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１． 自転車利用のあり方検討会議の流れ
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１−１ 検討の流れ
自転車利用のあり方検討会議

検討部会

第１回 都心検討部会 平成21年９月２日（水）
第２回 都心検討部会 平成21年10月7日（水）

理想像

ケース・スタディ

第５・
６回

第７回 まとめ

第１回〜第４回

自転車をとりまく現状
関連計画

施策の方向性

検 証

自転車利用環境のあり方

Ｐ.２
Ｐ.３〜５
Ｐ.６〜８

○あり方検討会議で得られた「施策の方向
性」について、具体的なケースに当てはめ
た検証を行う。
○検討部会で得られた知見をあり方検討会議
にフィードバックし、提言書作成に反映

Ｐ.１１〜１６
提言書
計画の素案の策定

札幌市の総合的な交通計画

パブリックコメント

計画策定・アクションプログラム策定・事業化

平成22年度〜

１−２ 検討部会について
都心部に課題が集中

具体的な路線・地区を当てはめたケース・スタディを行い詳細に議論する場

・歩行者の安全確保や駐輪問題、自転車の走
行空間確保の課題は都心部に集中

・検討会議では、自転車利用の理想像・施策の方向性・施策の例についての議論を行うが、具
体論の検討は行わない。
・しかしながら、ルールマナー・走行環境・駐輪環境の具体的な取組み内容についての議論を
深めることにより、より実効性の高い計画の策定ができるものと考えられる。
・従って、ルールマナー・走行環境・駐輪環境の課題が集中している「都心」をモデルケース
とし、具体論のケーススタディを行うための検討部会を設ける。

・都心部での課題は道路構造やネットワーク
など技術的に高度な検討を要する案件も
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２． 札幌市のまちづくりと自転車の位置づけ

自転車をとりまく現状・関連計画

自転車の魅力

健康

・個人の移動手段としての自由度が高い
・個人の移動手段としての自由度が高い
・徒歩ではカバーできない行動半径を担う
・目的地直近までの移動に優れる
・公共交通ではカバーできない移動を補完
・移動の楽しさや快適さを感じることができる
・そして、楽しく健康的で環境にやさしい
・そして、環境にやさしく、健康によい

環境

■「これからの自転車配慮型道路における道路空間の再構築に向けて」
自由度
自由度

歩き

〜 新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会 最終レポート 〜 （2007年国土交通省・警察庁 ）

自転車
公共
公共
交通
交通
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クルマ
クルマ

移動距離

◆道路空間の再構築に向けた基本事項

◆自転車を考慮した５つの取り組み

•人優先
•バランス（歩行者、自転車、自動車）
•パートナーシップ

•走行空間の原則分離の推進
•駐輪対策の着実な実施
•ルールの周知徹底、マナー向上
•戦略的整備の速やかな展開
•ネットワーク計画や目標を持った整備の促進

歩きに対し「移動距離」を、クルマに対し「環境」を、公共交通に対し「自由度」を高めてくれる
歩きに対し「移動距離」を、クルマに対し「環境」を、公共交通に対し「自由」を与えてくれる

■第４次札幌市長期総合計画（2000年〜2020年）
札幌市の関連する既定計画

◆都市機能配置

◆ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽのﾈｯﾄﾜｰｸの形成

◆交通体系の整備の目標

◆都心の整備目標

「環境低負荷型都市への移行」
→ 都心周辺部、地下鉄沿線などに
おける居住の誘導

「実体的な連結」
→ 徒歩や自転車による快適な移動
のための線状のオープンスペースで相
互に連結

「公共交通機関を軸とした交通体系の確立」
「適切な自動車交通の実現
→ 環境への負荷の低減や安全で快適な歩
行者空間の確保を図るため必要な道路の整
備、自動車交通総量の低減、流れの分散化

「環境共生と都市個性の伸長」
→ 歩行者重視の都市基盤施設整備などに
よる環境低負荷で人にやさしい交通の実現を
図る

■札幌市都市計画マスタープラン（2004年）
◆地域特性に応じた交通体系構築

◆都心の再生・再構築

・人と環境を重視した都心交通の創出
に向けた取り組みを進める。
・拠点等へアクセス性向上、ターミナ
ル機能強化、歩行者・自転車等の移動
性向上を図る

・交通環境の適正化と公共空間の活
用、再生 〜公共交通を軸とした交
通システムの充実、適正な自動車利
用による交通課題解消、道路空間再
配分による交通環境の創出など

■札幌市環境基本計画（1998〜2017年）
◆環境保全・創造のための都市づくり

◆エネルギーを有効に利用する
都市の実現

「環境低負荷型の交通網をもつ都市の実現」
→ 自動車利用の適正化、自動車に頼らなく
ても暮らしやすい生活圏の形成、公共交通機
関の利便性向上、都心部における交通対策の
推進、人と自転車の共存に向けた取り組みの
促進など

「コンパクトな都市構造の形成」
→ コンパクトな都市構造の形成、エ
ネルギー利用効率の向上、冬のエネ
ルギー対策の推進など

自転車とまちとの理想的な関係
まちづくりと自転車の位置づけ
¾ 歩行者や自転車のための安全で快適な移動空間を確保
¾ 公共交通を軸としたコンパクトで環境負荷を低減したまちづくりとの連携

目

標

¾ 「歩行者の安全確保」と「都心や駅周辺の賑わいと魅力を高める」ために、
適切な自転車利用環境の創出を目指す
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３． 意見・法令・データなどから導かれる施策の方向性

３−１

まもる

〜 ルール・マナー 〜

理想像・施策の方向性
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■法律・条例・ルール（自転車関連）
・道路交通法（平成20年6月改正）
・自転車利用安全五則（平成19年7月10日交通対策本部決定）
・札幌市自転車等の放置の防止に関する条例（平成7年10月策定）
・札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例（平成13年10月策定） など

※①〜④：自転車利用のあり方検討会議でのご意見（第１回〜４回）
○：Ｈ14.4〜Ｈ20.11までに市民から寄せられた意見・要望

検討会議における意見

関連する法令・条例等（一部抜粋）

ルール・マナーの方向性

【はしる】

基本的な考え方

◆基本的なルールについて
○自転車の走行ルールを知らない人が多い
③無灯火、信号無視、逆走、携帯電話やイヤホンを使用しながら走行す
る自転車がいる
○反射板をつけさせるようにしてほしい

