
令和元年度第２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 2 年 1 月 29 日（水）10 時 00 分～12 時 00 分

２ 開催場所

岡崎市役所東庁舎２階第会議室

３ 出席委員及び欠席委員の氏名

⑴ 出席委員（15 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）

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）

吉岡 実 委員 （名鉄バス株式会社 運輸部 運行課 課長）

※萩木塲 護 事務リーダー 代理出席

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（２名） 

寺澤 秀樹 委員 （愛知環状鉄道株式会社 運輸部 管理課 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）



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

なし

６ 会長挨拶

（ 内容省略 ）

７ 議題

⑴ 自転車ネットワーク計画と自転車活用推進計画について 

自転車ネットワーク計画と自転車活用推進計画について、資料１により説明をした。

＜以下、各委員の意見等＞

会 長： 前回は計画のすみ分けが曖昧であり、事務局で再度整理をしていただいた。これ

から策定するのはハードの整備計画が中心になっていくため、その整備箇所をど

のようにして決めていくかという手順を含めてご検討いただく。そして、ハード整

備を前提として、自転車利用をどのように推進するかを翌年度以降、自転車活用推

進計画で定めていくことになる。

副会長： 現在愛知県が自転車活用推進計画の策定を進めているが、県計画との関係はどの

ように考えているのか。

事務局： 県計画は市町村の計画を吸い上げる形を取るため、翌年度以降、岡崎市で自転車

活用推進計画を策定した後、県へ報告することとする。

⑵ 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２により説明をした。

＜以下、各委員の意見等＞

委 員： 資料２の 12 ページ「７．優先整備地区の設定案」について、岩津地区でも岩津

高等学校や岩津中学校周辺は重要な拠点であると思われるが、整備地区に指定さ

れていないのはなぜか。



事務局： 優先整備地区の指定にあたっては、自転車交通量や交通事故が多い箇所、市内各

学校へのヒアリング等を踏まえて選定している。市としては、市域全域を対象に、

段階的に整備を進めていくことを考えているが、まずは市中心部を優先的に整備

し、その後、岩津高等学校等を含む北側のエリアについても随時ネットワーク路線

に入れていくことを考えている。

委 員： 岩津地区北部は、今後工業団地の開発やスマートインターチェンジの設置など重

要な拠点となってくるため、先を見据えて考えていく必要があるのではないか。

事務局： 今回はこのエリアを優先的に検討しているが、将来的には市全域に広げていくこ

とを計画しているため、立地適正化計画や関連する計画が変更される中で、優先整

備地区も広げていくことを考えている。

委 員： 北部は人口も多い地区であるため、大変重要である。再度検討し、北部を入れて

いただきたい。次期計画での変更では賛成しかねる。

事務局： 美合駅付近の岡崎東高校は多くの学生が自転車で通学しており、市としては市全

域で計画を立てるべきであると考えてはいるが、交通量などの他の指標を設定し

た上で選定した結果、岩津高校や岡崎東高校が選定されなかった。段階的に広げて

いこうとする中では、交通量の多い路線から選定するという考え方に基づいて優

先エリアを設定している。ただし、必ずしもこのエリアでなければならないもので

はないため、この場でご議論いただければ見直しも必要であると考えている。

会 長： 委員は岩津地区の話をされているが、美合地区を含めなくてもよいのかという意

見も出てくる。自転車ネットワーク計画の計画目標年度は何年か。

