
令和元年度第１回岡崎市自転車ネットワーク検討協議会 会議録

１ 開催及び閉会に関する事項

令和元年 10 月 30 日（金）14 時 00 分 ～ 16 時 00 分

２ 開催場所

岡崎市役所東庁舎４階第２来賓室

３ 出席委員及び欠席委員の氏名

⑴ 出席委員（17 名）

松本 幸正 委員 （名城大学 教授）

嶋田 喜昭 委員 （大同大学 教授）

木村 雄二 委員 （NPO 法人市民・自転車フォーラム 代表）

太田 敏子 委員 （岡崎市商工会議所 女性部 会長）

神尾 明幸 委員 （岡崎市総代会連絡協議会 会長）

坪井 基紀 委員 （愛知県立高等学校校長会 西三河東地区 会長）

※三矢 勝己 岡崎東高校校長 代理出席

河合 貴夫 委員 （名古屋鉄道株式会社 東部支配人室 営業総務課 課長）

寺澤 秀樹 委員 （愛知環状鉄道株式会社 運輸部 管理課 課長）

吉岡 実 委員 （名鉄バス株式会社 運輸部 運行課 課長）

玉置 文博 委員 （名鉄東部交通株式会社 業務部 部長兼路線バス事業部 部長）

河口 恒徳 委員 （愛知県タクシー協会 岡崎支部 支部長）

可児 誠 委員 （国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 事業対策官）

諸戸 健一 委員 （愛知県 西三河建設事務所 維持管理課 課長）

三村 浩 委員 （愛知県岡崎警察署 交通課 課長）

※中井 崇之 係長 代理出席

牧野 泰司 委員 （岡崎市 市民生活部安全安心課 課長）

畔栁 智岐 委員 （岡崎市 土木建設部道路維持課 課長）

倉橋 正直 委員 （岡崎市 土木建設部道路建設課 課長）

⑵ 欠席委員（０名）

４ 説明等のため出席した事務局職員の職氏名

永田 優（総合政策部部長）、本多 徳行（総合政策部次長）、

杉山 幹昌（地域創生課副課長）、都築 哲男（主任主査）、

細野 雅人（主任主査）、川内 良祐（主事）、湯口 航平（主事）、徳原 誉人（主事）



５ 傍聴者、随行者等

１名

６ 会長あいさつ

（ 内容省略 ）

７ 議題

⑴ 岡崎市自転車ネットワーク計画について

岡崎市自転車ネットワーク計画について、資料１により説明をした。

＜以下、各委員の意見等＞

会 長： まずは１点目、岡崎市自転車ネットワーク計画（案）の方針について御質問、御

意見いかがでしょうか。

副会長： ８ページについて、左側にある自転車利用者ニーズ調査で９割が通勤・通学目的

となっているが、これは調査に偏りがあるのではないか。というのは、この調査に

関しては、資料の４ページの上に書かれているように、市内の主要な駅での自転車

利用者に対して、あるいは市内の高校に通う高校生に対して調査を行っているので、

どうしても通勤・通学が多くなる。名古屋市でも同様の調査をしているが、通勤・

通学と同じぐらい、買い物という利用が一般には多い。現に岡崎市でも大規模商業

施設の周辺は結構交通量が多くなっているのが見られるので、ちょっと偏った言い

方をしているのではないか。もちろん、駅中心にネットワークを考えるというのは

いいが、商業施設等もネットワークとして重要になってくるので、気をつけていた

だきたい。

したがって、８ページの右側の課題の整理について、課題④でも通勤・通学と書

いているが、それ以外の使用目的でも自転車というのは重要な交通手段になってい

るので、少し注意していただけるといいのかなと思う。

事務局： 御指摘のとおり、アンケートをとった時点で全てを把握しておるような気持ちで

やってしまっていたのが間違いであった。そのあたりを修正していきたい。

会 長： これは市としての方針が重要だと思う。例えば、昼間の時間帯も含めた自転車の

利用を市全体で増やしていきたいのか、あるいはいわゆるピーク時間帯の、どちら

かというと集中する自転車を何とかしたいのかによって違うなと思う。ただ、恐ら

く国が求めており、これから求められるのは前者である。すなわち、通勤・通学以

外の買い物や、気分転換にちょっと走ってみようとか、あるいは自動車でコンビニ

まで行っていたのをこれからは自転車で行ってみようという方向を増やしていく。

もっと言うと、観光やスポーツといったものを増やしていくことが望まれているの