・道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機
の表示する信号又は警察官等の手信号等に従
わなければならない。
（道路交通法 第七条）

◆走行速度について
①、④歩道を猛スピードで走行する自転車が多い（学生に多い）
④自転車が自動車と同等の扱いがされていない。利用者が責任を持って
運転していない

・道路標識等により、歩道が通行できる場合、
歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなけ
ればならない。
（道路交通法 第六十三条の四）

◆走行位置について
○走行場所(車道か歩道か)の違いによる自転車の走り方の指導があまり
されていない
①利用するモードによって、走行ルール・マナーへの意識が異なる
②歩車分離式信号機での走行方法が周知されていない
○通学時に、自転車が道路に広がって走行している
④走行環境が整っていないため、実際のルールどおりに走れない

・車両は、歩道又は路側帯と車道の区分のあ
る道路においては、車道を通行しなければな
らない。
（道路交通法 第十七条）

・道路標識等により停車及び駐車が禁止されて
いる道路の部分にはおいては、駐車してはな
らない （道路交通法 第四十四条）
・自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転
車等を放置してはならない。（札幌市自転車等
の放置の防止に関する条例 第九条）

走行ルールの周知・啓発活動
・ 走行ルールの周知、啓発を考える際には、現状の自
転車事故多発パターン等を把握し、守るべきルール
の優先度、啓発の対象者の検討が必要である。
・ その上で自転車利用者のみならず、自動車利用者も
対象とした、効果的な周知・啓発活動のあり方を考
える必要がある。

・ 駐輪状況等のデータより、周知・啓発活動を行う地
域・エリアの優先度を決定し、メリハリのある啓発
地域の選定が必要である。
・ その上で効果的な啓発活動のあり方を考える必要が
ある。

ローカル・ルールの策定

施策検討の視点

◆しくみづくりについて
①あたらしい自転車利用の仕組みづくりが必要ではないか
④自転車識別番号を導入し、個人特定をしやすくする必要があるのでは
ないか
④冬期の利用に対して「自転車自粛日」などを設定してもよいのではな
いか

◆啓発活動について
①.②利用者意識の向上、教育を行わなくてはいけない
①.②走行ルールを知らない人が多い
①道路利用者の別によって走行ルール・マナーへの意識が異なる
②自転車マナーのモデル地区を作成し、啓発活動を行ってほしい
③.④自動車利用者へも啓発活動が必要ではないか
○中学、高校、大学生を中心としてマナー啓発活動を行うべき

・ 走行や駐輪のルールやマナーはすでに存在している
が、ルール・マナーを「知らない人」と「知ってい
るが守らない人」が存在する。「知らない人」に対
する周知、「知っているが守らない人」に対する啓
発を進めていくことが必要である。

駐輪ルールの周知・啓発活動

【とめる】
◆特に深刻な市街地における駐輪問題について
①スーパーの近く、地下鉄駅などに迷惑駐輪が多い
③路上駐輪は景観上・防犯上も軽視することができない
③放置自転車撤去活動を行っているが、一向に放置自転車は減少しない
④目的地すぐ近くの歩道ではなく、少し離れた駐輪場へ自転車を停め、
歩くということを行ってほしい
④駐輪場附置義務の強化を行ってほしい

走行・駐輪ルールの周知・啓発活動の視点

・ 交通安全及び地域特性の視点から、現在のルールや
マナーのうち優先的に遵守すべき事項を定めたロー
カル・ルールが必要である。
・ ローカル・ルールは、利用環境の整備の進捗に応じ
て、条例との連携を考慮することが必要である。

・

セーフティ自転車ライフ 発行
（平成21年3月発行 札幌市）
・さっぽろセーフティサイクルフェア09
（平成21年7月18日開催 札幌市）
・ 自転車安全の日 の設定
（平成21年度の取組み 北海道）
・ 自転車利用安全五則 の決定

効果的な啓発活動のあり方検討
・ 学校、企業、自転車店など地域ぐるみでの教育方策
の検討が必要である。
・ 道路利用者別（自動車・自転車・歩行者）の教育を
行うため、公安委員会と連携し、免許取得・更新時
などでの教育等の検討が必要である。
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３． 意見・法令・データなどから導かれる施策の方向性

３−２

検討会議における意見

とめる

〜駐輪対策〜
関連する指標・データ

理想像・施策の方向性
駐輪対策の方向性

基本的な考え方

将来需要への柔軟な対応

◆駐輪場の需給バランスについて
①環境・経済の両面から自転車は今後増えると思う。
①将来は自転車以外のシニアカーや色々な乗り物も対象となってくるだろう。

・全体では、将来の自転車利用需要は大
きく変化しないものの、自転車トリッ
プ割合が高い都心およびその周辺、鉄
道駅周辺で人口が増加。
・このためこれらの地区での駐輪需要は
増加が予想される。

◆駐輪施策に投じる財源の公平性ついて
①自転車を利用しない人にも納得できる施策であるべき。
①同じ人でも、車や自転車などその時乗る物によって主張が違うことが問題。
①（利用者が負担する）有料駐輪場もつくるべきである。
④費用対効果の視点から既存のものを出来るだけ活用するべき。

・駐輪場の利用者負担金などに、利用者
と非利用者で意見の差が大きい。
・特に都心では公共駐輪場が乗り継ぎ用
でなく、沿道施設利用に多く使われて
いる。

行政・事業者・利用者の分担と協力

◆利用特性の違いへの配慮ついて
①駐輪場を細かく至るところに置いてほしい。
③主婦（買い物）の視点などで、駐輪場の位置や設置を細やかに考えて。
③乗り継ぎのための駅付近の駐輪場は大規模管理のもの、それ以外は小規模
で分散型と、性格の違う利用に対し駐輪場の考え方を変えるべきでは。
④長時間駐輪は応分の料金を負担するなど、使い方に応じた仕組みを。

・通勤通学での駐輪は長時間であるが、
買い物や業務等での駐輪は短時間で、
歩道駐輪や目的施設の駐輪場が使われ
る傾向がある。
・駐輪場を選ぶ理由は「近いこと」「通
り道にあること」など。

◆総合的な空間利用ついて
①③駐車場の空きを自転車駐輪場に活用できないか。
①路上を利用した駐輪場は考えられないか。
③④都心では用地確保が困難。交通量の減るなか一車線を駐輪場にしては。
③パーキングチケット、市役所の駐車場等も、駐輪場として活用できるので
はないか。