事務局： 概ね 10 年である。

会 長： 10 年の中で市の財政力、あるいはここに投ずることが可能な予算を考えた時に、

それ程広くできないのであれば、まずは中心から優先的に整備していくというこ

とで納得できる。あるいは市として、まずは各拠点から広げてくということであれ

ば、美合や岩津も含めてもよいと思う。その点を踏まえて説明いただくとよい。

委 員： せめて、岩津高校までは整備計画に入れてほしい。

委 員： 高等学校への寄り付きを考慮いただき感謝している。先ほどから指摘があるよう

に、岩津地区は大変道が狭く、その割に自転車で通行する生徒も多いため、市民か

らの理解は非常に得やすいのではないか。計画の段階で範囲が狭いと、予算を取っ

ていくにも、それに相当した予算しか取れないと思もわれるため、計画段階ではも

う少し広めに範囲を設定しておいた方がよいのではないか。

会 長： 前回も、市民の方々からは、子どもたちの安全のための自転車道整備をというご

意見もあった。そういう意味では、北の岩津高校、東の岡崎東高校等々も含めては



どうか。そして、計画段階では範囲を広くしておいた方がよいと思われるが、どう

か。

事務局： 岩津高校と岡崎東高校も含めたエリアを検討したい。

会 長： では、北側と東側の範囲を少し広げる検討をお願いしたい。一方、絵に描いた餅

で終わってはいけないため、そこに事業がぶら下がってほしい。そういうこと含め

て精査いただき、最終的なエリアの設定は事務局に一任したいと思うが、よろしい

か。

委 員： 子ども達への配慮は重要な位置付けに思うため、検討していただきたい。

会 長： 議論で言えば、東高校も含め当然入れるべきである。問題は、この計画を策定し

て実施できるかどうかであるが、実務部隊の方からご意見いただきたい。

委 員： まずは範囲を広げて、広域にネットワークつくるべきだという意見も理解できる

が、実務レベルで考えると、予算がないことにはやっていけないため、より現実的

な箇所から進めて、今後大きく、そこを核にして周りへと広げていくという方向性

の方がやりやすい。

会 長： 計画には入れないが、問題意識を明確にしておいた方が今後整備が進むのではな

いか。特に、今回の計画はアクションプラン的があるため、現実に即した方がよい

と思う。

副会長： 計画策定エリアと、ネットワーク路線は違うと思う。エリアは大きく取っておい

て、その中で整備する路線を限定する、あるいは、優先的整備していく。ちょっと

離れた 1路線でもよい。一つ核となる整備をするという考え方もある。

会 長： 今の提案のとおり、エリアとしては広げながら、実務的に検討いただき、できそ

うな路線を引いてもらう形でどうか。すなわち、10 ページの優先的計画策定エリ

アに関しては岩津高校、岡崎東高校も含めたエリアを設定する。一方で、絵に描い

た餅で終わらないよう、実務的に実現できそうな路線について、線を引いてもらう。

このような形で進めさせてもらいたい。

委 員： 資料２の 11 ページ「８．自転車ネットワークの路線候補の選定フロー」と右図

であるが、右図に岡崎市独自のタイプ D を追記した方が分かりやすい。12 ページ

でも、右の凡例の中に整備形態タイプ D と書かれているが、突然出てきて分かり

づらい。また、13 ページの図で、危険箇所を“×”で示されているが、これはア

ンケートで判明した結果であるのか。

会 長： ２点回答をお願いしたい。

事務局： 11 ページ右図にタイプ D の凡例を追加する。13 ページの“×”の危険箇所は、

駅利用者にアンケートを取り、把握したものである。



会 長： アンケート結果から把握したとわかるようにするとよい。また、11 ページの右

図の整備イメージにタイプ D を追加していただきたい。先ほどの説明では、タイ

プ D は現道のままということであるため、その記載も入れてはどうか。例えば、

「現道の整備状況のままでネットワーク路線と一体的な活用を図るものとする」

といったことを加えてもらうとよい。

委 員： 12 ページの図の中に駐輪場の丸で示されているが、大樹寺バス停の駐輪場のこ