ではと思う。

先ほどの意見について、市としては通勤・通学に絞るということであればそのよ



うに説明いただき、皆さんが納得するということであればそれで進めてもらえばよ

い。そうではなく、買い物や送迎やスポーツもやったほうがいいのではということ

であれば、それを聞いていただければいい。

事務局： 市で方針を決める際には、あくまで通勤・通学という主眼で考えており、通勤・

通学の主体が鉄道駅になることから、鉄道駅でアンケートをとったというのが現状

です。副会長からの御意見について、２ページの岡崎市サイクルシェアのヒートマ

ップを見ていただくと、ちょうど中心街にある東岡崎、康生、市役所を含めたあた

りは確かに利用が集中しているが、商業施設といえば岡崎在住の方はわかると思う

が、南に赤い集中した点の場所にイオン、左のほうの川沿いにコムタウンがある。

このデータを見ると商業施設にも利用が集中しているところもあるので、再度検討

させていただく。

会 長： ぜひ見直してもらえればと思う。現状の顕在化している需要を捉えるのも大事だ

が、市としてこういうところでも利用してもらいたいという戦略的な方策も考えて

きたと思う。望ましい姿に向かってどういう形で自転車を利用してもらうのかとい

う視点も考えてもらうとよい。上位計画との整合はそのようなところで求められる

と思うので、ぜひお願いしたい。

委 員： 資料の８ページの課題③に、平均して車道幅員が狭いために、道路空間の再配分

をすると書いてあるが、狭い上に再配分するというのはすごく難しい。そうすると、

資料の３ページの上の写真のように、自歩道の中に自転車レーンのような走行空間

をつくるという考え方でいるのか。国の自転車活用促進法とはちょっと違うなとい

う気がするが。

事務局： 基本的には国のガイドラインどおりの考え方をしており、最終形態としては例え

ば自転車歩行者道になっているのを歩道にして再配分を行うということを考えて

いる。暫定形態としては、自転車歩行者道だったところを残して、車道に矢羽根で

の表示を考えています

会 長： その意味は、自転車歩行者道もありながら、ネットワークに指定されたところは

暫定的に矢羽根もつけるという意味か。その意図は。

事務局： 暫定形態ということもあり、一部分だけ自転車専用帯を整備しても路線の連続性

等を考えるとあまり安全にはならないのかなと考えている。まず第１番目として、

矢羽根を引くことにより、市民の方がこちらを通ると思っていただくような意識作

りをすることが必要であると考えている。

副会長： ということは、矢羽根だけ引いて自転車専用通行帯の規制はかけないということ

か。構造令が４月に改正され、自転車専用通行帯が定義された。規制をかけるかど

うかは別問題として、自転車専用通行帯が整備出来る箇所は整備をしていった方が

良いのではと思う。また、３ページの写真で、上の写真が整備済み、下が未整備で

となっているが、両方とも自転車歩行者道である。下の道路も、幅員が広いので自

転車歩行者道として整備している。正しくは、上が自転車歩行者道の自転車通行空

間を明示したもの、下は明示しない普通の自歩道だが、規制上は自転車が通行可能



な規制がかかっている。よって、自転車専用通行帯にするとそちらを通らないとい

けない。歩道は自転車通行可能の規制をとることになるが、とらずに歩道も使える

状態で、自転車専用帯として 1.5m ほど確保し、それがだんだん浸透してきたら、

自転車専用通行帯に規制をかけてという段階がいいのではないか。

会 長： 手法論としての検討は次回以降となると思う。基本方針について、今のところは

いわゆる通勤・通学の安全性確保を目指してネットワーク整備をしていこうという

計画に見える。それはそれで進めていただきたいが、一方で買い物等の普段利用で

も自転車利用を推進したい。さらには、観光資源が数多くある岡崎に多くの観光客

を呼ぶにはやはり自転車の活用も考えたい。また、これからのライフスタイルでは、

スポーツサイクルの様な自転車利用も考えたいが、全然入っていない。スポーツは

ともあれ、観光はワードとしては出ていたが、利用がどのようになっているかは見

えていない。