・路外駐輪場に比べ、路上駐輪場は設置
費が比較的安価。
・路外駐輪場では利用しやすく安価な平
面式が全国的に多い。

施策検討の視点

◆都心の通勤・買い物利用ついて
①都心では通勤者の駐輪が非常に多い。
①通勤で会社に自転車を置く場所がなければ、駐輪場の確保について会社側
も考えていくべき。
①③通勤用の駐輪場は、会社が借り上げるなどで設けていくべき。商業施設
は有料でも駐輪施設はあるべき。買い物の自転車は短時間の駐輪。ＩＣカー
ドを用いて買い物客の駐輪料を無料とすることも可能ではないか。
③職員用駐輪場はあっても、来客用駐輪場は無いビルもある。
③大規模な駐輪場設置は大きな費用がかかるし、他目的での利用には不便。
事務所や店舗の工夫次第で、敷地内に数台分の駐輪スペースは確保できる。
④複数の商店で共同の駐輪場を確保しては。
③事業所に対し、この計画を通じて設置のお願いをしてみてはどうか。
④附置義務条例の強化とあわせ設置補助金でアメとムチを使いわけて。
◆駐輪施設整備以外の駐輪対策について
③放置は、歩行者や障害者、自転車通行にも邪魔で危険。撤去すべき。
①③一部の道路を放置禁止にすると、横の道で駐輪が溢れる。
③④張り紙をするなどの啓発は放置自転車の削減に効果がある。ただし、放
置自転車が他の路線に移っただけかもしれない。
③駐輪禁止区域の放置自転車に張り紙をつける活動を4年間続けているが、
放置自転車は無くならない。
③設置されている駐輪場がうまく利用されていない。
③附置義務条例による駐輪場の存在はほとんど知られていない。マップで市民
に知らせることで、放置がもっと減るのではないか。
③駐輪場を屋根の有無や駅に近いかなどで差別化し、料金設定を変えることで
分散化が図れるのではないか。
③④レンタサイクルによる自転車の共有で放置自転車の減少を。
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・ 変動する駐輪需要に対し、恒久施設（新設、既存施設の
高度利用）と暫定施設を組み合わせ、利用特性を踏まえ
適地において柔軟に対応。
・ 自転車形態の変化（電動アシスト・シニアカー等）など、
将来の不確定要素への柔軟な対応。

・ 全市民が費用負担する公共駐輪場の整備のみで駐輪対策
を行うことは、自転車を利用しない市民に対して不公平。
・ 受益者負担の原則から、自転車利用者自身や、駐輪利用
者の目的施設も駐輪対策に対して相応の負担が必要。特
に新設される目的施設については駐輪場の確保が必須。

利用特性にあわせた駐輪場の形状と配置
・ 通勤・通学での乗り継ぎと、買い物での駐輪では駐輪時
間の長さ、駐輪希望箇所が異なる。一律の駐輪場整備で
はなく利用特性にあわせ、駐輪場の配置、駐輪施設形態、
利用方法などを工夫する必要がある。
・ 駐輪場の配置計画は、目的施設の立地状況、まちづくり
計画等を踏まえ、走行環境整備計画と一体で検討するこ
とが必要である。

低利用空間の高度利用、暫定活用
・都心での歩道駐輪のうち、乗り継ぎ利
用はごく僅か、殆どは沿道施設利用が
占める。また買い物等私用や通勤での
駐輪が多い。
・札幌市の附置義務条例は、全国で最も
緩やかな基準。
・札幌市内の附置義務駐輪場（自主設置
含む）は、約５千台と駅周辺公共駐輪
場の1/10程度。

・都心の放置禁止区域内では、放置自転
車が半減した。
・撤去自転車の返還率は、市内で３割足
らず。
・駐輪場によって利用率の差が大きい。
・都市型レンタサイクル（コミュニティ
サイクル）により駐輪台数削減効果が
期待される。

・ 特に都心やその周辺の土地は高度利用されており、空き
地を求めること自体が難しい。既成概念にとらわれず、
道路も含めた空間の高度利用や転用、需要動向に応じた
暫定活用を図っていくことが必要である。

施設側の駐輪場設置協力
・ 駐輪の目的施設に対する相応の負担を検討する。
・ 事業所では職員や来客、商業施設では従業員および買い
物客のための駐輪場の設置を求めることが必要である。

駐輪ルール徹底と駐輪場への誘導、分散・低減等
総合的施策の検討
・ 駐輪対策は駐輪場整備だけではなく、駐輪場へ適切に誘
導することも重要である。
・ 放置自転車撤去から案内・周知まで、硬軟とりまぜて対
応することが必要である。
・ また、駐輪需要の局所集中には料金設定や都市型レンタ
サイクル（コミュニティサイクル）などで、需要の分
散・低減を図ることが必要である。

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

３． 意見・法令・データなどから導かれる施策の方向性

３−３

はしる

〜走行環境〜

基本的な考え方
施策検討の視点

検討会議における意見

関連する指標・データ

◆安全確保の優先順位について
②自転車利用のあり方を検討すべき一番の理由は、歩行者の安全だと思う。
①自転車が歩道を走ることは歩行者にとって危険。車道に自転車の走れる空間
があるのが望ましい。
②できるところには自転車道などがあれば、歩行者も自転車も安全。

・自転車関連事故はここ10年で増加傾向
・近年、自転車と歩行者の事故件数が増加
・自転車と歩行者の事故は歩道上で発生
・歩行者は自転車に対して危険を感じている
・都心部、駅周辺はバリアフリー区間に指定

◆自転車利用の多様性について
②歩行者や子ども・高齢者の自転車運転者を守るという視点から、速い自転車
は別なところを通行するという観点で整理することが大事では。
①高齢者が安心して自転車で外出できる環境を作って欲しい。
①将来は自転車以外のシニアカーや色々な乗り物も対象となってくるだろう。

・利用目的に応じて走行距離は異なる
・最近、自転車の通勤需要が増加
・自転車利用者のうち高齢者の割合が増加

◆環境・健康・エコロジーについて
①首都圏では「自転車ツーキニスト」がブーム。札幌でもはやらせれば、
通勤での自転車利用が増えるのでは。自転車の魅力を伝えるべき。
①環境面から考えると、自動車から自転車への乗り換えをすすめるべきだが、
そのためには走行環境がネックとなっている。