とと思われるが、恐らく環状線より北側になると思われるため、再度位置を確認し

てほしい。また、14 ページの高校の地図にも大樹寺の駐輪場が載っているが、西

高校、岡崎学園高校、北高校も同じ位置に丸が付いている。

事務局： 大樹寺バス停の駐輪場の位置を示したつもりであったため、全て修正させていた

だく。

委 員： ９ページで上位計画等の表は一覧表でよく分かるようになったが、例えば、道路

法や道路構造令との整合性は図られているのか。A、B、Cそれぞれの整備形態につ

いて、全体の距離等が分かるとよい。

事務局： まず、全体の距離に関しては、候補路線が決まり次第合計値を示す。次に、構造

令等との整合関して、次の議題３で説明させていただく。

会 長： 道路構造令に沿わない形の整備はないと思うため、道路構造令等を踏まえている

というのをどこかに書いておくとよい。

副会長： 道路構造令について、11 ページにフローがあるが、Bの自転車専用通行帯は、道

路交通法の言い方であり、道路構造令での言い方では自転車通行帯になる。ただし、

ガイドラインが自転車通行帯になる前につくられているため、道路交通法の言い

方で自転車専用通行帯になっているが、国の見解をお聞きしたい。

委 員： 意見のとおり道路構造令の改訂より、ガイドラインが先に出ている。

副会長： しばらく曖昧のままでやらざるを得ないということか。

委 員： 自転車通行帯として整備し、規制を掛けたら自転車専用通行帯になるが、規制を

掛けない場合が稀にあり、それに困っている。ちなみに、豊田市のネットワーク計

画では、このフローに従い、自転車専用通行帯で計画したが、出来上がったものに

規制が掛かってないため、ただの自転車通行帯という形になっている。

委 員： 規制を掛けると掛けないとでどういう問題があるのか。

委 員： 規制が掛かっている場合はそこを通らないといけなくなる。

委 員： 自転車しか通ってはいけないということか。

委 員： 規制に関しては、通常、道路構造がしっかりできているものの上に交通規制を掛

けていく。公安委員会の意思決定があって自転車専用通行帯ができるため、何もな



い所に最初から公安委員会の規制ができるのではない。基本的には、歩道は歩行者

の歩く所になっている。ただし、幹線道路のような交通量が多い所は、自転車を全

て車道に回してしまうと事故が多発してしまうため、そういう所には「自転車専用

通行可」という標識が立っており、自転車は歩道を通ることが可能である。あくま

で指示するのではなく可能という形で標識が設置してある。

会 長： まずは自転車通行帯を整備し、その後、いろんな状況を鑑みながら規制を掛ける

かどうかということになる。あとは、どちらを目指すかっていうのはそれぞれのレ

ベル感で違うのかもしれないが、前提としてハード整備はあるということである。

整備延長については最終的に整理いただきたい。

委 員： タイプ D について、取りあえず矢作川と乙川の所は、自歩道で視覚分離されてい

るわけだが、国道 1 号とか国道 248 号の広い歩道にも、視覚分離されている所が

あるが、自転車を歩道に上げるのか、どのように検討をされるのか。それによって

予算の配分も変わってくるのではないか。

事務局： 国道 248 号については視覚分離されているとは思うが、国道 1 号に関しては視

覚分離されてない。国道 248 号については、ラインなどで視覚分離されておるもの

である。

委 員： 乙川沿いと同じような位置付けにするというような方針か。

事務局： タイプ Dとしては同じような位置付けにしたいと考えている。

委 員： タイプ Dはどのくらい距離があるのか。

事務局： 距離はまだ測っていない。

会 長： 9ページの「自転車ネットワーク構築に向けた視点」について、特に視点⑥はよ

いと思う。これは自転車だけではなく、車から転換を目指そうということで、場合

によってはバスや鉄道との結節ということでもよいと思うが、そうすると、視点⑥

の括弧の中で「車から自転車への転換を目指したネットワークが必要」と書かれて

いるが、これはネットワークではなく、「交通システム」でよいのではないか。そ