２点目として、今回はまちなかだけだが、中山間地をどうするのか。その辺まで

考えるとツーリズム等の話も出てくると思うが、どのように考えているのか。

３点目は、今回はネットワークという意味で道路が中心だが、駐輪施設はどう考

えているか。

最後は、豊田市や安城市は先んじてネットワークを作っていると思うが、そこと

の関係性は。

事務局： まず１点目について、観光については資料２ページのサイクルシェアのヒートマ

ップで、まちなかを中心に広く利用していただいており、これを一般化して利用者

が伸びていく状況をつくっていきたい。道路空間自体は非常に狭い状況となってお

り、今の岡崎市自体が自転車にとって優しい街ではないという現状はある。観光に

来た方でも気軽に自転車に乗れるようにしていきたいと考えている。

２点目は、将来的には中山間地域へネットワークが伸びていくと思うが、現在は

そこまで手が伸ばし切れていない。最終的には推進計画を作成予定であるので、そ

のときにツーリズムについても考えていきたい。

３点目の駐輪施設について、岡崎市においては、駅周辺に現状でも駐輪施設があ

ります。この計画をつくる上でも、駐輪場への動線を意識するべきだと思いますが、

まだ資料に反映できていない。今は駅周辺に集まるようなネットワークにはなって

いるが、具体的な駐輪場まで入れていないので、ネットワーク計画に反映させたい。

最後に、豊田市や安城市等の隣接市へ繋がりについて、最終的には隣接市と一体

となった路線、ツーリズムのようなものが出来るようになればいいなと考えている

が、まだこの計画では検討していない。

会 長： 中山間地やツーリズムについて検討していないということだが、今回のネットワ

ーク計画にはまだ入れないという意味か。今回の資料では入っていないが、検討し

ていく可能性があるのか。

事務局： 今回の計画では入れないつもりである。

会 長： そうすると、将来を見据えた上での 2020 年までの計画について、将来展望とし



てもう少し夢のある絵にしてもいいのではないか。観光という意味では周遊はすご

く大事であり、どのように周遊を組むのか。関連では、矢作川の河川敷を活用した

サイクリングロードというものも描くことが出来る。既存でかなりあると思うが、

そういうのは記載してもよいのではないか。意見ということで、後の対応はお任せ

する。

副会長： ８ページの基本方針④で、一応観光や地域活性化に向けたネットワークの形成と

いうことで、そのように観光需要に対応していくということでよいか。また、豊田

市のネットワーク計画は、あまり参考にしないほうがいいかなと思う。というのは、

計画を３年前に立てて自転車通行空間を整備しているが、利用率があまり高くない。

現在、研究室でなぜ利用率が高くないのかということを調査・分析しており、単路

部で通行空間を確保するのもいいが、ポイントは交差点部と思っており、岡崎市が

これから整備するにあたって、交差点の通行空間を広く確保してあげることが重要

かなと考えている。豊田市の分析結果についてはまた報告する。

委 員： ８ページの基本方針③に関係してくると思うが、今の形でいくと矢羽根でのネッ

トワーク整備になってくると思うが、矢羽根の安全性や自転車利用者へのルールの

徹底というところも大切になる。もう１つは、安全に使ってもらえるように、自動

車からいかに自転車通行空間を認知してもらうか、そのような取り組みについては、

バス会社等の協力が必要になってくるものであり、一般の自動車に対してもいかに

認知してもらえるかというところに力を入れていきたい。そういうところの検討も

計画検討の中で一緒にお願いしたい。

会 長： すなわち、基本方針で自転車利用ルールの徹底を図ることは、自転車に乗ってい

る人だけではなくて、ドライバーに対しても必要ではないかということだと思う。

そうすると、具体的な方策としてどのようなものがあるか、バス会社はドライバー

の方々に対しての自転車通行帯の周知等々をどのように考えているか。

委 員： 自転車の存在は、バス事業者にとっては非常に注意すべき乗り物だという認識が

ある。歩行者と違って急な動きができ、さらには歩行者でありながら車両的な部分

も兼ね備えているところもあり、自転車との接触等の事故は実際に起こっている。

