
令和元年度第一回岡崎市自転車ネットワーク検討協議会での意見
（１）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案の方針について

番号 発言者 ご指摘事項 応答 対応方針 備考

1 名城大学 松本教授 今回のネットワーク計画と推進計画の分けについて詳しく。
今回のネットワーク計画では、路線を定め、具体的な空間配分を検討し、基本

方針を定める。次の段階の推進計画では、ツーリズム、整備時期を定める。

自転車ネットワーク計画は、安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備すること

を目的に、自転車ネットワーク路線を選定し、その路線の整備形態等を示した計画。自転車

活用推進計画は、地域の実情に応じた自転車活用の推進に関する施策を定める計画。資料１

にネットワーク計画と推進計画の関係を整理した。

資料1

2 名城大学 松本教授 駐輪施設についてはどう考えているのか。 現在マップに反映できていないが、駐輪施設も含めた計画としたい。

市内17の鉄道駅のうち15の鉄道駅と、名鉄バス停留所2箇所（大樹寺・福岡町）において、

岡崎市および民間による駐輪場が整備・供用している。資料２の各種現況図や優先的計画策

定エリアの設定図及び整備形態別対象路線図に駐輪場を追記する。

資料２

P.2,5,10,12

3 大同大学 嶋田教授
アンケート調査は駅利用者と高校生を対象としており、偏りがある。9割が通勤通学という結果だが、買物など自由

目的も重視すべき。
アンケート結果が全てと考えず判断していく。

通勤・通学目的に限定せず、買物目的による移動にも配慮する。資料２に第5回PT調査にお

ける自由目的の分類別構成や分布特性を追加した。
資料２ P.3

4 名城大学 松本教授
通勤通学を重視するのか、国の方針のように観光・スポーツなど自由目的を重視するのか、市としての方針が大切に

なる。

市としては通勤通学を重視しようと考えていたが、ヒートマップには商業施設

にも集中がみられるため、再度検討する。

自由目的のうち買物目的については上記記載のとおり。観光・スポーツについては次年度以

降に検討・策定する自転車活用推進計画で対応する。
資料２ P.3

5 名城大学 松本教授 現状の需要だけでなく、将来の需要に対応するための検討も必要。
第5回PT調査によればH3以降自転車利用トリップ数は減少傾向にあるが、本計画や関連計画

等による自転車利用の促進を踏まえ、将来的な需要量に配慮した計画とする。
資料２ P.3

6 名城大学 松本教授 観光での利用については、現状どうなっているのか。
サイクルシェアは市外の観光客が多く利用しており、まちなかを中心に観光利

用していると考えられる。利用者を伸ばしていきたい。
第5回PT調査によれば観光目的での自転車利用は自由目的の1％未満に留まっている。 資料２ P.3

7 名城大学 松本教授 「周遊」を生むこと、矢作川の河川敷を活用、等を書いてもいいのではないか。
矢作川、乙川河川敷の道路空間の活用を図っていく。資料２P11の自転車ネットワーク路線

の選定において、既存の自転車歩行者道整備済路線の活用を位置づけた。
資料２ P.11

8 名城大学 松本教授
基本方針がわかりにくい。①～③の違いが不明確。基本方針でなく手順になっていないか。レベル感が違う方針が並

んでいると感じる。わかりやすく記載するように。

①は上位関連計画に基づいて、ネットワーク計画のあり方の優先性を定め、②

は地域においてどのような選定ができるか、③路線の中の整備の仕方、④ネッ

トワーク以外に付帯的な自転車利用を観光として検討という意図であった。わ

かりやすく修正する。

9
NPO法人市民・自転車

フォーラム 木村代表
課題③道路空間の安全性・快適性の確保について、再配分しても難しい路線が多いのではないか。 国のガイドラインに従って検討する。

10 名城大学 松本教授 自歩道整備済み路線の暫定形態は、自歩道と車道矢羽根を併用するのか。 両方利用で考えている。矢羽根は、自転車は車道走行の土壌をつくる為。

11 大同大学 嶋田教授
自転車専用帯として作れるところは作ればよい。自歩道と矢羽根と両方が浸透した段階で、自転車専用通行帯の規制

をかければ良い。

12 名城大学 松本教授 対象とするのはまちなかエリアだけなのか。中山間部はネットワークは入れないのか。

将来的には中山間部へのエリア拡大を考えているが、まずは中心部であるまち

なかを対象にしたいため、今回のネットワーク計画には盛り込まない予定であ

るが、周辺市町と一体となったツーリズム環境を作っていきたい。

主要な鉄道駅を中心に高校・大学・短大や大規模商業施設等が立地するまちなかエリアでの

自転車利用が多く見られることから、まちなかのエリアを優先的計画策定エリアとして設定

する。

中山間地域については、地域資源を活用した主にレクリエーション需要への対応を自転車活

用推進計画へ盛り込んでいく。
13 名城大学 松本教授 豊田市、安城市は既に計画策定済みだが、周辺市町との連携はどうするか。 今回のネットワーク計画には盛り込まず、次の推進計画で入れていく。 周辺市町の自転車NW計画に配慮する。