れを受け、基本方針⑤は、「環境に優しいネットワークの整備」なっているが、視

点⑥の変更を踏まえ、「人が主役となる」がよいのではないか。例えば、基本方針

⑤を「人が主役となる交通システムを支えるネットワークの環境整備」という形で

修正をお願いしたい。

委 員： 12 ページの図「整備形態別対象路線図」の６番と 67 番について、この通りは堤

防の法面の下を自転車が走るイメージなのか、河川の管理道路なのか。

事務局： 12 ページと 13 ページを併せて見ていただくと、67 番という形で、黄色の線で示

された方が川の中の道である。現地に行くと、サイクリングロードという看板が出



ており、一部舗装されてないような所もあるが、自転車で通っても支障がない程度

の道になっている。6 番の緑色の線は、具体的には岡崎城西高校への寄り付きを考

えている。岡崎城西高校にもヒアリングし、実際に高校生がどこを通っているか調

査した。朝の通学時間は、堤防の上の所を通り、城西高校自体も堤防沿いに 2階建

ての駐輪場を建てており、堤防道路からの乗り入れをメインに考えているため、実

情に合わせて堤防の上の道路を緑色の線で示した。

委 員： 14 ページの図の各学校の地図の中で、先ほどヒアリングを行ったとのことであ

るが、各学校へそういったヒアリングをする予定はないのか。

事務局： 昨年度、市内全高校を対象にヒアリングを行った。今後については、今のところ

はヒアリングの予定はない。

会 長： ヒアリングに基づいてこの路線も決めているということである。

委 員： 資料２の 11、タイプ C について、車道に自転車が走るということになっている。

資料２の 12 ページでネットワークの路線候補ということで図面があり、暫定整備

として国道 1 号はタイプ C になっているが、車道に自転車を走らせることは実際

に難しいのではないか。警察と話をしているが、市役所の前でも車道通行は難しい

と思う。

会 長： 前回も幹線道路は怖くて走れないというご意見もあったと思うが。

事務局： 国道 1 号については、タイプ C という選択にかなり苦慮し、国とも相談を行っ

た。国道 1 号の車道を通るのは危険であると重々承知しているが、国道 1 号の特

に市役所の周りでは電線共同溝の計画が進んでおり、そちらの計画が進んでいく

とするならば、それと協働してやっていければと考えているが、暫定形態をとばし

て、一気にタイプ B の完成形態で整備するなど、その他の事業と歩調を合わせな

がら、柔軟に対応していきたい。

会 長： 国道 1 号は指定しないといけないのか。その意味は、タイプ B にするのはよい

が、その前の暫定形が必要かということである。

事務局： その代わりではないが、国道 1 号が指定されている 1 本北側の伝馬通との間に

今回新たにラインを追加した。整備をする順序としては、そちらを先に整備し、ま

ずはそちらの方へ安全に通っていただき、その後国道 1 号をタイプ B での整備を

考えている。個別に国の道路管理者とも協議をしたが、ひとまず暫定形として入れ

ておいた方がよいのではないかという意見もあり、今回は入れさせていただいて

いる。

会 長： 国道 1号は大型車が多い中で、暫定形が実現するとかなり怖い。空間ができた上

で供用ということが可能であればよいと思うが、そこは今一度協議いただきたい。



もうひとつ重要なのは、隣接自治体も国道 1 号をどのように位置付けにしている

か。それも踏まえて、県とも調整が必要かもしれない。

委 員： 歩道も歩行者が多いので危険であるが、もっと危険なのは車道である。私たちが

車で乗っていても、反対に自転車が怖いと思う。車道は色だけでなく、何かできる

とよい。

会 長： 特に、大型車が走っているような所は怖い。

事務局： 今回選定案を示しているが、最終的には来年度の５月にパブコメを経て最終案を

皆さまに承認をいただきたい。

会 長： そういう意味ではまだ時間があるため、それぞれ部署に持ち帰り、ご検討・ご確

認をいただき、何かあれば事務局にお伝えいただきたい。

⑶ 自転車ネットワーク路線整備形態カルテ案について 

