ

とで、年々この表だけ見ると 1台あたりのコストが高くなっているという印象がござ

いますが、こちらはおかげさまをもちまして駅前の放置台数が減っています。それに

リンクして撤去台数が大変よい方向で減ってきていることで、ただ、かかっているコ

ストが基本的には変わらないので割り返すと 1 台あたりの単価が上がってきている

というやむを得ない傾向が出ていると思います。以上です。 

 

会 長： はい、データの読み方がわかりましたので、むしろこれをベースに区民に対してど

ういうふうに啓発していくかとことになっていくかと思いますので、また努力して頂

く必要があるかと思います。 

 

Ｅ委員： コストのかかる、かからない、これは努力して頂いています。十分知っていますし、

一番厳しいのは、本当はクレーム対応が放置自転車対策で一番厳しいですよ。課で一

番大変なのはそこだというのは十分わかっていますので、ただそれに一人一人対応し

ながら皆さんが一生懸命やって頂いて汗を流し、かつまた撤去して頂いている、そこ

のコストが高いということよりむしろコストが高いからこそ税金を使っているのだ

ということを明確に区民に知らせませんかということを私は強調したい。だったらそ

のお金を他に使った方がいいのではないか。より、むしろ前向きな姿勢の中で後ろ向

きなお金に使うよりは空き家対策に使ったらどうですかというふうな話の方が、リノ

ベーションに使ったらどうですかというふうな話の方がちょっとおもしろいかな。か
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つ、いい話に進むのではないでしょうかということでございますので、決してコスト

がかかり過ぎてどうということなんか全く思っていませんので、かかったからこそい

い結果が出てきて、全国トップの改善率を図っていると、私自身もしていくし、区民

も一生懸命頑張って撤去作業手伝いっている人達いっぱいいますから、そういうこと

はそれでいいと思っていますのでよろしくお願い致します。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。いろいろなご意見を頂いたと思いますが、その他

何かお気づきの点はございますか。はい、それでは議事録については個別に気が付い

たことがございましたら連絡があるということで、現状、一応確認したということに

させて頂きたいと思います。ありがとうございました。それでは審議事項ということ

で入りたいと思いますが、自転車走行空間計画について、こちらの方の説明をよろし

くお願い致します。 

 

事務局： はい、それでは「資料 34-1」豊島区自転車走行空間計画（仮）の策定に向けてとい

う A3 判の資料をご覧ください。 

     （資料 34-1）の説明 

     続きまして、基本方針の検討という部分で「資料 34-2」でございますが、こちらの

方はコンサルの創建さんの方から説明して頂きたいと思います。 

 

会 長： はい、それでは続けてよろしくお願い致します。 

 

事務局： それではよろしくお願い致します。「資料 34-2」を使いまして、簡単にどんなこと

をこれからしていくのかというところをご説明させて頂きたいと思います。 

     （資料 34-2）の説明 

    会長、次までいってしまってもよろしいですかね。 

 

会 長： はい、お願いします。 

 

事務局： わかりました。それでは今のような調査をしていきますが、その先にどんなものが

あるのかというところまで今日お話しをさせて頂ければと思いまして、「資料 34-3」

というものでご説明させて頂きたいと思います。 

     （資料 34-3）の説明 

 

会 長： はい、ありがとうございました。自転車走行空間計画ということで、事務局サイド

としては「資料 34-1」にあるような形でこういう目的で総合計画に裏付けされた新し

いものを考えたいということですが、コンサルさんの方から、そのためにはいろいろ

な調査が必要でアンケートを含めてアンケートの内容、そしてその中で決めていくべ

き事柄として、対象路線の選定とか具体的な整備形態、これについてもいろいろな考

え方があるけれども、それをこれから整理していきたいということのようですが、こ

の内容につきましてどこからでも結構ですからご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 
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Ｖ委員： 3 点ほど質問させてください。1 つは、自転車走行空間というこの用語ですけれど

