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会  議  録  
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（議題） 

１． 自転車走行環境計画について 
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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 35 回豊島区自転車等駐車対策協

議会を開催致します。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。 

     それでは、お手元の資料の中で会議録ございますけれども、まず、これまでの経過

を簡単にご説明致しますが、前回 7 月 25 日に開催致しました自転車等駐車対策協議

会では、自転車走行空間計画全体イメージについてご承認を頂きました。それからア

ンケート項目の確認、課題として路線選定、対象エリア、整備形態の基本的な考え方

につきましてご確認を頂いております。その後、9月 5日の分科会では、アンケート

内容の検討、それからそれぞれの課題について活発な議論を致しました。10月には、

アンケートを紙面と WEB とで実施致しまして、その結果を踏まえて 10月 30日の分科

会にて、今回、この全体会にお諮りできる一定の方向性を示すことができたのではな

いかと思います。本日はその内容について、ご意見を頂きたいと思っております。 

     なお、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

ろしくお願いします。 

     続きまして、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致しま

したが、一部に加筆、修正を施した箇所がございますので、本日机上にお配りした資

料でご審議をお願い致します。 

     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 35-1」

と致しまして、A3判で豊島区自転車走行環境計画（概要）について、次に「資料 35-2」

と致しまして、計画対象路線と優先度の評価（得点化）について、次に「資料 35-3」

と致しまして、自転車走行環境の基本的な整備形態について、次に「資料 35-4」と

致しまして、今後のスケジュールについて、でございます。続いて参考資料でござい

ます。「参考資料 35-1」と致しまして、A4 判で第 34 回自転車等駐車対策協議会議事

録（案）、以上になります。資料の方、不足はございませんでしょうか。よろしいで

しょうか。 

     本日の欠席に関するご連絡ですが、久保田副会長、木下委員、足立委員、渡貫委員、

三條委員、村上委員から頂いております。また、国土交通省東京国道事務所から星野

様が傍聴にお越し頂いております。会長、傍聴の確認の方よろしくお願い致します。 

本日は自転車走行空間計画策定にあたりお手伝い頂いておりますコンサルタント

会社、株式会社創建よりご出席をして頂いております。 

     また、従来事務局を担務してきた鈴木に替り、今後は 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された海老原が勤めます。それに伴い、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ご報

告致します。 
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     それでは会長、本日の議事進行よろしくお願いします。 

 

会 長： それでは、今日、冷え込んできましたが、自転車には一番快適かもしれませんね。

暑過ぎず、ちょうどいい天候かと思います。いよいよネットワーク整備ということで、

座長を中心に分科会の方で詰めて頂いていると。それをベースにいろいろとご意見を

頂きたいということでよろしくお願い致します。 

     最近自転車関係では、世界的には中国のサイクルシェアですかね。置き場を限定せ

ずにどこでも、これはいき過ぎということでいろいろな所で反発を買って、日本でも

実は 10 都市くらい、一つの勢力の人達が日本に導入しようとしましたら、札幌で始

めて、数十台分しかまだ入れることができない。ということは、やはり駐輪場が難し

い。日本では構造が大変厳しい問題があったので、その影響が及んだりしていました

が、それをクリアして、日本の難しさをあらためて中国は知ったと思います。ただ、

技術的には大変優れた技術ですし、GPSがつながっていて、決済もネット、スマホで

できるということですから、そういった技術的なものは、中国では千何百万台ですね、

2 年間、3 年間ですごい数ですよね。それが放置される状況になって、大変な問題で

写真などを見たことがあろうかと思いますが、ただ放置されただけでなくて、集めて

また次に回す写真が多く出ているので、本当に放置させているのかというのは別の話

ですが、少なくとも民間で、自治体にそういったことをやってしまう、それに投資し

ようと世界のお金が集まっちゃうのですね。それで継続することができる。ただ本当

に持続性があるのかどうかはわからないですよね。技術のいい方はぜひという話です

けど、システムとしていろいろ考えなければいけない。豊島区の将来の方向で、その

システムを頭に入れて、区全体としての走行空間を書くということがございますの

で、そんな大きな背景の中で議論して頂ければと思います。よろしくお願いします。 

     それでは早速ですけど、いつものことですが、取材の方いらっしゃいましたら撮影

はここまで、いいですよね、いらっしゃらないみたいです。ありがとうございます。 

     それから、分科会のことはお話しましたように、2 回程やられて、その成果が盛り

込まれているということで、この中で議論して頂ければと思います。最初にちょっと

議題の説明がありましたが、「自転車走行環境計画」ということに最初なっておりま

したが、前回は「自転車走行空間計画」ということで、いろいろな議論の末、ちょっ

と替えた方がいいのではないかというご提案があるようですので、まずそちらを含め

て、説明の方をよろしくお願い致します。 

 

事務局： はい、それでは、「資料 35-1」の自転車走行環境計画（概要）についてという資料

をお開きください。そちらでまず計画策定の目的ですが、まず計画名称ということで

すので、最初に計画名称、「豊島区自転車走行環境計画」、これについてご説明を致し

ます。 

     計画名称を変更した理由なのですけれども、こちらに書かれておりますように、自

転車が車道を安全にスムーズに走行できる物理的な区間整備に加え、その空間を適切

に利用できるよう、路上駐車の抑制、自転車利用者のルール順守などを図る意識啓発

を含めた、走行できる環境を形成していく。これが必要だということで、これが 10

月 30 日の分科会の中で、やはり自転車が安全に走る道が豊島区の中では非常に厳し
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い状況であると、やはりナビラインを引いてもその上に車が止まっていることや、自

転車が走る所を逆走する自転車があると。非常に、そういったルールが守られないよ

うな状況があります。そういった物理的な部分の整備、そういったルールの徹底を図

るためには、やはり「走行空間」という名前ではなく、適切に利用できるように「環

境」を整えていくという意味で、「走行環境」、そういう名称にしました。この名称に

つきましては、他の区では見られない状況ということで、ある意味、いい意味で言え

ば画期的な計画名称かなと考えております。ただ、豊島区の道路事情、環境の整備を

考えながら、自転車が走る道を考えていかなければならないという、そういった実情

もございますが、やはり、自転車を安全に走行させるためにはこの環境整備は欠かせ

ない、そういった観点で「走行環境計画」という名称にしていこうということになり

ましたので、よろしくお願い致します。 

     それでは項目に基づいて説明致します。（１）の計画策定の目的につきましては私

の方からご説明致しまして、（２）の豊島区自転車ネットワークの整備路線、それか

ら（３）の走行環境の整備形態につきましてはコンサルタントの方からご説明致しま

す。 

    （「資料 35-1」、「資料 35-2」、「資料 35-3」の説明） 

 

会 長： はい、ありがとうございました。そういうことで資料の説明をして頂いたのですけ

れども、どちらからでも結構ですから、ご意見、ご質問ありましたよろしくお願いし

ます。今日お伺いすると分科会が予定されておりまして、そこで今日の結果を踏まえ

てもう一度議論をしてもらう。パブコメの前になりますが、この全体会議としてはこ

ういう話をしたいと思います。お気づきの点などございましたら。 

 