自転車ネットワーク路線整備形態カルテ案について、資料３により説明をした。

＜以下、各委員の意見等＞

副会長： 例えば資料３の 1 ページで、左側の図の断面 A´の整備イメージは非常に費用と

時間がかかるため、とりあえずは現況に対して、暫定の整備をするということであ

る。暫定整備を見ると、一番左側の第 1 車線の中に矢羽根を引いていくという形

なっているが、他の都市の事例からも、あまり利用されないことが明らかになって

いる。交通量にもよるが、本当に通らせようと思ったら 4 車線を 2 車線にしない

といけない。せっかく整備したものが無駄になる可能性もある。

会 長： 暫定の矢羽根での事故の発生はないのか。

事務局： 事故の発生等は特に把握していないが、まずは自転車は車道を通るものであると

いう土壌をつくることが一番大事であると思う。行政としては、まずは意思表示を

することが重要と考えている。

会 長： 安全性が万が一損なわれるとなると、意思表示よりは安全確保の方が優先される

べきではないか。お子さんを乗せた３人乗りのママチャリも車道を走らせるのか。

事務局： 今考えているのは、最初の段階ではお年寄りやお子さん連れの方は自歩道を通っ

ていただければと考えている。

副会長： 道交法上は、客観的に見て車道を走ることが危険であれば歩道を走ってよく、通

行可の規制が掛かっていなくても歩道を走ってよい。道交法上でも曖昧なところ

がある。しかし、車道を走るのであれば、ヘルメットをかぶってほしい。スポーツ

タイプのスピードの速い自転車は、ヘルメットをかぶって車道を走っていただき、



お母さん方や子ども、高齢者は、ゆっくりと歩道を走ってもらうといった二段構え

がよいのではないか。車道を走るように導くのはいいが、それに伴ってヘルメット

をかぶるなどの安全対策や自転車保険の加入の周知も同時にやっていかないとい

けない。

委 員： 車から見ても車道を走っている自転車は非常に危ないと感じている方もいる。単

純に一つの施策じゃなく、複合的にやっていかないと車道へ誘導するのは難しい

のではないか。

委 員： 植樹帯を自転車が通行する部分にすることはできないのか。市内でも植樹帯が無

くなってきている所がある。それも今後検討してくべきであると思う。

事務局： 道路管理者と交通管理者と、どういった形が本当によいのかを協議したい。

委 員： 自転車と一括りして考えるのが間違いであり、明らかにママチャリとスポーツタ

イプは別の乗り物である。それを踏まえた上で、ママチャリが歩道を走るのは賛成

である。国からの指導で、自転車は車道だから車道を走りなさいというような指導

があるわけだが、それを徐々にやってかなければならない。植樹帯については、私

は車道を走るが、木影があると夏は過ごしやすく、植樹帯は結構重要だと思ってい

る。私は自分の身を守るためにヘルメットはかぶるが、ヘルメットを持っていない

ママチャリに乗っているような方は、今のところは歩道を走ればよい。ただ、子ど

もはヘルメットをかぶせなければいけない。そういった啓蒙を行っていくにつれ

て、車の運転する方も、現状の暫定整備でも、自転車に気を遣っていくようになる

のではないか。時間かかると思うが、順序だってやっていかなければ、物事は進ま

ない。国道 1 号の北側に新しく候補路線を追加したという話が事務局からあった

が、これが一番ベターな方法であると思う。自転車乗っている人は、わざわざ危険

な道を走らない。

会 長： 国のガイドラインに沿った計画を策定しないといけないし、それに沿った矢羽根

の設置等も進めないといけないというのがある。一方で、安全を第一に考えなけれ

ばならないため、そこを踏まえながらどうやってやってくのか検討いただきたい。

カルテについて、路線延長は分かるのか。その他、その路線がいくつ交差点を横切

るのか、バス停があるのかどうかとかなどの情報もあった方がよいのではないか。

事務局： バス停や交差点の箇所は重要な情報であるため、対応できる範囲で対応したい。

会 長： バスはどれぐらい本数が走っているのかも重要になってくる。前回もあった、バ

ス停は避けた方がいいのではないかという話もあったため、情報の追加もお願い