特にバス停については、車両が停車する場所であるので、歩行者・自転車・自動車

が重なり合う部分が非常に多い。そういったところの安全性の確保をどのようにし

ていくのかを考えていきたい。

委 員： 弊社はまだ、運行区域に実際に自転車通行帯がないが、これが実施されると相当

教育しないとまずいと思う。本社が豊田であるので、豊田の実際の自転車の動きを

見ているが、自動車に乗っていると矢板の上を自転車が想像もつかないスピードで

迫ってきて怖い。バス運転手は、お客さんの乗降を見ながら、ほかの車を見ながら、

そこにさらに自転車を見るという、一要素が加わるので相当教育が必要だと考えて

いる。

会 長： タクシー事業者としてはどうですか。

委 員： ドライバーの感覚からすると、自転車は移動が非常に速いので特に注意しなけれ



ばいけない。ネットワークの作成とともに、少しでも事故防止に役立つような広が

りがあれば、もっとよくなるのではないかと感じる。

会 長： 警察として、一般ドライバーの教育という意味ではいかがでしょうか。

委 員： 12 ページについて、矢羽根で岡崎市が計画される予定であるならば、先ほどか

ら出ているバス停でバスがどのラインで停車するのかということがすごく大事に

なる。自転車の走行するラインの手前で停車してしまうと、降りた瞬間にはねられ

るとか、次は乗ろうとする人がはねられるという状況が生まれるので、バス停付近

だけは外してみるというのはどうかと思う。

会 長：いずれにしても、サイクリストだけではなく、ドライバーも含めた協力あるいはマ

ナー遵守等々の努力をしていかないといけない。海外の事例だが、そこは自転車と

は 1m あけて追い抜きなさいという看板があり、ドライバーは自転車が来たら 1m

離れるというのが周知されているところもある。日本において道路で 1m あけられ

るかどうかという問題が大きいと思うが、教育も含めてすごく重要なところだと思

っているので、推進計画に入れていくべき。

今回のネットワーク計画では線の指定と、道路空間配分について決めていくとい

うことでよいか。

事務局： その通り。その後、ツーリズム等について推進計画で考えていきたい

会 長： まずはハード整備を主体とした計画を策定と認識しておけばよいか。

事務局： その通りである。

会 長： ８ページの基本方針①～③のについて、記載内容が似ており、いまひとつ違いが

よくわからない。

事務局： 基本方針①については、今回の計画では整備地区の優先性という意味合いで記載

している。基本方針②の優先的に整備すべき地区を抽出しという点は、９ページで

掲げている地区を今回の優先整備地区として挙げている。

会 長： まずは基本方針①で上位・関連計画と連携したネットワーク全体をつくり、基本

方針②で整備を行う中でも優先的に整備するエリアを決めるということか。では基

本方針③はどのような意味合いか。

事務局： 基本方針①は、上位の計画に基づいて自転車ネットワークのあり方自体の優先性

を高めるという位置づけ。基本方針②は、地域においてどのような形で選定できる

か。基本方針③は、地域の中でも路線がそれぞれあるので、整備形態の検討を行う

もの。基本方針④は、ネットワークがありつつも、附帯的に自転車の需要があるの

ではないかというところを観光の流れを使って記載している。書き方の問題で錯綜

するような表現になってしまったが、このような形で整理している。

会 長： 果たしてそれが基本方針と呼べるものなのか。それは後の手順ではないのか。基

本方針という意味では、少しレベル感が違うものが並んでいるという印象があるの

で変えてほしい。

副会長： 名古屋市では基本方針①と同じく、二度手間にならないように無電柱化推進計画

の整備にあわせて自転車の通行空間も整備するというような、これと似た基本方針



がある。基本方針①についてはそのようなことかと解釈した。

事務局： 基本方針については再度整理する。

会 長： 続いて、９ページ以降の優先整備地区の設定に関して御質問、御意見等あります

でしょうか。

副会長： 自転車交通量を線で示すのではなく、丸で示されている理由はあるか。線のほう

がどの路線で交通量が多いのかわかりやすいのではないか。