Ｉ委員： では、感想といくつか質問をまとめてさせて頂きたいと思います。まず「資料 35-1」

の計画名称が「走行空間」から「走行環境」に替ったことについては、工夫をされて

いい名称なったのではないかと感じました。それから、同じ資料の右、枠内全体が網

羅されていて、私も全てを把握しているわけではないですけども、地図が細かい、小

さいせいもあるのかもしれないですけども、私が知っている道路で大塚駅の南側に、

東西に一直線に赤い印がありまして、ここは区道ということで区が整備するのです

よ、という話なのですけども、今南口には広場がございまして、以前はそこが直線で

一本の道路だったのですけども、それをわかった上で、もうちょっと大きな地図にな

ればこう曲っているのかどうなのか、これはわかってやられているのか、わからずに

やられているのかということも含めて、どのような経緯なのかなと思っております。 

     それから二つ目ですけれども、「資料 35-2」の所で、特殊ケースというのが 4パタ

ーン示されているのですけども、矢印で示されている所、示されていない所あるので

すが、それぞれの特殊ケース毎に他の場所も抽出作業っていうのは終わっているのか

どうなのか、その辺も教えて頂きたいなと思いました。 

     それから最後に三つ目なのですけれども、これは「資料 35-3」なんですが、理想

形ということで国交省の考え方も合わせてこの 3 パターンになっているっていうこ

となのですけども、そうであるならば、今現在豊島区内にペイントされている、あれ

は何なのかなという、それがちょうど写真にあるのですが、左下の③の既設区間の暫
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定整備っていうところで写真が示されているのですけども、これは歩道上なのです

が、白で自転車が絵になっているペイントがあるのですけども、これはおそらく警察

がペイントしているのではなかろうかと思っているのですが、このパターンは何のか

なっていうのが気になるところです。この自転車ナビラインということで、青い矢羽

根のような形であれば、車を運転している方からはよく見えると思うのですけども、

今のパターンは本当に白い車線変更なんかと同じように目立たなくて、車からの視認

性が非常にわかりづらくて、春日通りなどでは怖いのではないかという話を以前させ

て頂いたのですけれども、ではこれはなんなのか。 

     それからもう一つだけありました。四つ目なのですけども、白山通り、これは巣鴨

から西巣鴨の駅の一直線、国道 17 号あたりだと思うのですけれども、私も最近通っ

ていないのですが、以前は確か文京区側と板橋側は、自転車専用通行帯だったのでは

ないかと思うのですけど、豊島区の部分については整備されている部分、それから今

整備中の部分があるのですけれども、どうも違う形態になっているのではないか。し

かも区間によって歩道上に整備をされようとしているであるとか、車道上に整備をさ

れようとしているであるとか、この辺が曖昧になっているような記憶があります。今

回豊島区がこういう絵にしたいなってやっていこうという話なのですけども、この国

であるとか東京都であるとか、そういったところとの連携っていうのは今後どのよう

にやっていくのか。特にこの白山通りの所であれば国道であるにも関わらず他の区

と、それから同じく豊島区の中でも何か一貫性がないような整備形態になっているの

ではないかなと思いますので、その辺を含めてわかる範囲で教えて頂きたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。それではわかる範囲でお願いします。 

 

事務局： 一個目の大塚駅の南口の所については、ご指摘のとおり広場ができましたので、今

までの通行形態では確かにつながらなくなるのかなという認識でございます。むし

ろ、この広場からベルクラシックの前面道路になると思います。ここは非常に幅員も

広く取られていますし、歩道もきちんと分離してありますので、こちらの区間を自転

車も通行できるようにナビラインを引いていくというように認識してございます。そ

れが大通りの阿波踊りをする所にはもうつながらなくなったということは委員のご

指摘にも、少し表示を考えてみたいなと。 

 

事務局： 二番目の整備形態の部分での白いペイント、自転車の絵が書いてあって白い矢羽根

が書かれているものはですね、先程委員がおっしゃったようにここが警察署さんの方

で引いているというように聞いております。それについて、後程警察署の方からご回

答頂きたいと思います。 

     あと白山通り、文京区から板橋、この部分について、国と都の連携はどうなってい

るのかというご質問なのですけども、これについては分科会の中でもいろいろとご議

論があったとおりでございます。国の方針としては、車道にナビラインを引いていく、

やはり自転車が通るのは車道だと。都の方の整備は、今歩道の中で自転車の通る所と

歩行者が通る所、そういった形での整備をしている現状がございます。今後、区とし



6/21 

てどうするかということなのですけども、区としては国のガイドラインに沿った形で

進めていきたいと考えておりますので、都の方にも今後働きかけていきたいと思って

おりますし、ただ、既存で都がつくって完成してしまった所は、有効に活用させて頂

きまして、将来的には国に沿った形にしたいのですけれども、できてしまっているの

で有効に活用させて頂きながら「資料 35-3」の下にあるように、車道にナビライン

を併設することで当面対応していきたいと考えております。 

 

会 長： はい、「資料 35-2」のような特殊ケースは全部チェックされているかどうかは。 

 

事務局： それでは、まずチェックしているかどうかというところでございますが、一方通行

規制の道路であるとか、歩道内の既設区間についてというところにつきましてはチェ

ックしているところであります。ただ、一部先程のお話の中で北池袋のお話、チェッ

ク漏れもありましたので、あらためてそこはしっかりチェックをさせて頂きたいと思

ってございます。ただ、例えば工事の部分であるとか、分岐部の所、要するにナビラ

インを引いても危ないのでは、という所については状況を逐次見て行かなければいけ

ませんので、そういった所については代表的な所を、また分科会の皆様にもお話を聞

きながら整理をしていきたいと思ってございます。いずれにしても、今回はこういっ

た絵にして出してございますが、最終的には分科会でもあったのですけれども、どん

な道路でどれくらいの幅があって、どういう車線構成でというのを簡単な表でまとめ

て示してほしいということもありましたので、見せ方の部分も含めて整理をしていく

中であらためて出していきたいと思います。その時にこの一方通行であるよとか、整

備された所だよと、そういった所もしっかりまとめていくということでご了承頂けれ

ばと思います。 

     もう一つ、その中の歩道内の国道 17 号の話も含めてなんですが、今、例えば「資

料 35-2」の下の所の写真にあるような、歩道の中で分けられている所ですね、先程

のお話で「資料 35-3」の 3つの枠にないものなのですけれども、こちらの方ですね、

実は普通自転車通行指定部分という歩道内で歩行者と自転車を安全のために分ける

というルールの中でつくられているものでございまして、この中を走る場合には、通

常歩道を通らなければいけない時、自転車は徐行なのですけれども、要はすぐに停ま

ることができる速度、ただ、白線の付いた歩道の中で分けられた部分の時は、これは

ちょっとややこしいのですが、歩行者とかがいない場合の時に限ってすぐに徐行に移

れる安全な速度で通ることを認めましょうというような非常にややこしいものでご

ざいまして、こういった所は、実は要町の駅の所の南北の所、山手通りも含めて今そ

ういう整備をされてございます。そういった所があるものですから、ナビラインとの

併設ということを今回区の特殊なケースとして、暫定形の中でご提案をさせて頂くと

いう形になってございます。 

     先程のこれとはさらに違う、たぶんご指摘の所だと思うのですけども、狭い道路に

マークだけ書いてある、白で自転車書いて矢印が書いてある、あちらの方は正式名称

かどうかっていうのはあるのですけど、自転車ナビマークという言葉で、もし違った

ら警察の方にご指摘頂ければと思うのですが、主には安全対策、自転車がごちゃごち

ゃとしちゃってナビラインの発想がまだなかった時代も含めて、安全対策の中で歴史
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があるとお伺いしてございます。なので、そういったものも含めてナビラインという