も、区民感覚からすると何かわからないということで、非常にイメージし辛い。アン

ケートする時に、はたしてこの空間という言葉を使っていいのかどうかということに

ついてのお考えをお伺いしたい。一般の感覚で言ったら自転車走行ゾーンとか、さっ

き出ていた自転車走行レーンとか、こういったような言葉の方が馴染みやすい。いか

にも国がつくったお役所用語で、前期高齢者、後期高齢者みたいな話なので、この辺

をお伺いしたいというのが 1 つ。それから、この手のアンケートで想定回答率が 30％

っていうのは、何のためにやるのっていうことで、やっぱりアンケートは、せめて 50％

くらいは考えないと、都知事選で 54％だからだいたい 30％というのはわかりますけ

れども、もう少し想定率を上げることはできないのかというのが 2つ目の質問。それ

から最後ですけど、これは警察の方にお聞きした方がいいのかもしれないですが、「資

料 34-3」の中にある自転車道ですけれど、自転車道っていうのは結構狭くて、向こう

方から来た場合に、これは左側一方通行で走っていますけど、自転車が逆方向から来

た場合にどちらに優先権があるというのが、関係ない質問ですがお伺いしたい。以上

です。 

 

会 長： はい、3つ頂きましたが、今の段階で用語の話、これは工夫してほしいという趣旨

かと思いますが、何かその辺はどうかという話でどうぞ。 

 

事務局： 用語については、非常に区民感覚からしてわかり辛い部分もあろうかと思いますの

で、今後、話し合いの中で適切なものがあればそれに変えていければというように考

えております。 

 

会 長： それからアンケートの回収率 30％、これはいろいろなアンケートとの関係がどの程

度なものか。 

 

事務局： 実はですね、私どもコンサルタントでございますのでいろんな所で調査させて頂い

てございます。回収率を上げるのは当然だと思いますので、例えばやり方としては督

促状をあらためて送ってみるとか、何か景品をつけるとかで上げることは可能だと思

います。ただ現状、これまでの私どもの経験則として、例えば子育てであるとか、保

健であるとか、健康であるとか、一般の方がすごく興味があるものっていうのは 5 割、

6割とかいくことがあります。ただ、交通、例えば私どもコミュニティバスの計画と

か自転車の計画とかってやりますと、使っている方はすごく興味があって、あとは何

か自転車で轢かれそうになった経験がある方がすごく主張したいとかでやりますが、

多くても 30％であるとか、いっても 40％いかないことが多いですね。ですので、頑

張らせて頂きます。できる限り高める努力をさせて頂きます。ただ、50％いくかと言

われるとこれまでの経験上ちょっと難しいかなとも思ってございます。ただ、頑張る

ところは当然頑張りますし、あともう一つ、今回具体的な選択肢とかアンケートの項

目というものを出してございません。アンケートも、先程仰って頂いた自転車走行空

間なんていう固い言葉ではなくて、自転車レーンと書いた方が回答しやすいのです
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ね。その辺もできるだけ回答しやすくて、これならすぐ回答できると思えるようなデ

ザインも配慮させて頂いて、それで合わせ技で回答率を上げるような努力はさせて頂

きますので、私も 50％と宣言できないものですから、そこだけご容赦頂ければと思い

ます。最後のもう 1点の自転車道の話は、実はちょっと難しいお話になるかもしれま

せん。「資料 34-3」を見て頂きますと、国の新しいガイドラインでは自転車道という

ものが基本的に車と同じ方向に進む一方通行でつくりなさいというルールになって

います。先程の自転車レーンという言葉が割と一般の方も含めて、歩道にあっても車

道にあっても、点々のナビラインでも全部自転車レーンという表現をされることが多

くて、ただ自転車レーンの中には、実は物理的に分離されて、進行方向も基本的には

決まっていまして、この自転車道があれば基本的には矢印を書いて、もし双方向の場

合であれば真ん中に線を引いたり、向きに対して引いたりという形で一応示している

ことが多いです。どちらが優先かと言われれば基本的には車と同じ方向、自転車も車

両ですから同じ方向が優先されるべきだと思っております。要するに逆走は基本的に

ダメですから、そういった意味では正しく走っている方が優先されてほしいですよ

ね。基本的には車と同じ方向を走っている方が正しいことで自信を持って走って頂く

のかなと思います。どちらが優先というよりも、片方が間違っているというようにご

理解頂けるとよろしいかと思います。 

 