事務局： 実際の交通センサスや本市の交通量調査を行ったポイントで表記しており、御意

見のとおりであると思う。線で記載するように修正する。

会 長： 買い物を入れるのであれば、少し違った切り口での整理も必要ではないか。一方

で、基本方針④に観光産業都市と書いてあるが、優先整備地区の設定に関しては、

観光の視点が抜けている。シェアサイクルで観光を担わせてもよいかもしれない。

事務局： Ｃ地区が QURUWA 戦略と重なっている。シェアサイクルのヒートマップでも

集中している部分があるので、観光面も合わせた表現に変えながら再度検討してい

きたい。

会 長： そのような視点で記述があることが大事であるので追記をお願いしたい。岡崎市

としては、QURUWA 戦略で回遊性を生もうというのが市の方針として定まってい

る。それに向けて施設整備、道路空間の整備等々も進められており、それらに沿っ

た形での回遊を自転車で行ってもらうということは間違っていないので、そこを説

明に入れてもらえればよいのではないか。

委 員： 市としてやりたいことは、資料２ページに明示されるように、学校周辺から始め

るような意図があるのではないのか。会長がおっしゃるように観光も大事だが、ス

ケジュールを見ると、あまり議論することができないと思う。よって、優先整備地

区の中に細かく記入している学校が主体となるのではないかと考える。子供たちを

安全に通学させるために、自転車通行空間を整備するということから始めてはどう

か。また、それと同時に法的な教育が必要となり、自転車通行空間をどのように周

知していくかが重要である。岡崎に住んでいる者としては、とりあえず子供たちを

守っていこうという発想がされていることはいいことであるなと理解できる。

会 長： もともとは歩行者、自転車、自動車を適切に分離しながら安全を確保したいとい

うことが今回のネットワーク計画策定の目的であった。そこで留めるのか、さらに

次の時代を見据えたネットワークとするのかというのは、市の方向性として決めて

もらう必要がある。エリアとしては特に皆さんの御異論もないということではない

かと思う。

続いて、資料 10 ページのネットワーク路線候補に関して御意見いかがでしょう

か。

資料 11 ページの黄色い路線は既に自転車歩行者道が整備されており、初期段階

のネットワーク路線から外し、自転車ネットワークを補完する経路として活用する

という点について、再度説明してほしい。

事務局： 自転車ネットワークを補完する路線とは、国が示すガイドラインの用語である。



やむを得ず自転車通行空間として歩道のみを活用せざるを得ない場合にはその空

間を自転車ネットワーク路線から外し、自転車ネットワークを補完する経路として

活用することを検討するとあり、黄色い路線は自転車歩行者道としてある程度の安

全性が保たれている認識している。よって、まずは優先度が高い路線が他にあるの

ではないかという考えのもと、今回は補完する路線という位置づけにし、自転車ネ

ットワークには組み入れずに、ほかの路線の安全性を先に図っていきたい。

副会長： 平成 28 年 7 月のガイドラインの改正の際に、自転車ネットワークに組み込む整

備形態としては、10 ページのタイプＡ・Ｂ・Ｃのみと改正されたので、自転車ネ

ットワーク路線としては自歩道を入れないとなっている。ただし、現在自歩道で自

転車通行空間が明示されているところについては、補完的に使ってもよいという流

れになっている。

会 長： いずれ計画になってパブコメにかけると思うが、普通の人はその背景がわからな

い。何か補足説明をお願いしたい。

副会長： 乙川沿いに非常に良い景観が整備されているが、図ではタイプＢの自転車専用通

行帯整備になっている。せっかく石畳の雰囲気の良い空間をつくっているので、こ

の路線は自転車と歩行者の専用空間として活用するということにして、ネットワー

クとしては整備形態Ａ・Ｂ・Ｃのどれにも当てはまらない別枠で考えてはどうか。

一宮市の自転車ネットワーク計画も木曽川沿いのサイクリングロードについても

一応ネットワークには位置づけているが、同様に別枠としている。

会 長： 太平洋岸自転車道も整備形態Ａ・Ｂ・Ｃに当てはまらないが、愛知県のネットワ