形で統合させていくのかなと思うのですが、いずれにしても自転車施策ってここ 5 年

間くらいでガタガタっと変わってきましたので、その過渡期の中でいろんなやり方が

混在しちゃっているという現状であることをご理解頂ければなと思います。以上でご

ざいます。 

 

事務局： 先程の白いペイントの話なのですけれども、警察署さんの方で引いていると聞いて

いるのですけども、私が聞いている話では、間違っていたら訂正して頂きたいのです

が、国のガイドラインに沿って東京オリンピック・パラリンピックまでにこういった

ナビラインを積極的に引いていこうと、そういう方針で警察署さんの方で引いている

と、そう私は聞いているのですけども。その辺がどうなのか、もしご存知であればお

答え頂ければと。 

 

会 長： ということで、過渡期でバラバラなので、この際実態を整理してもらって、どのよ

うに区としては考えたというのでいいのですよね。慌ててやると、またおかしいと言

い出してまた変えられてしまうのは元も子もないですから、区として自転車走行環境

という形で安全に通れるようなものをできるだけ早くつくりたいとその一点に絞っ

て、そのためには現在あるものはできるだけ活用しつつ、私は継ぎ接ぎでもいいと思

っているのですよ。継ぎ接ぎでもいいから、とにかくネットワークを、それは後で、

前期 5年で検証しましょうということになっていますよね。それまでに今日のような

議論をそれぞれ個別の箇所でどうしたらいいのだと詰めて頂くなど、国の方針、ある

いは警察の方針をお聞きして、とにかく議論を詰めていくと。それまで、現在のもの

を闇雲に廃止するのも私はよくないと思います。それなりに苦労してつくってきて、

効果があるということだったと思いますので、それを見ながらどう変えていくのかを

議論したらと。 

それから、この会議は毎年出ていますよね。それと同じように、路線については毎

年その時挙がりますから、細かい個所について今年度は全体のネットワークのこれと

これをやりますということを当然オフィシャルな予算部分でおっしゃると思います

よね。その中でまたどこまで詰められたかということを議論していけたら一番いいや

り方かなと私は思います。ということですが、警察の方でもしこの辺のことでおかし

いとか、そんなこととがもしありましたら。都の方でやっておられるやり方で踏襲し

ていくのもいいですよね。 

 

Ｌ委員： 道路管理者である都と、我々警察の方でも確認させて頂いて。 

 

会 長： 先程の「資料 35-3」の自転車のマークプラス矢印と。矢印というのはこの青の矢

羽根ということなのでしょうが、その自転車のマークも私の経験では何か自転車が横

向きになるなど、まちによって違うような気がしたので、これはガイドラインとして

は。 

 

事務局： 国のガイドラインとしては、実は、これもいろんな過渡期の中で自転車のマークだ
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けを書いて歩道の中に書いてみたら、駐輪場だと思って駐める人が出てきたというこ

ともあって、やっぱり人が乗っている絵にしようということもありまして、今、こち

らの図の中に、小さくて恐縮なのですが、青い点々が 10m 間隔と書いてある間に白く

自転車に乗った人と矢印が書いてあるかと思います。こういった形を基本にするとい

うことで、ガイドラインにも位置付けがありまして、ただ、それが横向きなのか乗っ

ている人を前から書いたのかというのはいくつかあるのですけれども、そういったも

のを交差点の近くには置きましょうと。要するに自転車の人が交差点から曲ってきた

時に、ここが自転車だってわかるようにする。矢羽根だけだと本当に青い矢でしかな

いので、そういった意味があって白いのも合わせて置きましょうというルールになっ

ていると認識してございます。 

 

会 長： ありがとうございました。ということで、表示の仕方はいろいろあると。 

 

Ｐ委員： 分科会の中でいろいろ議論された結果だと思うのですが、ちょっと初歩的なことを

伺うのですけど、先程、逆走の話がありましたけれども、例えば自転車というのは皆

さん免許すら持っていないわけですから、交通ルールをきっちと学ぶ機会がないまま

自転車に乗っていらっしゃるわけで、自転車に乗っていること自体、歩行感覚とあま

り変わらずに乗っていらっしゃる方が多いと思うのですね。それで、歩道の所は別に

普通に歩く場合は一方通行になりませんから、あっち向いてもこっち向いても歩いて

いて構わないわけで、その感覚で、例えば「資料 35-3」の左下の写真と絵がありま

すけども、こういう道路がたくさんあるわけですよね、自転車と歩道の所で分けて、

劇場通りもそうですが、そういう所がありますけども、歩行感覚で自転車を行ったり

きたりするという状況が今ありますね。ところが、自転車道とか、自転車専用通行帯

っていうのは厳密にやはり矢羽根の方向にしか進めないということが前提になって

いるのですよね。ところが、まだ自転車ナビラインを残した場合に、それがきちんと

守られるかどうかっていうのが、例えば規制がなかなかできないわけですし、誰かそ

こに立っていてこれ一方通行だ、向こう走るなら信号渡って向こうから反対にいきな

さいとかっていうのをやらない限りはできないわけですよね。その辺の、今の自転車

の方達が歩行者感覚で自転車に乗っているっていうのがそう簡単には切り替わらな

いと思うのですけれども、その辺の自転車ナビラインの残さざるを得ない、暫定的に

やっていかなければならない状況、明日から急にとか、来年から 5 年、10 年計画で

来年度から一気にこれをスッキリいけるという話ではないと思いますけども、その辺

のところはどういう取扱いでいくのか、その辺のところは何か議論になったのでしょ

うか。 

 

会 長： はい、いかがでしょうか。 

 

事務局： やはり今委員から頂いたご意見、非常に大切なことだと思うのですよね。そういっ

たことを、逆走とか、そういったことにならないように守って頂くためにも、これは

やはり条例とかですね、そういったものを、豊島区独自の条例を制定する中で、さら

にルールとか、マナーなどの PR などを積極的に進めていくということで、徐々に守
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って頂けるようにするしか方法がないのかなと思っているのですけれども。 

 

Ｐ委員： 確認なのですけれども、国の方針っていうのは、車道の自転車道を走っている時、

逆走した時などは取り締まりの対象となる、罰則規定とかになるわけですよね。それ

で、専用通行帯も同じですか。 

 

事務局： 専用通行帯も同じです。 

 

Ｐ委員： 白バイがオートバイ止めてやっているような感じで、自転車を止めて逆走したから

っていうことで取り締まる対象になるわけですか。 

 