会 長： よろしいでしょうか。いろいろと工夫はして頂くということで、用語の話とできる

だけ回答率、というかわかりやすい質問で、ページ数をある程度限定して頂かないと

嫌になってしまいますよね。その辺はノウハウがあるかと思いますのでよろしくお願

い致します。その他のご質問は。 

 

Ｘ委員： 今の関連で、ご回答頂いた中で、走行は左側がということですが、歩道の中で 1 つ

しかない、片側しかない場合は無いですよね、その印は。そういう場合はどうするの

ですか。役所の前のグリーンロードの所は、高速道路の下、ございませんね。あそこ

には付いていないと思います。 

 

事務局： 実はですね、この「資料 34-3」になりますが、歩道の写真がございますね。この写

真と同じような形だと思います。そこの高架下の所もそうですね。基本的にこの場合

ですと、そもそも自転車は何も標識がない時は歩道を原則走ってはいけないというこ

とですけれども、自転車が走っていいという青い丸い標識で人のマークと自転車のマ

ークが両方入っているやつがありますね。ああいったものがある時は、特例的に歩道

を徐行しながらゆっくり通行してもよいという条件があります。そういったところに

こういったものを引くことがございます。基本的に歩道の中を走る時は、歩道の中心

線より車道寄りを走りましょうということになっています。その車道寄りを走る時

に、基本的にはどういう方向に走ってもよくて、確か安全利用の手引きみたいなもの

が国から出ていて、進行方向で合致した場合は左に避けることになっているのではな

かったかと、正式ではないかもしれません。一応そういったルールはありますけれど、

基本的に歩道の中で徐行しながらゆっくりと走っていくということだけであって、歩

道の中の場合はどっち向きに走りなさいということは明記されていないはずです。ル
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ール上は。ただ、車を運転される方はわかると思いますが、横から出てきた時にこっ

ち側から歩道を走ってくる方とこっち側から走ってくる方で車の流れがあるので、ど

うしても右側をすごく気にします。左側をあまり気にしないですから、こちら側から

走ってくると危ないというのはデータ的には証明されてはいます。そういったような

ことで、できれば歩道の中でも車と同じ向きで走ってくださいっていうのを推奨はし

たいですけれども、基本的にはどちらから走っても大丈夫ということで、特に歩道の

中を通行する時は、ルールというのは正直言うとあまりないのが現状ですね。要する

にどっちを走ったらいいということであれば、残念ながら現行のルールでは歩道の中

ではどちら向きに走ってよいということにルール上はなっているということでご理

解頂ければと思います。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。法規上はまだ十分整理されていないということで、

実態とルールの間で乖離がみられるということですね。その中でどのようにこれから

整理していくか、あるいは区民に対して啓発していくか、その辺を明確にして頂けれ

ばと思います。 

 