・原油高騰をうけエコな乗り物として自転車
が着目されている
・健康に良い乗り物としても自転車が着目さ
れている

◆自転車走行空間の連続化について
②ルートとして、自転車が安全に通れる区間と車道を走行する区間が、あ
る程度ネットワーク化されていればよい。
②路肩の幅がとれるところをつなげていくことが大事では。
④公共交通を有効活用した上で、どう補完するかという視点も必要。
④自転車が走る空間もあれば、押して歩く空間があってもいいのではない
か。場面と場所によって使い分けも必要では。

・駅周辺として、新札幌地区の一部区間で歩
道上に自転車道が整備されている
・都心部ではさまざまな幅員の停車帯が設置
されている

◆多様な道路事情と横断構成のバリエーションについて
②札幌の道路事情は場所により差がある。可能なところから整備をするとい
う視点は大変重要。
①札幌は路肩が広いという特徴がある。自転車用に活用できないか。
②車道を車の通行に差し支えない程度削って自転車レーンを。
②歩行者が少ない広い歩道では、歩道を削り自転車の空間にしては。
④自動車に自転車の通行方法を意識させるマークなどの設置も必要では。
④運転をしない方や子供などにもわかりやすい整備が必要だ。

・自転車走行空間の整備手法は車道の活用と
歩道の活用の大きく2分類
・また、物理的分離を伴う自転車道、また物
理的分離を行わない車道上の自転車レーン、
歩道上の自転車通行帯、啓発カラー舗装な
どのバリエーションがある

◆沿道状況への配慮について
②トラックの停車や荷卸しなどで、路肩上に一時停車があるとき、自転車
が車両をよけて通行するのは恐怖感があり、危険。
②自転車レーン設置には、沿道の状況（商店街など）も検討すべき。

・路上駐車に危険を感じる人が多い
・都心部では多くの区間で停車帯が設置され
ている
・バス停やタクシー乗り場が多数存在

◆交差点部での通行について
②歩車分離式信号交差点では、自転車は本来車用信号で通行すべきだが、
左折車に巻き込まれるような恐怖感を伴う。車にも周知すべき。
②交差点では、きちんとルールを決めないと、かえって不便になるのでは。
自転車の信号をつくらないと、交通処理が難しくなる可能性もある。
④自転車用の標識や信号が少ない。自転車が迷わず通行できる整備を。

・自転車関連事故は交差点で多い
・主な事故類型は出合頭、右左折時事故
・特に歩道を右側通行する自転車が巻き込ま
れる形態が多い

◆冬期の対応について
②柵等を用いない整備であれば、冬場、柵を着脱する手間が省ける。
②冬、たい雪スペースとするには、障害物（柵など）は邪魔になると思う。
④冬の自転車利用は、実際にすべらなくとも、見ていて危険な印象。
④冬期の通行についてローカル・ルールの設定も視野に検討すべき。

・新札幌モデル地区（国道）では脱着式の分
離柵を設置
・また、歩行者通行帯を自転車通行可とし、
自転車道が雪提で埋まる冬期の運用を工夫

理想像・施策の方向性
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走行環境整備対策の方向性

歩行者の安全確保
・ 増える自転車利用に対し最も危険に晒されているの
は歩行者である。
・ 歩行者の安全を第一に考え、自転車が走行位置やルール
を理解できるような空間の整備、若しくは、歩行者と自
転車を極力分離するような空間を整備すべきである。

多様な自転車利用形態への対応
・ 自転車を利用する人、利用の仕方は様々であり、それぞ
れに対応する整備の方策を検討する必要がある。
・ 特に交通弱者であり、走行速度の遅い高齢者や児童の安
全な自転車利用を守るための対策が必要である。

自転車利用の推進
・ 環境負荷の低減や健康増進といった視点から、将来的な
自転車利用の促進を支えることができる自転車走行環境
を整備することが必要である。

まちづくりやエリア特性に配慮した自転車ネットワー
クの構築
・将来のまちづくり計画やエリア特性に配慮し、自転車走
行環境のつながりや、他の交通体系や役割分担について
も、配慮してネットワークの構築を検討する。
・ ネットワークの構築にあたっては、自転車の押し歩きを
推奨する区域の設定について、ローカル・ルールの適用
も視野に入れながら検討する必要がある。

交通特性・沿道状況・利用者特性に配慮した実現
可能な道路空間の活用
・ 現在の道路状況（道路幅員・交通量・自動車速度）、沿
道土地利用（駐停車需要）、路線バス網、道路整備計画
（まちづくり・バリアフリーなど）等を勘案し、道路空
間再配分による実現可能な横断構成を検討すべきである。
・ 特に、都心およびその周辺では、需要の動向を踏まえ、
駐輪施設整備と一体となった走行環境整備が必要である。
・ また、整備方法については、安全走行のためのルール・
マナー啓発活動と連携しながら、安全で適切な通行のた
めの、誰にでもわかりやすい整備を検討する必要がある。

交差点部における安全対策
・ 自転車走行位置に応じた交差点での通行方法を検討する。
・ また、自転車事故の多い交差点については、安全走行の
ためのルール啓発活動と連携した整備方法を検討する。

冬期の自転車利用・空間利用のあり方検討
・ ルール・マナーと連携し、冬期利用のあり方を検討する。
・ 除排雪作業などの冬期道路管理に配慮した空間の物理的
分離方法（分離柵、縁石等）については慎重に検討する。