事務局： まず、そもそものお話として、道路交通法という法律の中で、自転車は車両である

というのはいろんなところでもよく出ていますよね。自転車は車両ですので、車道を

走る時に関しては、もう完全に車と同じ、原付だとかバイクと同じイメージで、原付

で逆走すると怒られますよね。それと同じで、正式に取り締まりの対象、指導の対象

になる走り方になります。実は自転車道、自転車専用通行帯は、進行方向は一方通行

で進む向きを固定しますので、当然逆走したら待ちなさいと言われる。ナビラインも、

今ここには法的根拠がないよ、規制だけだよと書いてはいるのですけど、道路交通法

の法律の中で、罰金の付いているような違反行為でございまして、要はナビラインが

あってもなくても車道を走る時は進行方向どおり、車と同じ方向に進まなければちょ

っと待ちなさいと言われる行為になります。ですので、基本的には、車道を通る時は

どの形であっても指導の対象になるとご理解頂ければと思います。 

 

Ｐ委員： 今質問させて頂いたのは、先程条例をつくってそれなりのことをしていくと事務局

が答弁されたので、法律を超えて条例はなかなかつくれないわけですから、宣言条

例みたいなものは別ですけれども、具体的にやっていくということについては結構

厳しいわけですよね。それで、条例をつくるって言ったけど、そういう条例をつく

る根拠があるのかないのか、あるいはそういう条例をつくって、マナーの向上を目

指すための条例っていうのはあり得ないと思うので、それはまた一つの宣言みたい

なものなのだけれども、その条例の根拠をちょっと説明してもらおうと思ってお尋

ねをしたのね。だからさっき言ったように、自転車ナビラインの所を逆走した場合

にでも、取り締まりの対象となるのか、そういう条例をきちっとつくれるかどうか

の根拠を伺ったところです。 

 

事務局： 今他都市の状況ってことだけ先にお話させて頂くのですけれども、実は、自転車の

安全条例というものをつくられている、これは議員さんからの議員立法という感じで

すね。そういった形でも他のまちでたまにあるのですけれども、要するに安全、安心

な自転車のルールを周知するために、例えば学校とか役所はどんな責任を持ちますよ

とか、区民の方は区がやることをしっかり理解をして協力しましょうとか、そういう

自転車の安全条例というものをつくられている自治体さんはかなり最近増えてきて

います。その中には、教育の仕方、先程のお話の中でどうやって教えるのかというお
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話がありましたけれども、根拠としては道路交通法などの法律に準じてしっかりとし

たルールで交通ルールを区と学校は教えます。区民はそれをしっかりと理解して守り

ますというような条例をつくるのが一つと、その中には自転車保険に入りましょうと

か、ヘルメットを被りましょうとか、そういったようなことを罰則規定まで載せられ

ないのですけども、努力義務として努めましょうとか、そういったことで条例をつく

られている事例というのはございます。その時の根拠になる法律というのは、やはり

道路交通法、要は交通ルールを書いた法律に準じたルールを守りましょうというよう

な条例をつくられているケースというのはございます。今、区の方で条例をつくられ

るかどうかというのは私からはご回答できないのですけれども、一応そういったもの

があるということをまず一度ご報告ということでございます。 

 

会 長： ありがとうございます。今の議論は今回の環境計画でどこまで踏み込むかという根

幹なのですよね。ぜひそういった部分を勉強してもらって、私の理解ではこういうこ

とを含めて、歩行のマナーが悪いとかスマホを使うとか、いろいろ危険な状況である

とか、自転車酷いね、あれはやっぱり一番歩行者、高齢者にいろいろな問題を起こし

ていますから、そのことを含めて安全に使って頂けるような意識を高めるための条例

というのは当然あり得る。ただ罰則は当然できないと思いますね。そういったものを

うまくいろんな関係者と相談しつつ、検討課題にぜひしといて頂ければありがたい。

要するに、タイトルを環境に替えましたよね。それなので空間をつくっているつもり

にならないで、それをどう使うかという中で、そういうものを含めて検討するという

ことではないでしょうか。ぜひお願いします。 

 

Ｄ委員： 「資料 35-3」の既設区間の暫定整備で、議論が道路の幅員があって、おそらく道

路を広くみると建物がいくつかあって、道路の中に何があるかというと車道の決めら

れた幅員と、歩道の幅員があって、今の話だと、そこも議論が進んでいるのですけれ

ども、例えばここの写真でいくと歩道の中に自転車が徐行、とはいえ走るような形に

なっていて、道路の幅員全体は変わらないのだけれども、車道の幅員と歩道の幅員の

構成を変えるとか、そういうことは考えられるので、そういう議論はこれからあるの

かどうかというのを確認したいのが一点と、もう一つが「資料 35-1」の右側の計画

対象路線と整備路線（区）の 2 つあるのですけれども、都市計画道路というのはネッ

トワークのことなので、基本的には都市計画道路というのは行き止まりが無いという

ように私は認識しているのですけれども、この図面を上側の計画対象路線を見ると、

区の外に出ていくのはしょうがないと思うけども、区の中で行き止まりになっている

路線があるのかなあと、例えば大塚、巣鴨の間の北側や、椎名町の駅の所、こういっ

た所が行き止まりになっちゃっているので、ネットワークという位置付けで整備をし

ていくのであれば、例えばこういった所をつなげていくとか、そういった形にしてお

いた方がよろしいのかなと思いますけれども、その辺はどういう考えで今こうなった

のか教えて頂ければと思います。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。2点ございましたが。 
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事務局： まず一点目の車道と歩道が今つくられている中での、おそらく再配置をするかどう

かというところだと思います。理想的な整備形態として、自転車道に指定されるよう

な道路であれば、例えば、それは道路構造自体をなぶらないといけませんので、今回

の計画の中でどこまでそれを謳うのかというところは別として、実際に将来の姿とし

ては描いておく必要があるかなと思います。要するに、例えば「資料 35-3」の写真

のところで、さすがにここに柵を立てて自転車道だと言い張るのはちょっと無理があ

るのですけれども、やっぱり歩道の中に少しでも自転車が入っているのはおかしいよ

ねというような社会的なコンセンサスが得られた段階であれば、逆にここ何でこうい

う形なのってなりますので、そういったところまでルールが浸透して、成熟してきた

段階では当然ここは自転車道としてつくり替えていくことも考えますと。ただ、現状

としては今すぐ、この 5 年間の中でそれに切り替えるのは現実に難しいと思いますの

で、理想としては持ちながらも、その一旦の整備としての暫定ということで、まず 5

年間やらせて頂いて、そこの中でもし社会が変わってきていれば、一気に理想形頑張

ろうかというような形も想定できるのかなと思います。ただ、考えてはいきますけど

も、実際にすぐ、要は再配置も考えますよというのは計画の中で謳うとしても、それ

がすぐ対応できるかっていうのは難しいのかなというのが現状でございます。 

     あともう一点が、途中で止まっているという所なのですけれども、実は、先程ご指

摘頂いたような所につきましては、今現状の道路として評価をしておりますので、ど

うしても途中で止まってしまうのですが、例えば大塚から北東に上がっていく所、こ

ちらについては今止まっている先がすごく細い道路なのですが、都市計画道路の予定

がある所でございまして、豊島はかなりそういう道路が多くございまして、切れてい

る所が大体そういう所でございます。要するに現状の路線を、どこをどうつくってい

くかということで今回ネットワーク書いてございますので、将来的にそこの道路を、

基本的には歩道内の通行空間や、自転車の通行空間も確保はされている絵が書いてあ

るのですが、そういったところを現状では書けませんでしたので、途切れているとい

う状況でございます。ただ、先程のご提案の中でありましたように、狭い所しかなく

てもつながるような所を選んで、ゆくゆくはその新しい道路ができた段階ではそこに

切り替えていくような書き方も計画では書けるかなと思います。ただ、ちょっと怖か

ったのはこの細い道路をしてどうするのだと言われることが怖くて、現状の道路とし

て評価をした結果が今こうだとご理解頂ければなと思います。回答としては以上でご

ざいます。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。車道の構成の見直しというのは当然のことで、長