Ｉ委員： 私も「資料 34-3」を見て思うところがあるのですけれども、真ん中の所にタイプ 1

から 3まで 3つの区別があって、それが縦軸・横軸あって、これは自動車のスピード

と量、これがグラフとしてここになっているのですけれども、歩行者がどれくらい歩

くのか、それからそこの歩行スペースがどれくらいの幅があるのか、そういったとこ

ろも絡んでこないとなかなか難しいのかなと感じるところなのですけれども、例えば

タイプ 2 とタイプ 3 を比較した時に、断然 2じゃないと怖いですよね。タイプ 3の自

転車ナビラインというところであれば、当然自動車の通行量が多いところやスピード

があるところか何かでこれだけの狭い所にナビラインがあると、そこを走るのは覚悟

がいるというようなことであまりタイプ 3 よりは少なくともタイプ 2 でないと危険

を感じる。ただ、タイプ 2というのは豊島区ではほとんど見かけないですね。最近は

タイプ 3 ということで自転車ナビラインが引いてありますけれども、怖いですね、非

常に。白山通りであるとか、254 号線、春日通りは非常に怖いと思います。そこでど

ういう自転車通行帯を目指していくのかという、そこがしっかり固まらないと非常に

ぶれてしまうようなところがあります。今ある道路を改良するということも必要だ

し、そこは難しい部分もあるだろう。ただこれからつくろうとしている道路に向けて

は、それは比較的の幅という制限はありますけれども、また近隣の方々の意見という

のもあるでしょうけれど、そこは比較的やっていきやすいと思います。その中で、歩

道で色だけ分けてやる、先程推奨されていないという話がありましたけれども、これ

本当に有効なのかなと、結構豊島区内にもありますけれども、自転車というより歩行

者の方がそれを知らずにそこを歩いているので、あまり自転車の立場というのもない

し、逆にそこを自転車が通っていくと危険ということがあるので、この辺は豊島区で

こういう形を、今まで法律とかでこういう形でやってきたと思うのですけども、今後

もこれが有効と、仕方がなくこうやっているのか、有効だと思ってやっているのか、

その感覚というのがもしあればお聞かせ頂きたいです。 
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事務局： 思うに、今仰っていた歩道の中で歩行者と自転車の通るラインをつくっている部分

でありますけれども、主に、これは都道がこういった形で進めております。国道、そ

れから区道について、やはりナビラインが多いのかなと。特に区道の場合、道路が狭

いというのがありますし、道の拡幅というのがまず難しい。そういった意味だと、ど

ちらかというとタイプ 3 になるのかなと。ただ、仰ったようにタイプ 3というのは、

車が激しく通る所でとか、そうなると非常に危ないというのはおっしゃる通りだと思

っておりますので、この辺を今後どうしていくかということを検討していかなければ

ならないと思っております。 

 

Ｉ委員： 私、個人的ですけれども、推奨されていない歩道で色分けしているやつなんかは、

例えば色分けしている幅をもっと狭くして、歩行者というところで確定して、自転車

の通行帯をどうするかというのは別として、もっときちっとした方が歩行者にとって

も安全だし、自転車としても通りやすいのではないかと思います。今せっかく広いス

ペースがありながら、あまり安全面の視点というのがなく、都道であるとか、そうい

ったところも進めているような気がして、それで法律がどんどん変わってきていると

いうのがあると思いますが、皆さんはどうですか。有効でないという気がします。 

 

会 長： まさにその点を区民に直接アンケートで聞いたらどうかと思います。現在歩道をこ

ういう使い方をしていると、これに対して国の関係では歩道は特別な場合以外は通ら

せないという大原則で今やっているわけですよね。そうすると、そういう形がよくて

歩道上はすべて歩道ですと、自転車はダメですよと、特にナビラインをつくりません

と、狭くてむしろ何もしない方がそれぞれ注意して走るというケースもあるでしょう

し、あるいは自転車を本当に考えるのだったら、車との関係を議論しなければいけな

いと思います。道路を新しくつくるのは別として、現在ある道路について自転車がこ

れだけ、歩行者はちょっと、やはり自動車が王様になっていますと、そういうところ

があるなら、もう少し工夫したらどうかと、少なくとも駐輪、駐車的な部分は減らし

て、その分を自転車にしたり歩行者にしたりというその辺ですね。その辺の意識をや

はり現在のあるこういうものについてはどういう形にしたらいいのかというのを聞

くようなことが区民アンケートに出てきてくれると、ただヒヤリハット的にどこか問

題があるというのはそれはそれでいいですが、これからつくる時にそこに豊島区方式

でないが、何か新しい、これだけしか道路がないけれどもそれを今までのようでいい

のでしょうかと、それをやるとすればちょっと車道を減らしても他のことに使ったら

どうかという選択肢が入ってきても当然いいと思います。そういった考えもあるし、

歩道は歩道としてちゃんとやりましょう、だからそこに自転車道的なものは曖昧な空

間はやめるという考え方。そうするとその分は結局車道に出てしまいますよね。車道

に出た時にナビラインでもいいから付けた方がいいのかどうかという議論ですね。ち

ょっとかなり深刻な議論をしないと決まらない話です。単なる印象では決められない

と思います。ぜひその辺を専門的な意見での項目と、それから歩行者としての、ある

いは自転車利用者としてどう思うか、最後はやっぱり自動車との関係がありますから

それについても議論をせざるを得ない、そんなふうに私は感じます。 
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Ｉ委員： 先程は自転車が向こうからこちらへ来た時にどうするのという話がありましたけれ