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

４． 都心検討部会の概要報告

４−１ 第１回都心検討部会の概要
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目指すべき方向性

都心整備のイメージ 〜「とめる」をきっかけに〜

負 のスパイラル

対極する都心での整備パターンを２案提示し、両者の比較から駐輪対策の方向性を議論

とめられない

まもれない

現況

・歩道場に駐輪
・歩道上を走行

・駐輪場がない、少
ない

はしれない
・走行位置が不明
・違法駐車や違法
駐輪で車道も歩道
も走行しずらい

きっかけとして
公共駐輪場を整備

とめられる
・目的施設の近傍に
駐輪施設がある

駐輪場配置を踏まえ

走行空間整備

まもれる
・違法駐輪をしない
・自転車走行空間を
走行する

たたき台の提案

正 のスパイラルとするために

対策のたたき台

たたき台の提案

歩行者が危険・景観も阻害

エントランス部に駐輪場を集約するプラン

小規模駐輪場を配置するプラン

Ｐ
Ｐ

Ｐ
Ｐ

都心内
自転車移動軸

Ｐ
Ｐ

Ｐ

・走行すべきところが
明確になる

自転車
都心アクセス軸

Ｐ

Ｐ

はしれる

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

駐輪施設
Ｐ

Ｐ

Ｐ

あんしん・安全な歩行空間の確保

•都心の『まちづくり』をふまえるべき。
•都心のにぎわい、魅力を高めるという視点で、利便性の確保も重要
•『景観』『観光』が都心では大事である。

目標・
ねらい

現状認識

対策の
着眼点

•
•
•
•
•
•

部会での議論

部会での議論

• 都心では駐輪場が足りず、駐輪場を作る空間も空いていない。
• 乗り継ぎ需要以外も公共駐輪場で受け入れている現状にある。
• 利用者層によって使い方が異なるが、都心駐輪の８割は通勤であり、
占有する時間が長い。
• 通勤手当を支給されながら、隣のビルの前に駐輪する通勤者も居る。
時間軸で段階的に考えるが、即効性のある対策が重要である。
コスト、採算の視点も重要。
行政のみが駐輪場を作るべきではなく、公共と民間の役割分担が必要。
時間、昼夜の使い分けの視点を持ってはどうか。
自転車しか使えない人をどうするか。
潜在的な需要もあるのではないか。

結論

結論

• 目標は、都心の「賑わい・魅力を高める」ことを部会で再確認した。
• 都心については「通勤駐輪が多い」「空間余裕が無い」「コストの制約がある」ことを踏
まえ、即効性のある施策を重点的に提案する。（cf.今回資料P12以降）

•短絡的。大小だけではない
•両方の組み合わせが必要
•どこを我慢するかメリハリ
•コストも考慮することが必要

「どちらの案か」ではなく、組み合わせる
■需要の目的で使い分け
・通勤ハブ・買い物ハブ
・小規模配置で買い物に対応、集約で
通勤に対応。
■エリアで使い分け
・都心内の各エリアの特性（業務系・
商業系）を踏まえて使い分ける

対策提案意見
• 歩道上の隙間を活用してはどうか。
• 車道上も利用できるのでは。
• 既存にあるものの活用を。例えば大
通の地下駐車場など。
• 駅に接続する駐輪場で公共交通サー
ビスの向上を。
• 実現に２０年もかかっては機を逸する。
短期対策が重要。
• 民間に駐輪場整備のメリットを与える。
• 平面駐車場に駐輪場を併設。
• 市とTMOの協同整備。
• 自転車利用者は駐輪料金を払うべき。
• もっと歩くべき。
• 駐輪場整備のガイドラインが必要。

• 駐輪場の「小規模配置」も「集約配置」も一長一短あり、組み合わせるべき。
• 組み合わせには、通勤駐輪（長時間・業務エリア）と買物駐輪（短時間・商業エリア）の特性に
あわせて使い分ける。
• コスト面や時間制約から既存空間の活用を優先に考える。また利用者・関係者が負担（我慢）
することも必要となる。（cf.今回資料P12以降）

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

４． 都心検討部会の概要報告

４−２ 第２回都心検討部会の概要

7

とめる 〜駐輪対策〜

駐輪場整備方策の提案
対象とする

配

駐輪需要

置

施策分類

10年後のケーススタディ結果

施策内容

整備

【札幌駅周辺】

・アイデア

時期

・公共駐輪場が整備済みであり、既存駐輪場
で収容可能。

・買い物等用
・短時間駐輪
・特定少数

・主に長時間
駐輪
・不特定多数

大規模集約配置

・ 主に 通 勤 ・
通学

【車道利用】

短期

【駐車場転用】
【小空間活用】
民地活用で
（ケーススタディ無し）
の
路外駐輪場
【附置義務条例
の強化】

・特定少数
・通勤や
買い物等

【大通北】

路上 駐輪 場
（暫定）

中期
〜
長期

まちづくり開発とセ
ットで整備
公共
駐輪場

既存施設の有効
活用

中期

その他 道路地下
空間

・通勤駐輪が８割、買い物等が２割を占める。
・駐輪需要が大きく、一方で公共駐輪場が少
ない。
・歩道や車道を利用する余地は少ない。
・附置義務条例の見直しによる民間施設側で
の整備が期待されるが、建て替えという不
確定な要素に依存する。

10年後
部会での
ケーススタディ

路上駐輪場
駐車場転用

公共駐輪場
放置禁止
区域拡大

不足分

との連携
他施策

結論

結論

• 放置自転車の排除（放置禁止区域の拡大）に向け、駐輪需要を概ね収容するための
駐輪場整備方策のうち、早期実現が可能な施策・コストが低い施策から取り組むべき。
• 一方で、放置禁止区域拡大の先行実施による民間での駐輪場整備の促進や、駐輪
需要の削減などの運用・管理面での取り組みも提言するべき。

断続的な既存空間
・車道上・歩道上ともに、自転車走行空間の確保を
行える路線は連続していない。
・タクシー乗り場やバス路線等考慮すべき箇所が
数多く存在。

再配分検討可能区間の存在

整備区分

既存空間の活用

附置義務

さっぽろ都心交通計画

・交通量と車線数の関係から再配分の検討可能性
のある路線は複数。
・個々に実際の道路沿道状況の把握が必要。

のあり方
ネットワーク

・整備着手
・附置義務条例
の改正

都心計画マスタープラン

関
連
計
画
と
現
状
把
握

対
策
の
た
た
き
台

【大通南】

部会での意見・方向性

部会での意見・方向性

• 放置自転車の排除が基本。景観や楽しく安心
して歩けるとの視点から、札幌の魅力を守る
ために、放置禁止区域化を出発点とすべき。
• 放置禁止区域の運用については、最初は「ゆ
るやかに」というやり方もあるだろう。
• 放置禁止区域の拡大を先行し、民間の駐輪
場ビジネスを喚起。
• 民間が駐輪場を確保する際には（冬期のハン
デがあるため）市の支援が求められる。
• 通勤はフリンジパーキングとし、歩くことを推進。
• 買物駐輪は小規模駐輪場やコミュニティサイ
クルの活用で対応。
• 買い物客の駐輪代は店側が負担したり、エコ
マネー、地域通貨での精算。
• 路上駐輪場は即効性があり有効だが、景観
上問題があるので、植樹帯で隠すように工夫
する。また、暫定として将来は縮小又は廃止。
• 民地の小空間活用は景観的に良くない。仲通
の活用も考えられるのではないか。
• 空き地の暫定利用をすすめる仕組みを作る。