期的には考えなければいけない話ですよね。それからもう一つ、行き止まりについて、

現状ベースではここで止まっていますが、何か小さい点線で、一旦としてはこういう

ことを方向としてはこう考えていますよと、それは残しておかなければいけないです

よね。今ははっきりしないので、点線のままですと。そのうちできる所、あるいは現

在ある道路を最大限使えばいいことで、現状の 10 年はできます。その先はこの 5 年

の見直しでやった方がいいということになればちゃんと計画に入れる。そういう対応

であれば誤解がないと思いますね。いいご指摘頂いたと思います。 
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Ｖ委員： 確認をさせて頂きたくて、あえて手を挙げさせて頂きました。先程国のガイドライ

ンの話が出ましたけれど、例えば、私の頭の中にあるのはママチャリで子どもを前と

後ろに乗っけて保育園に行くようなお母さん、買物に行くようなお母さん、そういう

お母さんに車道を走らせるのですかっていうことなのですね。あるいは小中学生の子

どもの自転車、幼児の自転車、これを本当に車道走らせるのですか。私もドライバー

になる時がありますので、怖いです。自転車が左側にいると車を運転するとすごく怖

いです。今言い忘れましたけど、老人の問題、高齢者、ふらついていますよね。こう

いう人達を、国がガイドラインで言っているからといって、自転車は車両だとかいっ

て、本当に車道を走らせるのですか。 

     今回、あらためて「走行空間」から「走行環境」っていうことに替えて頂いて、分

科会でも私これ評価させて頂いたのですけれども、Ｉ委員と同じように、環境ってい

うのはそういうことだと思うのですよね。だから、事務局の方からさっきお話ありま

したけれど、私は区民の代表という立場でここに出ていますので、国が何て言おうと、

やっぱり区民を守るのだと。区民が安全に走れる、そういう環境をつくるための協議

会なのだということを、私としてはあらためて確認したいというのが第一点です。 

     それから、各論のところでちょっと誤解があったので、「資料 35-2」の特殊ケース

④です。これは事務局の話を伺っている限りでは、まだ引かれていないようなそうい

うニュアンスの話であったのですけど、既に白い矢羽根が引かれているのです。その

白い矢羽根が引かれている所に、トラックが、あるいは乗用車が、オートバイが駐車

しているのですよ。ずっとここで休憩しているのです。なおかつ、ご丁寧に自転車は

車道を走りましょうと書いてある、立て看まで出ているのですよね。これ、今日私撮

ってきましたけど、これはやっぱり、あなた車道を通って死になさいって言っている

ような、ちょっとオーバーに言っていますけど、そういう意味合いがあるので、やっ

ぱりここは早急に何とかして頂きたいというのが区民の感覚だと思います。 

     それから特殊ケース①、これはトキワ荘通りで、おそらく区道としてもここを川越

の蔵造り通りくらいの感じにしたいなあというようなことを思われていろいろ整理

されているのだと思うのですね。実際に私歩くのが好きなのでここを歩いてきました

けれども、スタンプを商店街、それぞれお店の前にスタンプを出して、このスタンプ

を 10 個押して、待合所みたいな所があって、そこに持っていくと記念品をくれると

いうようなことをやってまち興しをやっているわけですね。こういう所に、しかもバ

スが走るのですよ。バス通りですね。それで今度外国の方も含め、いろいろお客様が

来た時に、本当にこの矢羽根ってどういう意味があるのっていうことを、これはこの

後も引き続き議論しなければいけないと思いますけども、このやり方を相当工夫しな

ければいけないということを考えているということでお話をさせて頂きました。あり

がとうございます。 

 

会 長： ありがとうございました。大変重要な指摘かと思います。 

 

事務局： 今お話ありましたように、実際に矢羽根を車道に引いて、安全なのかっていうのは、

確かに今の豊島区の事情を考えると危険な所が非常に多いのではないかと思います。

そういった意味で、「走行空間」でなくて「環境」と整えていきましょうと。「環境」



13/21 

を整えた上でナビラインなどを引いていく、そういうことがはやり必要なんじゃない

かということで「走行環境計画」と名称を替えたということでありますので、やはり

そういった「環境」を整えるためには、ルール、マナーだけではなくて、ある程度規

制が必要だと考えております。確かに先程お話ありました白い矢羽根の上に車が止ま

っている。そういったものは、やはり条例とかできちんと規制するということが今後

必要なんじゃないか。その上で、やはり安心できる、自転車は走れる環境というのが

つくられていくのではないかと考えております。 

 

会 長： 特殊ケースについては。 

 

事務局： 今一番根本の話として、おっしゃられるお話もすごくよくわかります。要するに、

例えばお年寄りとか前後にお子さんが乗った、どうしても重いものですからふらつい

ちゃうと、そういった方々を本当に車道に下ろすのかどうかということが一つ大事な

ところだと思います。ここの考え方って、実はその一方で、今国がなぜこのやり方を

しているっていうところのもう一つの理由が、要するに歩行者が安全なのかっていう

ところをやはり書かれることが多いのですね。例えば池袋の界隈なんかもそうなので

すけど、ルールを守って徐行してくれる自転車乗りだけであれば、ここまでゴリゴリ

しなくてもよいのだろうと僕は思っています。ごめんなさい、個人的なところもある

のですけれども、歩道の中をルールどおり徐行する、歩くよりは少し速く走らないと

転んじゃいますのでしょうがないと思うのですけども、そういったようなことで、歩

道内をゆっくり通って頂くことがきっちりと守られていれば、おそらくここまで強い

お話でなかったのかなともちょっと思っておりまして、歩行者を守るという視点を考

えていくと、特に自転車で速く走りたい人は車道を走ってよ、一応今の道路交通法上

歩道の中を通ることが認められている方というのが、65 歳以上の高齢者と 13歳未満、

要は小学生の子ども達というのは歩道の中を通行する、これ、ここで走行と言わずに

通行する、要は徐行して通ることが認められているのですね。あと、極めて危険な場

合、例えば工事をやっているとか、そういった場合も歩道を通行することが認められ

ている。徐行で通ることが認められているっていうことがございます。今回自転車走

行空間をつくらせて頂く場所というのは明示しておりますけども、そことともに、歩

道の中で通行が認められている条件が満たされる場合、実はもう一つありまして、歩

道の所に自転車と歩行者のマークが書いている普通自転車通行可という標識が付い

ている歩道については歩道をどなたでも徐行して通行することが認められますので、

そういったものと併用しながら 5 年間まずやってみようかというところかと思いま

す。要するに選んで頂く、そのゆっくりと歩道走ることを選んで頂くか、すばやく自

転車の本来の機能を発揮するためには速く走らないとあまり意味がないので、それが

できる方はナビラインの所でシュッとスムーズに行って頂くとか、ちょっとそれを併

用しながら 5年間やってみるのかなというのが、今この計画の落としどころかなと思

ってございます。ただ、個別のケースがいろいろとありますので、その辺りがご指摘

頂いて、こちらの認識不足なところもありましたので、例えばこのトキワ荘通りの所

とか、ナビマークが置いてあるような所とか、そういった所でどうするのかっていう

のは個別にまたご指摘頂いて検討いければと思ってございます。 
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Ｖ委員： ちょっと違うかと思うのですよね。アンケートでも誰が自転車を利用しているのか