ーク計画に位置づけはある。岡崎市もそのように対応すればよいのではないか。そ

のような形でネットワークを描いてもらってもいいかと思う。

10 ページについて、自転車通行区間の整備対象路線をどのように選定したのか。

事務局： 幹線道路や鉄道駅、高校・大学等の学校、イオン等の大型商業施設などへの寄り

つき路線、さらにアンケート調査から把握した危険箇所を検討し、路線を選定して

いる。

会 長： 危険箇所を反映していることであればよいと思うが、心配なのは行政側の意図と

利用者の意向に乖離があると、せっかく整備したのに使ってもらえない。果たして

本当にそこに需要があるのか、整備しやすいところを選んでいないか、使われない

一番の理由がそこにある。一方で、整備可能な箇所でまずは整備していこうという

ことも大事な考えだと思うので、ここまでのプロセスをしっかり見えるようにした

方がよいのではないか。

委 員： 普段自転車で走っている者としては、どうしてもその路線が走りにくいと隣の道

を選んでしまう。例えば国道１号線を走るのであれば１本隣の川に沿った路線を走

るという考え方をする。よって、自転車に乗っている人が使いやすい道を選んでい

ただいた方がいいかなと思う。会長がおっしゃるように、整備しやすいところから

整備していくという考えもあるが、走りにくい道路は整備しても走らない。

会 長： 理想的には、道路も役割分担すべきだと思う。国道１号線のような路線は大型車



も多く走っているので、車で通行してもらう。その代わり、１本入った裏道では車

は少し遠慮して、歩行者、自転車が安全に通行できる空間にする。これから交通量

が減少していく時代になっていくので、道路の役割分担というのもあってもいいか

なと感じる。そのような視点で、どの路線に自転車通行空間を整備するべきか検討

をしてもらうとよい。

委 員： 国道１号線については、非常に交通量も多く、大型車が多いなかで車線幅も決め

られており、設計速度から分類された自転車専用通行帯はとても整備できない。そ

の中で矢羽根を引くという暫定形態になっているが、ネットワーク路線の中に入る

ということはよいとは思うが、国道１号線に矢羽根をすぐに整備しても、使ってい

ただけないのではと思う。

委 員： 西三河総合庁舎前の路線は線が引かれていないが、どのような選定の仕方をされ

たのかが気になる。

会 長： これはあくまで例として、次回以降にもう少し具体の線が出てくると考えておけ

ばよいか。

事務局： はい。

委 員： 県道や国道に多く線が引かれているが、脇道に路線を設定してもらうとよいと思

う。具体的には、イオンの前を通る路線を１本西側へいくと、消防署へ抜ける道が

ある。そこは片側交互通行で、40km の速度規制がかかっている。特に事故も多い

路線であり、中央線を抹消出来ればという考えもあるので、そこに自転車通行空間

を整備していただく。区間としては短いが、その路線を他のネットワークとつなぎ

合わせるというのも一つの手かなと考える。

委 員： 高校生で朝に急いでいる学生は信号がない路線を選んで走っており、どうしても

幹線道路に出なければならない箇所はそちらを走るという傾向がある。現実として

事故を減らす、あるいは学生の通行が多い部分を考えると、それぞれの家から出て

いくとまずは細い道を通ると思うので、そこを広く整備することには無理があると

は承知だが、そのような観点も理解していただけたらと思う。

会 長： 教育という意味では、自転車のモラルやルールは学校で何か取組みをされている

のか。

委 員： 全体的に、警察や自動車学校の方とかに来ていただき、交通安全指導を年に１回

以上行っている。そこで御指摘をいただくので、必ず子供たちに担任を通じて、こ

ういう状況があったので気をつけること。交通ルール上ではここはあなたたちが加

害者になってしまうということ等を伝えている。

会 長： 矢羽根等が整備された際には、色々な形で協力をお願いしたい。

委 員： ネットワークという名前である以上、まずはどこかのわかりやすい路線をネット

ワークが途切れることなく、一つ整備してしまうのが一番いいのかなと思う。そう