ども、例えばタイプ 1 から 3 までこれは自転車のレーンを走っている、ヘルメットを

被って若いスピードが出るような自転車が走っているというのと同じ方向に行きま

すけれども、サラリーマン的な、あるいは高齢者でスピードが出ない、子供がスピー

ドが出ない、そういったところで追い越しなのか追い抜きなのかとか、そういったと

ころもやるのであればある程度自転車のスペースも必要だし、その時にどうやって走

るのかというルールも必要だし、そこまで含めるならばひょっとしたら今ある歩道を

もう少し狭くして、安全にみんなが幸せに通行できる、そういった空間になるかもし

れませんので、そういったところもぜひ何らかの形で研究を分科会なりでやって頂け

たらなと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

会 長： はい、ご意見ということでよろしいですね。 

 

Ｉ委員： はい。 

 

Ｐ委員： 今お話になっただけでもすごくたくさん課題があってことがよくわかって、これか

ら分科会の中で専門的な意見を出して一定の結論を出していかれるのだろうと思い

ますけれども、私はいくつかの課題が基本的にあると思っています。まず新しい道路

をつくった時に新しい自転車走行空間をつくるのは比較的選択肢もいろいろあって

検討しやすいですけれども、区内でそう新しい道路ばかりではありませんから、既設

道路に関してどうしていくのかということが 1つ重いだろうと思っています。もう 1

つは、これは国がお決めになったことでしょうが、自転車は本来車道だということが

原則となっていますけれども、ならばなぜヘルメットを被らせないのか、なぜ運転免

許を持たないのか、私は車の運転もしますし自転車もフルに使っておりますから、自

転車はとても危ないですよね、運転していて。本当にバイクでも怖いと思っています

が、なおいっそう自転車は法規も知らないし一時停止もしない人とか、やはり免許す

ら持たずヘルメットも被らないで車道を走ること自体がそもそも自転車無法地帯を

つくっているのでないかと私は思っていますが、まずそこを解決して、自転車の運転

する方の教育をきちんとすることが、車道を走らせる以上は原則だと思うのですけれ

ども、私どもがいくらここで叫んでも、そこはやはりどうやったら改善の余地がある

のかという 1つの課題だと思っています。そういう前提条件。それから、豊島区にお

かれている走行空間の問題もあります。やはりアンケートにも関連するのですけれど

も、自転車に対して一言は言いたいとか、文句を言いたいとか、実はたくさんいらっ

しゃるのですね。今私が申し上げたことも含めて、自転車の方が環境にやさしいわけ

だから、もっと自由に走れていいのではないか。車じゃなくって。やはり免許すら持

っていないから危険な走行をする。年齢とか性別とか関係なく、非常に危険だと思い

ます。そういうことも含めて、一言持っていらっしゃる方は、すごくたくさんいらっ

しゃるかと思いますが、この種のアンケートで 30％も返事が来たら御の字で、大体 19

とか 20 とか、23 くらいがいいところで、大体区がやるこの手の様々なアンケートは

それくらいしか到達できません。それを考えると、やはり文章で発送するわけですけ

れども、答えやすいようにしておくことがまず一番大事で、文章が長くつらつら何枚
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も何枚も封筒に入ってきたらまずすごく低いだろうなと思っています。だから往復は