っていうことでいうと、かなりの部分が通勤のためなのです。通勤のためっていうこ

とは、急いでいるのですよね。あるいは通学ですから。そうすると、現状では歩道の

中を急いて通るわけですよね。通勤時間帯に。だから、先程条例の話も出ましたけれ

ど、現実の自動車の使用実態から、アンケートから出ているやつですけど、それから

見ていると、スピードを出して走るっていう人達が非常に多いということがはっきり

しているわけなので、それなのにゆっくり走ることを前提にすること自体、ちょっと

対策として違うのかなということで、一言だけ。 

 

会 長： ありがとうございました。その辺が実態によってかなり判断違うと思いますね。要

するにママチャリ的に自由に動く、これは国のガイドラインの対象外、幹線的に使う

人達をベースにしています。というのが私の理解です。それについてはこういうこと

で整理しましょうと。だけど、その他というのは生活道路の中にいっぱいそういう所

があって、それをいちいち邪魔になるからってならないですよね。そこは今までどお

り自由に使って頂くか、その時は注意して、そういう世界が実態としてあるわけです

よね。ですから、これについては、そういうことを認めた上でネットワーク的幹線は

ある程度きちんと軽車両として走るという形にしなさい。特に危険な場所は、私は逆

に区の考え方としてそういう所は矢羽根を引きませんと、青線が切れても私はいいと

思うのですよ。ただ、その時にはこちらの選択、歩道内を通行可とするなどの、何か

対策をして入れておく、そういう形で選択できるようにする、あるいはそういうサゼ

ッションをして、ここは危険だとすれば矢羽根が入ることもいいし、どちらに行って

もいいと。そういうものがありますよということにしてもいいということを、後ろめ

たい気持ちで歩道に入るのではなくて、正々堂々と、そういう場所についてはそれな

りの手当てをした上でということになりますが、徐行が原則ですよ、ということです

ね。それをマナーと合わせてやるしかしょうがないと。これは実態と理想が非常に離

れていますからね。それをやはりくっつけて両方の努力が必要だと思うのですよね。

自動車側、歩行者側、それで自転車側、それぞれがマナーアップしないといけないと

思いますね。 

     それから、こういった導入は、ここで決めたからすぐという話ではないと思うので

すよね。やっぱり位置の確認をしなければいけませんから、その辺はプロセスとして

ちゃんとした上で、提案としてはこうなのですがということで、何らかの形で周知し

た上でないと、やはり難しいと私は思います。ちょっと個人的な考えですが、何かほ

かにありますでしょうか。 

 

Ｎ委員： 様々なご指摘が出ていたので、おおよそご理解させて頂いたのですが、先程から意

見が出ている中で、車道を走る危険性というのは私も感じているところがあります。

それぞれの路線を細かくこれから見た上で、ナビラインをつくるのか、やっぱり堂々

と歩道を走るっていうのも本当に必要なのだろうなと思っておりますので、豊島区独

自のきめの細かいルールづくりをして頂く必要なのかなと思います。そんな中で、さ

っきお話が出たと思うのですけど、山手通りについてナビラインを併設するというお
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話だったのですけど、相当危ないかなとは思うのですけど、それも合わせてなのです

が、例えば「資料 35-2」の中の特殊ケースの洗い出し、これも進めていって頂かな

ければならないと思うのですけど、その特殊ケース、相当いっぱいあると思うのです

よ。例えば、区道で線が引かれているびっくりガードであるとか、そういった所も、

逆にびっくりガードなんかナビラインを引いちゃうと非常に危険だと思いますし、そ

の辺りの洗い出しというのを細かくこれからも進めて頂きたいなという意見だけ言

わせて頂きます。 

 

会 長：ありがとうございました。その他お気づきの点はございますか。 

 

Ｑ委員： 「資料 35-2」なんですけども、優先度の評価をされているのですけども、この得

点の付け方がよくわからなくて、例えば事故多発というのは重み付けとかをしている

のかどうか、同じような評価点で仮に 2 点だとすると、事故多発の所については優先

度を上げて整備を進めなくてはならないのではないかということが挙げられると思

いますので、この点数の付け方をどのように考えているのかを教えて頂きたいのが一

点と、「資料 35-3」で右下に理想的な整備形態のあてはめということで上の表にある

自転車道、自転車専用通行帯、自転車ナビラインとありますが、例えば、先程の一点

目のご質問と重なる部分もございますけど、事故多発路線ということであれば自転車

ナビラインではなくて、例えば専用通行帯にするとか、自転車道として整備するとい

うことも可能ではないかと思っておりまして、細かい整備形態が道路の評価に合わせ

て形態を変えるというお考えがあるのかどうかというのが二点目です。 

 

事務局： 得点化についてなんですが、実は分科会の中でウエイトを変えて何パターンかやっ

てみたのですけれども、結局のところ事故が多発する道路というのは池袋界隈にすご

く多く、実際にそこは駅につながっていて買物で利用されるということもありまし

て、ウエイトを付けても評価点が変わらなかったというところが一回ありまして、ウ

エイトを付けると、例えばその事故は 5 点なのか、2点なのかという話になった時に、

何ともそのウエイトのその信頼性というものがなかなか取れなかったところもござ

いまして、今はそれぞれ平準化してあるかなしかというところでこの 7つの項目で評

価させて頂いたということになります。一応、評価点をいくつか視点を変えてやって

みた結果として変わらなかったのでというところが申し訳ございませんが一つの落

としどころになってございます。回答としては正しくないとは思うのですけれども、

現状としてはそういうことでございます。 

     もう一つ、ガイドラインと違うような判断基準で構造を変えるのかどうかというと

ころなのですけれども、こちらについては理想的な姿ということで挙がっている所に

関しましてはおおよそその自転車の事故が多い所が挙がってきているかなと思って

ございます。こちらの方も実際に国のガイドラインと違う視点で、構造を変えていく

というのは今現状としては考えてございませんけれども、ただ、実際に、例えばこれ

からどこの道路から整備していくのかという議論をしていく中で、特に自転車の事故

が多い所については早めにやりましょうねとか、その辺りの優先度の付け方というの

は変わってくるのかなと思ってございます。その為、ナビラインじゃなくて自転車道
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で初めからつくるぞとか、その辺りの部分までは現実的にはこの 10 年間の中で道路

構造を変えてまでは難しいとは考えてございますので、今のところそのまま国のガイ

ドラインに従って、構造を選定しておいて、どこから手を付けるかの時に重要そうな

事項を加味して選んでいくのかなと考えてございます。曖昧な回答にしかならなくて

申し訳ございませんが。 

 

Ｑ委員： 事故多発っていう所については、やっぱり安全、安心の前提で、例えば私どもの鉄

道で事故多発路線は後回しになって評価にはならないのかなって思っていまして、具

体的な事故多発って何件なのかって、安心できないですけど、言い方とか説明の仕方

っていうのは工夫された方がいいのではないかと。 

 