すれば市民にも PR 出来るのかなと感じる。また、先ほどの教育について、市の安

全安心課において、幼稚園から小学校、高校生、一般の方に対し、警察と協力して

交通安全教室を開いている。その中の一環として、街頭監視等では年間延べ３万人



以上の市民の方に協力していただいた活動も進めている。自転車の活用については、

やはりハード整備がされていないと PR がしにくい面があるため、ハード整備が進

んだ際にはソフト対策も行っていきたい。

委 員： 国道１号線について、その北に並行して路線が２本あり、真ん中の路線は一方通

行の路線である。これを活用すれば自転車が十分安全に走行できるのではないか。

また、もう１個北の路線の伝馬町線については、現在 QURUWA 戦略の幹線道路

として社会実験を行っている。真ん中の道も二十七曲がりにも位置づけられている

ので、観光に資する路線としてもよいかもしれない。

会 長： QURUWA 戦略で道の使い方を変えていくところがあり、一方通行道路の活用な

ど、その根本の連携が大事。他の施策との連携も考えていただきたい。

委 員： 特にまちなかエリアで新規に道路を整備することは非常に少ないので、現状の道

路空間を見直すと考えた際に、道路空間を広げるための立ち退き等は現実的ではな

く、車道を狭くするあるいは植樹帯を削るという選択肢になると思う。しかし、ま

ちなかの緑化と自転車通行帯の確保を同時にとなるとなかなか難しいと思う。将来

整備する際に、どのような整備の仕方がいいのかというのを、皆さんの御意見を聞

きながら参考にさせていただきたい。

会 長： そういう意味では新規道路も含めた将来的なネットワークも線が描ける、中長期

のネットワークは持つべきだなという気がする。

副会長： 整備形態のタイプＡは１つも該当しないということでよいか。また、あまり多く

はないと思うが、特に駅のほうでどの辺に駐輪場があるのか気になるので、それも

凡例として入れていただきたい。さらに、都市計画道路の整備済みの路線と未整備

の路線もわかるとよい。

事務局： 規制速度からガイドラインに沿って分類していくと整備形態Ａは１つも該当しな

い。駐輪場や都市計画道路については、資料に反映させていただく。

会 長： その他、御意見等ないようなので、いただいた御意見を参考に資料修正等を行っ

ていただければと思います。

⑵ 今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについて資料２により説明をした。

＜以下、各委員の意見等＞

会 長： 利用促進策はネットワーク計画に入らないと言われていたが、ネットワーク計画

と促進計画の整理はできているか。

事務局： 整理がしっかりできていなかったので、次回お示しさせていただきたい。

会 長： 皆さんの御意見を伺いながら計画を作り上げていくことはいいと思うので、しっ

かりと整理を行いながら進めていけばよい。

委 員： 提案として、第２回と第３回協議会の間に、委員の方と市民を交えてワークショ



ップを開かれてはどうか。机上では空想でしか物を言えないが、実際走ってみると

全然違うと思う。

会 長： 可能であれば、検討いただければと思う。その他、御意見等ないようですので、

いただいた意見を基に修正をお願いします。

８ その他

＜以下、各委員の意見等＞

委 員： 資料２の７ページで、各高校周りの危険箇所をピックアップされているので、こ

れらの危険要因を分析されて今後の整備に生かしていただけるといいかなと思う。

会 長： これを反映しているということではあったが、もう一度原因を踏まえて検討を進

めていってもらえればと思う。

委 員： 愛知県警としては、交差点での事故対策を施策としてやっている。その中でも、

中高生等の自転車通学での事故が多発するエリアについては対策をしている。具体

例としては、点滅信号の撤去、その後の一時停止化や、横断時に危険が生じる箇所

の対策等も実施しているので、この際に報告させていただく。

会 長： 警察ではしっかりと事故対策を行っていただいているということです。この危険

マップもぜひ活用していただければと思う。

９ 連絡事項

次回会議（令和元年度第２回）予定について連絡をした。

－ 会 議 終 了 －