・通勤駐輪が９割を占める。
・駐輪需要は大きくないが、既存の公共駐輪
場が殆ど無い。
・歩道や車道を利用しての対策を行っても充
分な容量は確保できない。
・オフィスビルへの駐輪場附置義務化で見込
まれる整備量は多くない。

たたき台の提案

・短時間駐輪
・不特定多数

小規模 分散 配置

たたき台の提案

【歩道上利用】
・買い物等

はしる 〜走行空間対策〜

方向性

実現性

既存空間における空間創出
→車道もしくは歩道の余剰スペース活用
既存空間活用

短期
既存空間における共存
→ルール・マナーの周知

都心まちづくりに伴う整備

人やまちとの共存
→都心まちづくりによる空間創出

中期

道路空間再配分による整備

新たな空間の創出
→交通体系を考慮した空間再配分

長期

• 走る箇所を集約されてしまうと非常に不便である。
• ある程度仕分けて南北・東西にレーンができたらよいのでは。
• ネットワークについては大賛成。市民のためのネットワーク・観光のためのネットワークなど
目的別に認識する必要がある。
• 通勤や買い物・散策、観光需要等分けて考える必要がある。
•
•
•
•
•
•
•

色塗りやサインだけであっても、自転車レーンを作ってほしい。
バスレーンにマークをつけるなど、自転車の走れる場所を示すだけでも効果あるのでは。
バスの本数も考慮すべき。（バスとの共存は）都心では非現実的ではないか。
路肩を走りやすく、雨水桝を改良してほしい。
ネットワーク上で必要不可欠な路線は、雨水桝（排水溝）を修繕することも考える必要がある。
都心も車道を走りたいが、路上駐車が多く危険だ。
停まることは自転車利用の本来の目的のひとつ。規制によって排除するのではなく、共存す
るデザインを考え検討する必要がある。

• ルールをまもるための走行環境整備はやはり重要ではないか。
• 駐輪場に合わせた走行環境整備は正しいと思う。
• 冬期の利用のあり方についても考慮すべき。

• 目的や需要別に、実際の利用を考慮した自転車ネットワークを検討していくべき。
• ネットワークを実現するために、箇所ごとの特性を十分考慮した上で、現在の状況を改良す
る方策の検討や、車と共存するデザインの検討を進めていく必要がある。
• また、 まもる ための、誰にでもわかりやすい走行環境整備も検討する必要がある。

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

４． 都心検討部会の概要報告

４−３ 施策の体系

バックデータ

施設配置
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具体化（整備主体、手法、関連するルール）

時間貸し有料

駐輪利用者特性

駐輪対策

通勤

長時間・定期的
朝夕ピーク

その他

短時間・不定期
昼間

エリア別の
駐輪需要の分析

×

小規模施設で
対応

商業地区

通勤とその他
が混在

大規模施設で
対応
通勤

駐車場転用

行政支援策

自歩道デッドスペース
整備に関するルール

不足
有効活用
時間貸し有料
＋定期有料

条例改定

空き地
路上駐輪場

自転車利用者移動特性

エリア内駐輪需要

事業者との連携

通勤以外
商業地区

地区特性
業務地区 通勤需要が主

附置義務

時間制限駐車区間

まちづくりとの連携

・再開発事業等

既存施設活用可能性

・市有地、遊休地など

コミュニティサイクル

道路空間再配分
エリア内
移動軸

自歩道
車線数減少

走行環境

既存路肩活用

交通量調査

既存自歩道活用

通行可規制
自転車
レーン

地下歩行空間
エリア発着

エリア通過

エリア
アクセス軸
整備に関するルール
（交通規制の観点）

車道上
自歩道上

エリア内々
自転車トリップ
の分析

押し歩き

自転車道

道路の使い方（歩行、自転車
通行、バス、荷さばき等）

提言書づくりに向けたとりまとめ

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

５． 議論のまとめと自転車利用のあり方

理想像・施策の方向性
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自転車とまちとの理想的な関係
現状の問題 〜負のスパイラル
上位計画
9
9
9
9

コンパクトなまちづくり
低炭素型都市の実現
地域特性に応じた交通体系構築
都心など中心市街地の再生
自転車の魅力

9
9
9
9

まちづくりと自転車の位置づけ
ギャップ

¾ 歩行者や自転車のための安全で快適な移動空間を確保
¾ 公共交通を軸としたコンパクトで環境負荷を低減したまちづ
くりとの連携
整合

目

自由度が高い
利便性がよい
快適で楽しい
環境・健康によい

標

とめられない
9 駐輪場がない、少ない
はしれない
9 歩行者との錯綜、路上駐車・駐輪
により歩道も車道も走行しづらい
まもられない
9 歩道上に駐輪、歩道上を走行

・ 歩行者が危険
・ 景観の阻害
解決するために
・ まちの魅力が衰退

¾ 歩行者の安全確保と都心や駅周辺の賑わいと魅力を高め
るために、適切な自転車利用環境の創出を目指す
施策への展開

施策の方向性
まもる 〜 ルール・マナー

自転車の使われ方

¾ ローカルルールの策定
¾ 効果的な啓発活動のあり方の検討

地域特性
9 都心部までの単独利用、鉄道への
乗り継ぎ利用が増加

9 駐輪時間は、通勤・通学では長時
間、買い物などの私用では短時間

季節特性
9 冬期の利用は極めて少ない

責任の明確化
¾
¾
¾
¾

道路上での優先度の明確化
自転車利用環境の整備状況に応じた「使い方」の周知
マナーの向上
効果的な啓発活動の実施

¾
¾
¾
¾
¾

路上駐輪場の配置、整備
既存施設を活用した駐輪場整備
民間施設側での駐輪場整備
まちづくり開発とあわせた駐輪場整備
駐輪場の適切な運営・管理

とめる 〜 駐輪対策

9 都心や駅周辺の人口増加地区で
は自転車利用も増加する見通し

利用特性

自転車利用環境のあり方

自転車の
使われ方
に配慮した
効果的施策

¾
¾
¾
¾

利用特性に合わせた駐輪場の形状と配置
低利用空間の高度利用、暫定活用
施設側の駐輪場設置協力
駐輪ルール徹底と駐輪場への誘導・分散・低減等総合的
施策の検討

適正な駐輪環境の創出

はしる 〜 走行環境整備
¾ まちづくりやエリア特性に配慮した実現可能な道路空間の
利用
¾ 交通特性・沿道状況・利用者特性に配慮した実現可能な
道路空間の活用
¾ 交差点部の安全対策
¾ 冬期の自転車利用・空間利用のあり方検討