したい。



委 員： 資料３の４ページについて、国道 1号は、環境面で植樹帯が必要であり、さらに

は電線共同溝の事業との調整もあるため、なかなかこのような簡単な整備イメー

ジにはならないかもしれない。

会 長： あくまでもイメージであるため、こうなるとは限らない。植樹帯も残る可能性も

ある。

委 員： バス停の部分の安全対策だけしっかりお願いしたい。バス停で乗降中という表示

も出して止まっているのにも関わらず、平気で突っ込んでくる自転車もいる。安全

対策をしっかり考えておかないと、何らかの事故が起きる。また、自転車は車道と

歩道を行き来することがあるが、後ろを見ずに車道に飛び出してくることがある。

委 員： ハード面とソフト面があると思う。一番は教育のことだと思うが、それを子ども

の段階から自転車は車道の左側を走って、例えば、バスが止まっているときは止ま

るといった啓蒙をしていかなければいけないと思う。コペンハーゲンでは、バス止

まっていると絶対抜かないような法律になっている。

会 長： バス停周辺の安全対策は前回も意見があったが、実際に設計していく段階ではな

るべく工夫が必要である。安全対策に関しては、今後策定する推進計画の方で盛り

込まれてくことになると思うが、しっかりと位置付けたい。

委 員： 資料３の１ページであるが、日名橋に向かっていく方向の第１車線を走っていく

と欄干にぶつかってしまう道路構造になっている。交差点付近で左折のみになっ

ているが、日名橋を渡ろうとする人たちはみんな第２車線を走る。いっそ東行きは

２車線、西行きについては１車線のみにして、第１車線を全部自転車通行帯にして

東西の自転車を行き来してもらうのはどうか。私は A タイプが一番いいと思って

いるが、ボラードなり杭をしっかり打って、自転車の人も乱横断できないようにし、

車からはしっかり守れるというのがよいのではないかと思う。両側に自転車通行

帯を設けなければならないと思うが、道路の南側だけを整備するっていうのも一

つ考えていただくとよい。

会 長： 区間ごとに特性があるため、路線ごとで検討いただくとよい。

副会長： 色々調査をして分かってきたが、例えば、資料 3の 1ページのように、整備イメ

ージの第1車線を見ても車線が2,750、自転車専用通行帯が1,500で合わせて4,250

であるが、これが最低でも 4,500、5,000 ぐらい欲しい。資料 3 の 5ページの、こ

れは、車道 3,500 の自転車専用通行帯が 1,500 で合わせて 5,000 であり、これく

らいあると使ってもらえるため、それを参考にしてはどうか。

会 長： 資料３の５ページの写真では、歩道との境界の所がコンクリート舗装になってい

るが、一番端までアスファルトだともっと走行空間が増えるが、これは難しいのか。



委 員： 一般的には路面排水を取るものが必要である。従来の道路ではコンクリート舗装

であるが、今では縦型にスリットを入れて水を取るものが使われている。過去にそ

れが中央にあると、ロードタイプのバイクであるとタイヤが細いため、溝にはまっ

て補償問題があったと聞いている。また、先ほど植樹を無くしてはどうかという意

見があったが、徐々にバリアフリーとして歩行者を安全に通すために段差をなく

す整備をしている。植樹帯については様々な意見があるが、今回の自転車道につい

ては、まずは、自転車は車両であるというルールの徹底と、走りやすい環境をつく

ることが目的であるため、理想ばかり追い求めても進まないため、短期集中でやれ

る手法を見つけていくのが一番よい。

委 員： 植樹帯は管理面だけではなく、防災面でも懸念がある。

会 長： 道路管理という面で、住民の方々と意見交換しながら進めていただきたい。自転

車ネットワークを作成するにあたっても植樹帯の在り方はどこかで考えないとい

けない。実務の面からも確認いただきながら、実現できるような形のものをつくり

上げてもらいたいため、今一度確認いただき、気が付いた点があれば事務局までお

寄せいただければと思う。

８ 連絡事項

次回会議（令和元年度第３回）予定について連絡をした。

― 会議終了 ―