がきで出すとか、はがきの回答を求めるとか、はがきがいいのは何となく見てしまう。

封筒は開ける手間がある分だけ放置されるというのはあります。そういう工夫をしな

いと、答えは出てこないし、自転車に関してはかなり回答に関して感情論がすごく出

てきますから、いろんな方と話していると自転車について語り始めるといろんな人が

感情的に話をされるというのがあって、それを論理的に整理して、そしてこういうふ

うな走行空間をつくっていくのだという結論に導くというのは、なかなか難しいと思

っております。私もついつい自転車についてとなるとちょっと感情的なものが先に出

るので、私自身も感じますので、そこをどう整理していくのか、合理的な判断だとい

うふうに皆さんに納得頂けるような結論を分科会の中でもやっていけるようなもの

をぜひアンケートの中身ではしてほしいし、議論の中もやはりある程度、これは業者

さんの問題ではなく区の問題だと思いますけれども、分科会の中で議論していくにあ

たっても課題はすべて出し切った後でその課題を整理する段階で皆さんにいろんな

知恵を出していって頂いて、かなりきちんとしていかないと合理的な判断をするのは

すごく難しいかなと思います。タイプ 1 でも 2でもタイプ 3 でも、これをどうする。

例えば 1 だったらゴミの収集の車をどうするのとか、荷卸しどうするのとか、タクシ

ーを捕まえようと思ったらどうするのって、跨いでいくのかとかあるでしょう。タイ

プ 2 だったら安全なのかと言ったらやはり 3 よりは少しはルールがはっきりしてい

て、じゃあこれが永遠に続くのかって言ったら道路全部につながらないじゃないです

か。道路はつながっているけれども、どこかで区が変わってしまったり、どこかで道

幅が変わってしまったりするとこれがなくなるわけですよね。そういう課題もある

し、タイプ 3 はとっても怖いなというふうには思いますし、どこに落ち着くかは別に

して、それぞれに課題があると思います。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。いろいろとご意見がありそうですが、その辺はか

なり重要ですね。要するにロジックでいく部分と、それから現実とのギャップ、これ

が豊島区の現状の中である種の妥協をどうとっていくか、そういう賢い妥協、それに

はどういう空間的な使い方があるというのが 1点ということと、私気になりましたの

は、ネットワークありきで議論をしていますよね。ネットワークが必要ないのではな

いかと、やっぱり拠点へ行くことがまず大事ですよね。それから、場合によって長距

離のものについてはあるけれども、部分的でもいいし、ネットワークで全部つながら

なくても、途中が安全でもそれは進めるべきであろうと。少なくとも 5 年 10 年ある

程度でいいから出来あがって効果があるような、有効になるような、そういうことを

目指しながらやっていくという、折り合いをつけていかないと仕方ないと強く感じた

ところです。その辺も分科会でいろいろ議論してほしいです。 

 

事務局： それで今おっしゃられたように、非常に議論すること、それから確認すること多く

て、「資料 34-4」の本年度の検討スケジュールをご覧頂きたいんですが、当初予定し

ていた数よりもかなり全体会、分科会増えております。これについて係長の方から説

明を致します。 
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事務局： はい、検討スケジュールについてご説明をさせて頂きます。今課長からもありまし

たけれども、前回そういうことになりまして、今回 34 回全体会ということで計画に

ついての基本方針を整理させて頂きました。整備路線の状況等もご検討頂けたかと思

います。これをもってですね、9 月の頭頃を予定しておりますけれども、第 1 回の分

科会を開催致します。基本方針を検討致しまして、アンケートの計画等を立てて、形

としては今後、この検討については分科会をやって全体会に報告をする。全体会をや

って分科会に下ろす。というのを繰り返して、パブリックコメントをやった上で分科

会をやって、答申案を検討して新年度明けくらいに答申をさせて頂くという方向で頑

張っていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

会 長： はい、これは一つの想定案ということなので、またいろいろと協議を聞いています

といろいろな議論が出てくる可能性があると思いますが、一応はとりあえず分科会で

は細かいことを詰めて頂いて、アンケートした後で全体会、ここはもう合同的な形で

やったらどうかということを含めてご提案がございますが、いかがでしょうか。 

 