会 長： ありがとうございました。結果として重なってもいいから、そこで構造もこれしか

ないということはないと思うのですよね。そのところは、それなりの対応をしたらど

うか。だけども、今の幅では難しいし、ちょっとその辺の説明がもう少し丁寧にした

方はいいですね。ありがとうございました。そのほか。 

 

Ｃ委員： 私はこの 5 年間くらいでお母さん達、特に子どもの自転車に利用しているお母さん

達に 4,000 人くらいにお会いして、話を聞いたり指導したりしてきました。先程お話

がありましたが、やはり前に子ども、後ろに子どもを乗せている人を車道に下ろすの

かという、私もそこをいつもキーワードにして活動しているのですが、そういった人

達はやはり守るべきだとは思っていますが、逆に指導すべきだと私は思う部分もあり

ます。というのも、やはり保育園に連れていかなければならないために時間があり、

本当に歩道を暴走している電動の子ども向け自転車ユーザーのお母さんも本当に多

いです。私も先程 4,000 人会ったっていうお母さんの中でも、実際に子どもを乗せて

保育園に行っている、アシスト自転車で暴走して本当に加害者になったお母さんって

いうのも大勢会ってきました。というところから、やはり守るべきではあるけれども、

しっかりちゃんと歩道を通るのであれば徐行するようにとしっかり指導すべきと思

っています。なので、さっき事務局からもお話ありましたけれども、選べる環境を私

はつくっていってほしいなと、やっぱりお急いで早く走りたい人にとっては車道を、

怖いから安全にゆっくり徐行しますという人であれば堂々と歩道を通れるように環

境をつくりたいなと思っております。やはり本当に危険ですし、私も絶対いつも車道

を通行しているかというと選んでいる状況ではありますが、その中で事務局のお話が

ありましたが、安全条例をつくっていくというのも賛成ですし、自治体によってはこ

のガイドラインの矢羽根を、この 0.75 幅っていうのがあるのですが、それをバスと

か駐車車両が止めると見えないので、これを逆に 2m、すごく大きくする矢羽根をつ

くったりですとか、矢羽根の間隔もガイドラインで 10mとなっていますけれども、危

ない所は 5m 間隔にしたりとか、交差点辺りはいっぱい付けたりと工夫している自治

体さんもいっぱいあります。なので、その辺り、豊島区ならではの実態に沿って、そ

の辺りもいい風にゆっくりやっていけばいいのかなと思います。 

     あと、これは私からのお願いとしましては、条例だったり、ピクトだったりできる

ことはあると思うのですが、やっぱり一番即効性のある、警察さんによる取り締まり



17/21 

をぜひぜひ危険個所においてはどんどんやって頂きたいというのが区民としても安

全を守る一環として伝えたい、お願いしたいことになります。 

     最後に一個確認というか質問だったのですが、前回分科会の時に池袋の中心部分は

はずずっていうところを働きかけますとここには書いてあったのですが、そこだけち

ょっとご説明頂けるとうれしいです。 

 

事務局： ありがとうございます。基本的に他のまちに今あまり書かれていない書き方として

の、一つ目のご意見の方なのですけれども、スムーズに走れる歩道も、ゆっくり通る

ための歩道っていうものも位置付けていくよっていうのは、他のまちにはない、そう

いった自転車ネットワーク計画にはあまり書かれないことですので、そういったもの

も入れ込めるかどうか一度調整させて頂いて進めたいと思います。 

     その上で池袋駅のお話なのですけれども、基本的には今回の「資料 35-2」に書い

てございますような形で、前回、実は分科会に入られていない委員さんは何の話やら

ということになってしまいますので、簡単にご説明致しますが、この赤い点線枠の所

を実は第 2 回の分科会の時に、池袋のまわりで西口、東口のいろいろな再開発がある

ということで、結局のところそこに任せることになるので、一度抜きましたという話

をしてしまったのですけれども、逆にそういった所こそ、池袋はものすごく自転車が

集まりやすい所ですので、しっかりつくるべきだというご指摘を頂きまして、事務局

の方であらためてその辺を揉みまして、今の道路としては、この道路について自転車

走行環境を整えましょうということであらためて位置付けさせて頂いたのが池袋の

駅の中にある細々とした線でございます。ここについては、先程のお話の中でも再開

発のお話が出てきますので、ここの道路が例えばなくなった場合でも、このエリアを

開発する時に関しては自転車の走行環境をつくることと、いうことで働きかけようと

その計画をつくっている側ですね。この計画をもってお願いしますということを調整

していくということで、話をつけているというところでございます。ということで、

池袋界隈についてもその計画の動向に合わせ、無しではなくてつくるという方向で動

くということになったということでいいですね。 

 

事務局： あと、条例についてなのですけれども、私も言葉が足らなかった部分もあるのです

が、条例自体は、安全条例というのはあるのです。だけども、走行環境を整備してい

く上で今Ｃ委員がおっしゃったように、歩道内を暴走している自転車とか逆走とか、

ナビラインの上に車が止まっているなど、そういった細かい部分で一定の規制がない

と、やはり走行環境の確保は難しいと思いますので、先程は条例を作って云々と申し

上げましたが、条例にとらわれずに走行環境の整備の周知を図る取り組みを進めてま

いりたいと考えております。 

 

会 長： ありがとうございました。ぜひよろしくお願い致します。その他ご指摘など。 

 

Ｉ委員： 先程Ｖ委員さんがお話したことと関連があるのですけれども、駐車禁止の場所に車

が休んで止まっているっていうお話がありましたが、これは以前も議論になったと記

憶しているのですけれども、道路上の駐車帯、コイン式のパーキングっていうのが設
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置されていますね。他の自治体で自転車道が整備されている状況があるのですが、コ

イン式の合法的なパーキングを止めさせて、自転車が通るような整備をした事例があ

るのかっていうことについては、豊島区は調査をしているのかっていうのを教えて頂

きたいのと、そのコイン式の道路上のパーキング、形態は変えずに、というようなお

話が出てきていますけれども、これは車道、歩道を変えるのであるとかそういうこと

ではなくて、指定を解除する場合だって出てくるわけなんのですけど、そういったも

のについて、やはり、自転車の通行帯と両方はできないと思いますので、そこをこの

計画にどのように位置付けて盛り込んでいくのかということが大事なのではないか

と思いますので、そこはやはり、ある以上はなかなか整備が進まないということにな

ってしまうと、私はまずいのではないかと思いますので、そこをお聞かせ願いたいの

と、それからもう一点は、地図をずっと盛んに見ていたのですけれども、東京都の都

市計画道路、特定整備路線が入っていないということはそれでいいと思っているので

すよね。ただ、造幣局の跡地、ここが今どんどん整備が進んでいる中で、東側と南側

が入っていないのかなと。あえて入れなくてもいいのかもしれないのですけれども、

やはり道路が今後整備させて、171 号が 181 号とつながるっていう計画もありまして、

管理課がこの会を仕切っているところもあって、安心していますけれども、でも視野

に入れておく必要性はあるのかなと感じましたので、ここは発言させて頂きました。 

 

会 長： はい、ありがとうございました。今の段階で簡潔に、時間の問題がありますので。 

 

