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豊島区自転車
走行空間計画（仮）
～整備対象路線の抽出に向けて～

2017.9.５ 第１回分科会資料
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基本的な考え方



3自転車ネットワーク計画の基本方針

区民や来街者の活動拠点に繋がる
地域内ネットワークづくり

基本
方針

どのような活動を想定するのか？

区民

来街者

誰が？

自宅
どこから？ どこへ？（目的）

駅へ（電車に乗る等）

通勤・通学（直接、会社や学校へ）

日常的な買い物（食品、日用品等）

非日常的な買い物（服飾、飲食、娯楽等）

観光、遊び、レジャー等

区内どこからでも利用できる 目的地となる主要な施設に繋がる

自宅

駅

施設
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計画路線：22.8km
整備済み： 4.9km（整備率21.5％）

計画路線：1.8km/k㎡
整備済み：0.4km/k㎡

現行のネットワーク計画（広域）
板橋区・豊島区自転車利用環境整備基本計画では…

①旧計画は、国道・都道中心に【広域的ネットワーク】を形成
②平成29年時点の整備率は約２割にとどまる状況

延長

網密度

網密度：
計画区域※の面積に対
して、自転車通行空間
がどのくらいの密度で
整備されているか、を
示す数値。
※豊島区では区域全体の
面積13.01k㎡に相当

板橋区との連携を前提
に広域的な自転車利用
に対応した計画。
歩道内の通行空間分離
が基本となっている。

具体の
イメージ



5【参考】網密度について
■網密度による違いは…

旧計画の「全線整備」ができれば、網密度約2km/k㎡は概ね達成。
ただし、未整備都市計画道路の状況から、当面全線整備は困難。

【他都市平均】網密度２km/k㎡
＝ 平均500ｍ間隔で配置

1km

1km

１km四方に
２kmの自転車
通行空間を整備
=500ｍ間隔

500m

500m

【超高水準】網密度６km/k㎡
＝平均250ｍ間隔で配置

1km

1km

１km四方に
６kmの自転車
通行空間を整備
=250ｍ間隔

他区の網密度と
比較してみると…

網密度は、計画区域の中で
の自転車走行空間の充実度
を示す指標です。



6豊島区の「網密度」の位置付け
■計画延長が示された他区の網密度と比較すると…

①旧計画全線整備時の網密度1.75km/k㎡は、他区と比較して５位と低め。
②道路自体の未整備区間が多い現状から、実態はさらに低いと考えられる。

【参考】 ▼計画はあるが、路線延長が明示されていない区 ①千代田区、②中央区、③板橋区、④練馬区

▼走行空間の計画自体がない区 ①新宿区、②文京区、③台東区、④墨田区、⑤品川区、⑥目黒区、
⑦中野区、⑧北区、⑨荒川区、⑩足立区、⑪葛飾区

※豊島区の整備延長は、計画書には区内延長が明示されていなかったため、別途計測している。
また、当時の計画には指定がないが、実際には整備を行った区間については加味した延長である。

整備計画
計画
年次

延長
(km)

面積

（km
2
)

網密度

(km/km
2
)

1 港区 港区自転車利用環境整備方針 H25 112 20.37 5.50

2 江東区 江東区自転車利用環境推進方針 H28 150 40.16 3.74

3 江戸川区 江戸川区自転車ネットワーク計画 H29 151 49.90 3.03

4 大田区 大田区自転車ネットワーク整備実施計画 H28 175 60.66 2.88

5 豊島区 板橋区・豊島区自転車利用環境基本計画 H12 22.8 13.01 1.75

6 杉並区 杉並区自転車ネットワーク計画 H29 54 34.06 1.59

7 渋谷区 渋谷区自転車通行環境整備計画 H27 23.2 15.11 1.54

8 世田谷区 世田谷区自転車ネットワーク計画 H27 72.5 58.05 1.25

自治体名
（ランキング）
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路線選定の条件



8国の路線選定のイメージ
■国は様々な視点で抽出し、組み合わせて形成する考え方

豊島区での状況に合わせた視点（委員会提示案）を組み合わせて検討

出典：国土交通省 関東地方整備局HPより
（ http://www.ktr.mlit.go.jp/road/chiiki/jitensha.html ）



9基本となる検討対象区間

国道・都道、駅（周辺商店街含む）などに繋がる
信号交差点が連続する道路を【検討対象路線】として指定

■検討対象とする路線の基本的な考え方については…
地域から駅、広域ネットワーク
（国道、都道等）に繋がる路線
●自宅から出発し、駅やスムーズに
走れる国道・都道等まで、連続し
て繋がっていることが必要。