Ｅ委員： 少し戻ってしまうかしれないですけれども、平成 12 年の広域連携の板橋・豊島の

自転車整備の時に、私どもで初めての国土交通省の社会実験で劇場通りをやりまし

た。ご存じの通り、その時には徹底的に警視庁本庁まで行きまして、車道上での空間

の中での社会実験としてずっと劇場通りを芸術劇場から法務局の前まで所までやら

せてくれって言いましたが、全然許可が下りませんでした。やっぱり歩道の上を使っ

てくれということで、あの時には歩車分離ぐらいしかなくて、今は歩自車分離という

形の中で 3 つが、歩行者・自転車・車道、やはり歩自車分離でないとなかなか安全性

が保てないというふうに私も思ったのですけれども、確かにあの時なぜダメであった

かというと、もう一つあったのは、コインパーキングがあそこにあってダメだった。

それから、先程先生がおっしゃったように、確かにゴミの収集とかいったこととか、

タクシーもそうですけれども、それを先程会長の方でまとめて頂いたように、必ずし

もそれが全部つながらなくたっていいから、どこかで止まったり、または区切れたり

してもいいからという話がありましたけれども、それを目指すべきではないかなとい

うふうに。豊島区は突出してそこの安全性をすごく重視していると。なぜかって言っ

たら、セーフコミュニティで自転車問題をやっているわけですよね。セーフコミュニ

ティやっている区が、そこは安全安心なまちづくりが抜けているという話になっては

いけないかなと思いますので、そこのところも少しポイントを置いて頂きたいなと思

っております。それからもう 1つ先生がおっしゃった通りでして、自転車は目的にど

こに行くか、それは逆に言えば自転車レーンが決定すれば、実を言うとこれは観光協

会ではないですけれども、豊島区の新たな観光スポット、またはオリンピック・パラ

リンピックか何かで来街者を区の中で回遊してもらう、というようなことが一つでき

ると思いますので、逆に言えば自転車道を設置することによって目的地をこちらがア

シスト、誘導するという方向性もあるのではないかということも十分検討していかな

ければいけないが 2 点目。それから 3 点目ですけれども、そのためには来街者、海外

の方も使えるようにシェアサイクル、ここに理念の 1 と書いてあって施策の 1、2 な

んていきなり小さくなってしまっているのですけれども、シェアサイクルは前から言
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っているようにどうしてもやってほしいと私は思ったりしまして、自転車のリサイク

ル系の話、それから施策の 1、3、自転車イベント、あくまでイベント、むしろ先程か

らのように広報活動。基本的な自転車の乗り方、と同時に安全安心の自転車走行空間

の確保、それからコストかけているのだから放置しないでというくらいの、そういっ

た勉強会なりセミナーでそういったものがどんどんできていくことによって周知徹

底を図ればよろしいのかなとことで、できればそんなところもアンケートに入れて頂

いて、またはその方向性をぜひ見逃さずに向けて頂きたいなと思ってございまして、

よろしくお願い致します。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。ご意見ということですね。 

 

Ｅ委員： はい。 

 

会 長： その他何かお気づきの点はございますか。はい、どうぞ。 

 