14 大同大学 嶋田教授
豊田市では自転車通行空間の利用率が低いので、実際の利用を考えて検討してほしい。交差点部を広く作ることが重

要。
自転車通行空間を整備する際には交差点部での安全確保に配慮する。

15
国交省中部地方整備局 可

児事業対策官

「基本方針③安全で快適な自転車ネットワークの整備」について、まずはネットワークを作ることが大切だが、現状

では矢羽根による対応になる。安全性確保の為には、自転車側だけでなく、自動車側への周知も大切。バス会社の協

力も必要になる。
16 名鉄バス 吉岡課⾧ バスドライバーにとって自転車は注意すべき存在。バス停では特に安全確認が必要。

17 名鉄東部交通 玉置部⾧ 現在運行範囲に自転車通行空間を整備している市町がないので、岡崎市で整備されればドライバーへの教育が必要。

18
愛知県タクシー協会 河口

支部⾧
ネットワークが広がれば自転車に対する意識が変わり、安全性向上につながるはず。

19
愛知県岡崎警察署 中井係

⾧
矢羽根はバス停との関係が難しい。バス乗降時の安全性を確保するためバス停部分を外してみるのはどうか。

20 名城大学 松本教授 海外の事例では、自動車は自転車から１ｍ離れる、という例があるが、日本では難しい。

21 大同大学 嶋田教授
名古屋市では無電柱化推進計画の整備と併せて自転車通行空間を整備する、というのを基本方針としている。方針①

はそれと同じ意味かと思う。

・優先的計画策定エリアの設定について
番号 発言者 発言内容 応答 対応方針 備考
22 大同大学 嶋田教授 P.2で交通量を丸で表しているが、線の太さや色で表現した方がわかりやすい。 自転車交通量図を路線・区間図に修正した。 資料２ P.2,5,10

23 名城大学 松本教授 買い物利用を入れたら少し切り口が変わるのではないか。

24 名城大学 松本教授
観光の視点が抜けている。QURUWA計画やシェアサイクルがあるので、それを観光とすれば良いかと思うが、記述

があることが大切。
シェアサイクルやQURUWAも含めた検討として追記する。

25
岡崎市総代会連絡協議会

神尾会⾧
観光も大切だが、通学利用の生徒の安全性が大切。整備はまず学校周辺から始めていってはどうか。 鉄道駅と高校・大学を結ぶ路線を内包したエリアを優先的計画策定エリアとしている。 資料２ P.10