商店街や住宅地内のバス通りなど
連続性のある“通り” での整備が必要

クルマが集中し、自転車が車道で
なく歩道を通ってしまう路線

●クルマが集まる道路では、安全に
車道通行できる環境をつくり、歩
道を歩行者に返還することが必要。

クルマも自転車も集まる“幹線道路や
そこに接続する道路”での整備が必要

検討対象路線（次頁）に対して、優先順位を定める考え方



10検討対象区間の抽出
■信号の連続する幹線経路  55.4km（下記66区間）

この66区間に対して、様々な視点で得点化し、重ね合わせて優先度を定める

■抽出の留意点
①現存する路線であること
（未整備区間は除く）

②国道・都道・区道をすべて含む

③信号交差点が連続した幹線区間

凡例：旧計画の指定区間
整備済み区間
未整備区間

全線整備時の
網密度

4.3km/k㎡



11区の【路線選定の視点】

視点ごとに対象路線を整理し、統合することで路線を抽出（国道・都道含め）

豊島区民の生活道路として
重要な路線であるか？

自転車の交通事故対策が必要
な路線か？

駅・買い物・観光・業務等の
拠点と接続しているか？

隣接する自転車ネットワーク
と連続性があるか？

整備に先立ち、地域等の
理解が得られることが必須！

国道・都道の広域的ネット
ワークとの連動が基本

前
提
・
必
須
条
件

必
要
性
の
評
価
条
件

視点
１ 事故が集中しているか？
視点
２ 鉄道駅に繋がっているか？
視点
３ 買い物に使える路線か？
視点
４ 通勤に使える路線か？
視点
５ 通学に使える路線か？
視点
６ 観光に使える路線か？

国道・都道・区道を含む、信号付き
の幹線道路の指定により対応

対象となる路線の構造的な特徴（歩道
設置等）を踏まえて整備形態を設定



12視点① 自転車関連事故の多い路線
■区内での自転車関連事故の発生状況（H28）は…

池袋駅周辺、幹線道路などでは、優先的な整備が期待される。

出典：警視庁「交通事故発生マップ」HPより
（ http://www3.wagamachi-guide.com/jikomap/ ）



13視点② 鉄道駅に繋がっているか？
■「鉄道駅（周辺の駐輪場）」に繋がっている路線は…

区民、来街者の利用が集まる駅に繋がる路線では、優先的な整備が期待される。

池袋駅周辺は
駐輪場が分散して
いるためエリア
内全体を指定

アンケート
調査で利用の
集中状況を
確認します。



14視点③ 買い物に使える路線は？
■まちの特徴である「商店街」も含めた買い物向けの路線は…

店舗等が密集する「商業系」用途地域では、優先的な整備が期待される。

線状に連なる
商店街等は
用途地域での
「商業系地域」
で対応可能

各駅周辺の
大規模集客施設
等は用途地域での
「商業系地域」
に含まれる。



15視点④ 通勤に使える路線は？
■通勤先の「事務所」が集まるエリアと接続する路線は…

事務所の集まる池袋駅、大塚駅に繋がる路線では、優先的な整備が期待される。

池袋駅、大塚
駅周辺は事務所
等が密集している
ためエリア全体を

指定

区外からの
自転車通勤を想定し
広域幹線も指定

赤く着色した
建物は事務所、
官公庁等の通勤
誘発施設

事務所系建物の位置：都市計画基礎調査（H20）より



16視点⑤ 通学に使える路線は？
■自転車通学が想定される「高校・大学」は…

自転車通学が集中する学校前の路線では、優先的な整備が期待される。

学校が併設
されている道路
では通学者が
集まると想定

高校14校、
大学7校

※自転車通学なし

※自転車通学なし

※自転車通学なし



17視点⑥ 観光に使える路線は？
■区内の観光資源に繋がる路線は…

観光資源に繋がる路線では経路案内の意味も含め、優先的な整備が期待される。

観光資源に
繋がる自転車経路を
案内する意味でも

有効

重要文化財や
来街の多い商店街
等を指定