事務局： それでは簡潔に、まずパーキングをなくして自転車ナビラインなどをつくった事例

というのは、他都市ではございますので、その辺りは一度ご報告させて頂きたいと思

います。その時のつくり方として、パーキングをつくる時に貨物車用というのがあり

まして、今ここのまわりでもあるのですけれども、そういったものはやはり沿道の方

の、要はお店をやられている方のこともあり、そういったものだけを残しながら、そ

この外側に引くパターンや内側に引くパターン、先程おっしゃって頂いたように思い

切って 2m を超えるという、止まっていてもナビラインが見えるようなつくり方をさ

れるケースとかもありますし、その辺りは少し他のまちの事例も含めてまとめさせて

頂くと。一応分科会の中でもパーキングメーターがある場所というのは一度お示しを

したことがあるあのですが、ただ、どうしていくのかっていうのは、実際に置かれて

いるのは警察さんのこともありますので、その辺り、もう少し調整をさせて頂いてか

ら、パーキングメーターの所をどうしていくのかはご報告させて頂ければと思ってご

ざいます。 

     もう一つ、都市計画道路の今つくっていない所については、先生からおっしゃって

頂いたように点々の形で、そこは当然自転車通行空間をなんらかはめ込んでいく必要

があると思いますので、今の計画には 54.1km の中には入りませんけど、ここについ

てはちゃんと考えているよということがわかるような地図のつくり方をしておこう

かなと考えてございます。以上でございます。 

 

会 長： はい、よろしいですかね。その他何かありましたら。 
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Ｅ委員： まず一点、分科会でやっている資料の中で、それから出したもので相当細かくいろ

んなこと、Ｖ委員からのご指摘のあったようなお話もずいぶん出ていたのですね、も

う少し全体会でもわかるようにある程度まとめて資料を出して頂いた方がいいと思

うのですよね。お聞きしていて、重複した内容のものが出ていると思うのですよ。そ

れはなぜかというと、分科会にご出席されていない委員の方々から見ればこういう話

をされたのかなと想像しているわけですね。相当な時間、時間をオーバーし、委員会

で喧々諤々やっている内容もございまして、何で池袋の真ん中、中心をはずしたのか

なんて本当に肝の肝だと思っていますので、その辺がもう少し皆さんに、例えば、分

科会が終わった段階で委員の方々には先に簡単なまとめ資料をお送り頂いて、簡単に

見られるような形でいいと思うのですよね。そうすると、ご出席された時に重複的な

時間が避けられると、その方がいいのかなと思います。 

     それから、先程Ｃ委員の方から言って頂いたのですけれども、Ｖ委員、Ｐ委員から、

皆さんもそうですけれども、歩道上のやはり事故が多く、自転車が加害者になり、か

つ何千万の請求をされるというような問題っていうのが出てきていると思いますの

で、そこの部分はやはり豊島区がセーフコミュニティと言っているくらいですので、

そこの部分でも含めて、豊島区らしいセーフコミュニティといいますか、本当の意味

で自転車乗りが加害者にならないように、かつ、道路に出たら一番気をつけなければ

いけない本来は車なのですね。車。やっぱり車の人達がしっかりと、日本の道路はど

うしても今まで、戦後復興の中で車中心社会の道路のつくり方になってきているよう

な気がするのですよね。ですから、そこの部分の中で自転車を守るために、今度初め

てこういう形の中でいろいろな警察さんも相当ご苦労されていますし、国土交通省さ

んも、超党派の議員のたくさんの意見がいろいろ出た上で、こういった話が出ている

わけですので、人の命と安全を守るための交通政策という考え方を豊島区ウェイで考

えて、そこにセーフコミュニティの考え方も入ってくると、非常にありがたいのかな

と思ってございまして、そこが一つ意見といいますかお願いなのですけれども。 

     あと、最後、「資料 35-2」の図２、理想的な整備形態のあてはめと書いてあるので

すが、あてはめはあてはめでよろしいかと思うのですけれども、これは本当に相当こ

れから議論しておかないと、きっと順番でいきますと、パブコメかなんかの後で皆さ

んいろんな意見が出てくると思うので、先程もおっしゃったように、このライン本当

にこれでいいのかっていう、矢羽根をそれこそ 2m の話も出ましたけども、1.5m もあ

りますし、矢羽根の色も変えてもいいのかなとかですね、いろんなこともあると思い

ますので、「資料 35-3」の図２は、もう一度しっかり、僕は逆に言えば検討が必要な

のかなと思ってございまして、またよろしくお願いしたいと思います。以上でござい

ます。 

 

会 長： ありがとうございました。ご意見ということでよろしいですね。「資料 35-3」の理

想的な整備は、内容はとにかく国のガイドラインにそのままに、これが理想的かどう

かは全然違うと思いますので、言葉の使い方に注意して頂いて、ガイドラインをその

まま見ることはないですよね。ただ、これだけでは図れないいろいろな問題も中には

ありますと。地域の事情がいろいろあります。ということが言えればいいと思います。

ありがとうございました。いろいろ議論が深まったように思いますし、一つこれから
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の進め方ということもありますので、今後のスケジュールを踏まえて、今日の議論が

どう進んでいくのかということをご説明頂ければと思います。それでは「資料 35-4」

ですかね。よろしくお願い致します。 

 

事務局： はい、事務局のお手元の「資料 35-4」の方をご報告致したいと思います。 

     （「資料 35-4」の説明） 

 

会 長： はい、ありがとうございました。ということで何か質問はございますか。見直して

いく中でやり方を常に改善していくということをしないと、外の状況もいろいろと変

化をしているのでしょうがないと思うのですよね。いろいろと実験的なものも出てく

るけれども、試行しながらそれを評価して取り入れていくと。これは警察の皆さん、

それから今日出席して頂けなかった国や都の皆さんも、そういったことも含めて全体

でやらないといけないし、それから原因との対話といいますか、どのように具体的に

進めていくかには、ちょっともう少し考えなければいけないのかと思います。そのこ

とはぜひ項目としては出しておいて頂いて、具体的な中身なのだろうと、出口でない

とちょっと思えませんで、よろしくお願いしたいと思います。それでは、今日はあり

がとうございました。 

 

（午前１２時００分 閉会） 

  



21/21 

会 議 の 結 果 

 

・ 計画対象路線と優先度の評価（得点化）について報告、意見交換を

行った。 

・ 自転車走行環境の基本的な整備形態ついて報告、意見交換を行っ

た。 

・ 本年度の検討スケジュールについて報告を行った。 

・ 今後のスケジュールについて報告した。 

 

（委員の欠席） 

久保田尚、木下広、足立勲、渡貫貴浩、三條憲一、村上修史、 

進藤政治 

 

提出された資料等 

【配付資料】 

・資料 35-1 豊島区自転車走行環境計画（概要）について 

・資料 35-2 計画対象路線と優先度の評価（得点化）について 

・資料 35-3 自転車走行環境の基本的な整備形態について 

・資料 35-4 今後のスケジュールについて 

・参考資料 35-1 第 34 回豊島区自転車等駐車対策協議会議事録（案） 

そ の 他 

＜次回会議の予定＞ 

・ 全体会（第 36 回） 

平成 30 年 1 月 17 日（水）午後 2 時から 

 

 