26
岡崎市総代会連絡協議会

神尾会⾧
法的な教育やPRも重要な要素となる。 自転車の利用ルールの周知・徹底を図る。

27 名城大学 松本教授 書きぶりの修正は必要だが、エリアとしては問題ない。 −

自転車歩行者道と矢羽根を併用しつつ、市民に自転車通行空間の知識が浸透した段階で、自

転車専用通行帯の規制をかけていく。

買物やまちなかの観光については、関連計画との整合を踏まえつつ、自転車ネットワークを

形成する上での視点に追加する。

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（以下、ガイドラインとする。）に基づき、

利用ルールの徹底やハード整備にソフト施策を組み合わせた総合的な取り組みを実施してい

く。

資料２ P.9



・ネットワーク路線候補について
番号 発言者 発言内容 会議での市の回答 対応方針 備考

28 大同大学 嶋田教授
タイプAは一つもないということで良いのか。駐輪場を地図に落としてほしい。都市計画道路の整備・未整備も表記

するように。
各種図面に駐輪場箇所や都市計画道路の整備状況を追記した。 資料２

29 名城大学 松本教授
整備済みの自転車歩行者道はネットワークを補完する路線とはどういう意味か。わかりにくいので、補足を入れるこ

と。
次回への課題として対応する。

30 大同大学 嶋田教授
⇒自転車ネットワークに組み込む整備形態はA・B・Cの３つのみ。既に整備済みの自転車歩行者道は、ネットワーク

に入れられず、それを補完する路線とする、という意味になる。

31 大同大学 嶋田教授
乙川沿いの整備された道は現状のままが良いのでは。ネットワークに入れず、サイクリングロードとして、一宮市の

サイクリングロードのように別扱いにすれば良いのでは。
今後検討が必要と考えていた路線であり、ご意見をいただきたい。

32 名城大学 松本教授
対象区間をどう選んだのか。実際の需要とマッチしていないと利用されないので注意が必要。区間選定のプロセスに

ついての説明を追記すると良い。

幹線道路、鉄道駅、高校大学等の学校、商業施設、アンケートによる危険箇所

を考慮して選定した。

33
NPO法人市民・自転車

フォーラム 木村代表
普段自転車に乗る人が使いやすい道を選んでもらえれば利用する。

34 名城大学 松本教授 大通りは車優先、脇道は歩行者・自転車優先、のような、道路の役割分担の仕組みがあっても良い。

35
国交省中部地方整備局 可

児事業対策官
国道１号は交通量が多く、自転車走行空間の整備はすぐには難しいのでは。

36
愛知県 西三河建設事務所

諸戸課⾧
西三河総合庁舎前は線が引かれていないが、どういう基準で引いてるのか。

37 名城大学 松本教授 今回の選定路線はサンプルとして考え、次回以降で詳細な検討を示してほしい。 次回は路線の詳細な検討をお示しする。

38
愛知県岡崎警察署 中井係

⾧

国県道が多いが、脇道にも路線設定をしてほしい。例えば、イオンモール前の現在選定路線の西側の消防署へ抜ける

道。片側交互通行40キロ指定で事故が多い路線なので、中央線を抹消し、自転車道として設定し、他とつなぐと良い

のではないか。

39
愛知県立高等学校校⾧会

三矢校⾧
高校生は信号がない道を走る。細い道にも目を向けてほしい。

40 名城大学 松本教授 ⇒教育として何かしているのか。

41
愛知県立高等学校校⾧会

三矢校⾧
⇒年に1回は警察や自動車学校に交通ルール指導に来てもらっている。個別指導も行っている。

42
岡崎市 安全安心課 牧野

課⾧
ネットワークという名前である以上、一本途切れない路線を作るのが市民へのPRにも良いのではないか。

43
岡崎市 安全安心課 牧野

課⾧

幼稚園～一般の方まで、警察と協力して安全教室を開いている。自転車についても、ハード整備が進めば、ソフト面

での支援がしやすい。

44
岡崎市 道路維持課 畔栁

課⾧

国道１号は交通量が多く、自転車走行空間の整備は難しいが、並行して走る2路線をうまく活用すればよい。27曲が

りやQURUWAとも連携できる。

45
岡崎市 道路建設課 倉橋

課⾧

新規で道路をつくることは今後少ないため、現状の道路の整備の際に再配分が必要になるが、車線を減らしたり、植

樹帯を削除するなどは難しい。皆さんの意見を聞きながら検討していきたい。市道と国県道の交差部分では、道管理

者同士の協力も必要。

（２）今後のスケジュールについて
番号 発言者 発言内容 応答 対応方針 備考
46 名城大学 松本教授 利用促進策は今回のネットワーク計画には入らないのか。 次回整理して示していきたい。 自転車ネットワーク計画においても各種利用促進施策を位置づけ、展開していく。

47
NPO法人市民・自転車

フォーラム 木村代表

提案として、第二回と第三回の間に委員と市民も交えて、ワークショップを開催してはどうか。実際に自転車で走っ

てみると机上ではわからないことがたくさんある。

ワークショップの開催は引き続き検討事項とするが、関係者との意見交換や必要に応じて現

地調査を実施する。

４．その他
番号 発言者 発言内容 応答 対応方針 備考

48
愛知県 西三河建設事務所

諸戸課⾧
高校生アンケートの結果の危険箇所について、要因分析をして今後の整備に活かすと良いのではないか。

49
愛知県岡崎警察署 中井係

⾧
愛知県警としては、交差点での事故対策を実施している。

関係者と連携し、ガイドラインに記載される利用ルールの周知・徹底及び各種取り組みを展

開する。

関連計画との整合性に留意しつつ、具体な整備に向けては地域資源の活用や道路管理者との

協議・調整を進める。

道路危険個所の要因分析や事故対策への活用を検討する。

自転車ネットワーク路線候補の整備形態選定フローにおいて、タイプA,B,Cとは別に、既に

青ラインや白線によって視覚的に歩行者と自転車が分離された、自転車歩行者道として整備

済みの路線及び特別景観配慮路線等としてタイプDとする。

ガイドラインに記載される自転車ネットワーク路線の選定の考え方を踏まえ、区間選定の説

明を追記するとともに、自転車ネットワーク路線として位置づけた路線は、路線カルテを作

成し、完成形態と暫定形態の道路横断面構成を示している。

資料２ p.11

資料２ P.12

資料３
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