走行可能な空間の創出
¾
¾
¾
¾

利用目的を考慮したネットワークの検討
現空間の活用
まちづくり等計画に伴う自転車走行空間の確保
道路空間の再配分

一方で、自転車の魅力を高めまちを元気にするために…

いかす 〜自転車の利用価値の向上
公共交通と連携した環境負荷低減、都市の魅力と賑わいを
創出する仕組みをつくる

¾ 自転車を楽しむ環境づくり
¾ 自転車を使った観光の推進
¾ 自転車と公共交通機関の連携の推進

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

６． 自転車利用環境のあり方と整備事例

６−１

まもる

〜責任の明確化ー〜

自転車利用環境のあり方

道路上での優先度
の明確化

■道路上での安全確保の優先度を明確化する。

自転車利用環境の
整備に応じた「使い
方」の周知

■自転車利用環境が整備されていないため、守ることができない
ルールが存在している。
■自転車利用環境の整備状況や、条例の策定などにより、ルール
を段階的に周知していく。

自転車利用環境のあり方
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整備事例・イメージ

歩行者 ＞ 自転車 ＞ 自動車

自転車放置禁止区域の拡大と、
放置自転車撤去の強化

〜 具 体 例 〜
【走行】
•路面表示などによる走行空間の明確化、標識の設置
•暴走自転車や路上駐車車両の取り締まり強化
【駐輪】
路面表示、サインなどによる駐輪場の明確化
•放置禁止区域の拡大とエリア特性に合わせた放置自転車の撤去

マナーの向上

■マナーが守られやすい仕組みづくりの検討や、冬期における利
用のあり方について検討を行う。
〜 具 体 例 〜
【走行】
•ヘルメット着用の推奨
•押し歩き推進地区・路線の検討

啓発活動イベント
さっぽろセーフティサイクルフェア09

【駐輪】
•自転車識別番号（例：車籍章）の導入検討
•地域通貨、エコマネーの導入などによる利用されやすい駐輪場の仕組み
づくりの検討
【その他】
•自転車マナー向上推進モデル地区の選定
•自転車マナー向上サポーターの育成
•冬期利用のルールの検討
自転車押し歩きの推進

効果的な啓発活動
のあり方の検討

■自転車利用者ほか、自動車利用者への啓発活動など、幅広く啓
発ができる方策を検討する。
〜 具 体 例 〜
【地域と連携した啓発活動】
•学校や企業内での啓発活動
•自転車販売店での指導の義務化
•自動車教習所での教育
•歩車分離式信号などわかりにくい箇所での走行方法の指導
•交通安全母の会などとの連携
【広報戦略の展開】
•パンフレット、Web、ポスター、イベントなどでの啓発
•公共交通事業者の積極的な協力による啓発
•商業施設などの集客施設と協力した啓発
【その他】
•継続的な事故分析
•キケン箇所、走りやすさ、駐輪場などのわかりやすいマップづくり

小冊子（セーフティ自転車ライフ）の発行

マナー啓発をペイントしたバスの走行（札幌市内）

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

６． 自転車利用環境のあり方と整備事例

６−２

とめる

〜適正な駐輪環境の創出〜

自転車利用環境のあり方

路上駐輪場の配置・
整備

自転車利用環境のあり方

整備事例・イメージ

■都心部では、買い物などの短時間駐輪を受け入れるため、小規模な駐輪
場を細かく配置する。
■歩行者の通行、景観、自動車交通に配慮し、支障の無い範囲で整備。
■将来、同等の機能を有する駐輪場整備が進めば、順次縮小・廃止も検討
する。
〜 具 体 例 〜
【歩道上利用】
・植樹桝や配電盤の間など、歩道上のデッドスペースを活用

大規模駐輪場の事例

【車道上利用】
・自動車の駐車・停車施設との住み分け・連携をし、交通の支障がない区
間で設置。（道路空間の再配分）
【仲通りの利用】
・交通に影響の少ない仲通りへの整備の可能性を検討

既存施設を活用し
た駐輪場整備

■都心など駐輪場不足が社会問題化している地区では公共駐輪場の拡大
が必要であり、財政・コストの観点から既存の施設を活用した安価な駐輪
場整備が必要。
■特に都心部では恒久的に使える空地・空き施設は少なく、暫定利用も含
めて検討する。
〜 具 体 例 〜
【公共施設・敷地の転用】
・市役所駐車場などの公共敷地を影響のない範囲で駐輪場に転用

路上駐輪場の事例

【既存駐車場の借り上げ】
・特に問題が顕著な街区では駐車場を借り上げて駐輪場化
【一時的な空き地の暫定活用】
・建て替えの狭間の一時的な空き地も積極的に暫定活用

民間施設側での駐
輪場整備

■都心の駐輪台数の多くは、通勤者によるものという現状がある。
■行政・事業者の適切な役割分担を目指し、施設側での駐輪場整備を促進
する。
〜 具 体 例 〜
【自転車駐輪場附置義務条例の強化】
・原単位の強化や業務ビルへの対象拡大で建物更新に伴う整備を促進

駐輪のためのパーキングメーター

【民間駐輪場整備の促進・支援】
・附置義務の対象未満の小規模施設や建て替えない施設での駐輪場確保、
あるいは駐輪場事業への参入促進を図るべく、ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの導入を検討

まちづくり開発とあ
わせた駐輪場整備

■都心部は駐輪場の不足と空間の少なさから、公共駐輪場が求められるが、
コストの面から駐輪場単独での整備は困難。
〜 具 体 例 〜
【まちづくり開発とあわせた駐輪場整備】
・再開発ビルなどの整備に併せて公共駐輪場を併設
上記駐輪場整備策と密接にリンク

駐輪場の適切な運
用・管理

■官民一体となって協力し、駐輪場が適切に使われるよう運用する。
〜 具 体 例 〜
・自転車放置禁止区域の拡大
・都市型レンタサイクル（コミュニティサイクル）
・サービスに合わせた駐輪場料金の差別化
・自転車整理アダプト制度の拡充や民間による管理を検討