Ｃ委員： 私はガイドラインの改定に関しても委員として参加させて頂いておりましたので、

今日、また第 2 回目の討議会で区の今後の進め方というのを詳しく説明頂いてすごく

安心というか、前回と比べてすごくわかりやすくとても安心して聞かせて頂きまし

た。とはいえ、やっぱり課題はもちろんあると思いますし、先程会長もおっしゃって

いましたけれども、全ての道路がよりつながっていくのがゴールだと思うのですが、

そこにいくには何 10 年先かなと思うので、松竹梅ではないのですけれども、少しず

つできる所を進めていくというのが重要だなと思っています。もう 1つ、ご提案だっ

たのですけれども、アンケートが 2 種類あるのですごくいいなと思っていまして、で

きればですけれども、何名回答するかわからないとは思うのですが、区民としてこう

いうものできたらホームページなどでウェブアンケートみたいな感じで公開して頂

いて、区民、もしくは豊島区に来ている自転車ユーザーにも回答できるようにして頂

けないかなと思っています。先月私の所に豊島区から、企画課みたいな所からアンケ

ートが来ていまして、今後の豊島区のいろいろな子育てとか介護とかいろんな問題が

あってどこに皆さんは課題を感じて改定してほしいですかっていうアンケートが 6、

7枚紙で来ていたと思いますが、それに私がもちろん 1時間くらいかけて張り切って

回答しました。その話をママ友というかいろいろな人に話をしたら、うちには来てい

るとか来てないとか、もちろん無作為抽出だとあると思いますが、その時に私も回答

したかったという人が正直いました。たった 10 人の会の中でも私も答えたかったと

いう人がいたっていうことは、やっぱりやり方もあると思うのですけれども、それを

先程Ｐ委員もおっしゃっていましたが、熱く語りたい人がいるのであれば、ぜひこの

機会に語らせてあげる場をつくってあげてほしいなと思っています。区報もいつも楽

しみに読ませて頂いていますが、そこに例えば、先程Ｅ委員も言っていましたけれど

も、放置自転車の対策に大体 2億使っているのです。でもここを減らしたいので皆さ

んの意見を聞かせてください。それでホームページから書いて頂けますという感じに

書いて頂いて、区民の皆さん一緒に考えてくださいっていうような活動をぜひして頂

けないかなと思っています。私はさいたま市の方でも関わらせて頂いているのです
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が、明日子育て中のお母さん達を集めて、市の職員の方、子育て中の方、私がそこの

ファシリテーターみたいな役割で意見の交換会みたいなものをやるのですが、そこも

限られた人だとは思うのですが、そういう形で市民、区民の声が自治体に届くってな

かなかない機会だと思うので、ぜひそんな感じでこのアンケートもなればいいのかな

と、希望ですがご検討頂ければうれしいです。以上です。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。その他ご意見、ちょっと時間がなかなか無いので

すが、いずれにしましても今日非常に多くのサゼッションを頂いたと思います。それ

から最後の方でＥ委員から社会実験的な話が出ましたよね。これを単にもう計画案と

して具体的な走行空間計画を今までで言う都市計画道路と同じようにぽっと出すよ

うな種類の話ではなさそうだということを非常に強く感じていますので、むしろ基本

的な方向をまとめてそれを計画ということにして、その一部はどういう形がいいか、

むしろ社会実験ですよね。この場所ではこういうこのフローを使ってこういうのはど

うかという、そういう社会実験を含めて最終的な各部分については決めていく、その

決め方をどうしたらいいのかというのを計画の中に入れておくとかですね、ちょっと

従来の出来あがったネットワークをぽっと出すことでは意味がない。パブコメってい

うのは、こういう方向で実際に実施に移していきますと、その時にはそれぞれ区民参

加の機会があるような、そういう新しいやり方を豊島区方式ということでやっていっ

たらどうでしょうかね。そんな形で詰めて頂くということでさせて頂ければと思いま

す。今日席の配置の後ろがよく見えなくて手を挙げていたら大変失礼だったかと思い

ますが、ご意見必ずしも十分頂けなかったと思いますが、一応はそれで、勉強する度

いろんな課題がございますので、お願いしたいと思います。次回につきましては、一

応今日頂いた形を分科会でもんで頂いて、アンケートを詰めて頂くと。そしてその結

果を踏まえて 10 月、11 月頃ということで合同の議論をしたいと。その時にまたパブ

コメの仕方とか最終的な形をどの辺にもっていくかということが議論になるかと思

いますので、ご意見を頂ければと思います。一応そんな形で今日は、今までのご意見

が大変参考になると思いますので、事務局も大変かと思いますが大いに活かしてくだ

さい。どうもありがとうございました。 

 

 

（午後３時３０分 閉会） 
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会 議 の 結 果 

 

・ 放置自転車等対策の現状に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、計画策定の目的、

計画の構成イメージについて報告した。 

・ 課題の確認とアンケート調査について報告した。 

・ 本年度の検討スケジュールについて報告を行った。 

・ 対象路線及び整備形態の選定の視点について報告者した。 

 

（委員の欠席） 

久保田尚、足立勲、渡貫貴浩、三條憲一 

提出された資料等 

 

【配付資料】 

・資料 34-1 豊島区自転車走行空間計画（仮）の策定に向けて 

・資料 34-2 【課題の整理】と【アンケート調査】について 

・資料 34-2 【対象路線】と【整備形態】の選定の視点について 

・資料 34-4 本年度の検討スケジュール 

・参考 34-1 豊島区放置自転車等対策の現状 

・参考 34-2 豊島区自転車等駐車対策協議会 委員名簿 

・参考 34-3 豊島区自転車等駐車対策協議会 分科会名簿 

・参考 34-4 第３４回豊島区自転車等駐車対策協議会 議事録 

 

そ の 他 

 

＜次回会議の予定＞ 

・ 全体会（第 35 回） 

平成 29年 10 月予定 

※分科会と合同開催予定 

 