地下鉄駅駐輪場の拡充

民間施設（商店）の駐輪場の事例
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第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

６． 自転車利用環境のあり方と整備事例

６−３

はしる

〜走行可能な空間の創出〜

自転車利用環境のあり方

自転車利用環境のあり方

利用目的を考慮
したネットワークの
検討
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整備事例・イメージ

■現在の道路の使われ方とともに、まちづくり等関係する計画における、エ
リアごとの機能を把握し、各利用者の視点に配慮しながらネットワークの構
築を検討する。
〜 具 体 例 〜
【自転車押し歩き区域検討】
・規制等も視野に入れた自転車押し歩き区域実現について検討
【利用目的別ネットワーク検討】
・観光や市民利用等のエリア特性を考慮したネットワークを検討

現空間の活用

走行空間の確保が難しい道路に
おける自転車押し歩き検討

■費用対効果および実現可能性を考慮しながら、今ある道路交通環境の中
で、ゆとりある幅員や交通特性に応じた道路空間の活用を図る。
〜 具 体 例 〜
【現空間における自転車走行空間の明示】
・自転車が走行すべき（走行してもよい）空間を、カラー化や路面標示・看板
で明示するなど、自動車・自転車双方への啓発を促す整備を検討
【バスレーンにおける共存検討】
・バス運行状況等を把握した上で、通行に適す箇所の明示を検討
【駐停車需要の高い区間における検討】
・駐停車車両との共存のあり方について検討

広い路肩のある路線

【雨水桝（排水溝）等の改良検討】
・自転車利用が多く、かつ、車道空間にゆとりがないところでは、雨水枡等
施設の改良を検討

まちづくり等計画に
ともなう自転車走行
空間の確保
道路空間の再配分

■まちづくり開発等進められている計画においては、交通体系のひとつとし
ての自転車走行空間の確保について検討をすすめる。
〜 具 体 例 〜
【まちづくり等計画にともなう自転車走行空間の確保】
・まちづくりの主な役割を担う路線について自転車走行空間の確保を目指す

現況の排水枡の一例

■既存道路を有効に活用するために、各種交通手段の需要を勘案し、空間
の適正な配分を目指す。
パーキングメーターと自転車専用通行帯：盛岡市

〜 具 体 例 〜
【道路空間の再配分】
・交通需要を勘案し、車線数を減らすなど道路空間の再配分を検討する
上記走行空間整備策と密接にリンク
排水枡改良の事例：
冨加見委員提供資料より

【ルール・マナー啓発との連携】

【駐輪場との連携】

■自転車利用についてのルール・マナーを確立し、適正な走
行を促す整備検討をすすめる。

■自転車利用環境の利便性を高めるために、駐輪場につな
がるネットワークを重視し、走行環境整備とセットで検討を
進める。

具体的な例
・路面表示などによる走行空間の明確化、標識の設置
・冬期利用のルールを踏まえた運用管理方法の検討

具体的な例
・大規模駐輪場整備との連携
・通勤・通学等の需要の高いネットワークとの連携

車道部分を自転車走行空
間とした社内実験の様子

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

６． 自転車利用環境のあり方と整備事例

６−４

いかす 〜自転車の利用価値の向上〜

自転車利用環境のあり方

自転車を楽しむ
環境づくり

自転車利用環境のあり方

整備事例・イメージ

・市民に自転車に親しみを持ってもらえるようなイベントを検討し、観光のほ
か、環境問題、健康問題にも目を向けるきっかけづくりを進める。

自転車を活用したイベント
モエレ沼開催
ママチャリレース

〜 具 体 例 〜
【市民参加型のイベント】
・郊外へ足を伸ばす余暇型サイクリングイベントの開催のほか、札幌の地
域資源を巡るイベンなどの実施を検討する
・自転車利用環境向上による自転車利用者の増加により、二酸化炭素排出
量削減や、健康増進につながることが期待されている。
〜 具 体 例 〜
【大規模自転車道の活用】
・大規模自転車道とその他の道路空間とのネットワーク化をはかり、楽しく
自転車に乗ることができる空間づくりを検討する

滝野上野幌自転車道

豊平川サイクリング園路

札幌恵庭自転車道路

大規模自転車道の活用

自転車を使った
観光の推進

自転車と公共交通
機関の連携の推進

・観光を楽しむ新たな移動手段として自転車を位置づけ、市民はもちろんの
こと、観光で札幌を訪れた人も利用することができる仕組みを検討する。
〜 具 体 例 〜
【自転車用観光ルートの検討】
・自転車を利用した札幌の観光マップ、観光ツアーの提案
【自転車観光とまちづくりの連携】
・観光施設間を結ぶ路線や駐輪場の整備の推進
【都心型コミュニティサイクル】
・利便性の高い移動手段の提供による人の周遊性の向上、商業施設や観
光施設と連携することにより、地域の活性化など都市の魅力向上を図る
ことを目的に、都心型コミュニティサイクルの導入を検証

・自転車と公共交通機関を連携させ、公共交通の利用促進を目指すとともに、
交通渋滞の解消や、二酸化炭素排出量の削減。

自転車用観光マップの作成
（自転車共同利用実験ポロクルより）

公共交通との連携（広島市広島電鉄）
（路面電車の停留所近くに駐輪場）

〜 具 体 例 〜
【サイクル＆ライド】
・駐輪場と駅のアクセス性向上による、利用しやすい環境づくり
【駅型コミュニティサイクル】
・放置自転車の減少や、駐輪場不足問題の解消を図ることを目的に、駅型
コミュニティサイクルの導入を検証
【公共交通とコミュニティ・サイクルとの連携】
・共通利用パスや割引の導入など

コミュニティサイクルの導入・活用
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７−１ 都心部における自転車利用環境のイメージ

７． 実現イメージ
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自転車利用環境のあり方
駐輪マップ

＜都心の賑わい＞＜札幌の顔として誇れる景観＞＜歩行者が安心して楽しめる都心＞
の実現に向けた自転車利用環境づくりを目指します。

夏季

民間施設側での整備促進

冬季

仲通りでの駐輪
P

P

走行空間の明示

押し歩き

放置禁止区域

とめる
短
中

路上空間の活用

・通勤・通学、観光、営業など目的別利用を考慮
・自転車押し歩き空間を含めた検討
・大規模駐輪場とのアクセス

既存施設の活用

短 現空間の活用

・自転車走行空間の明示によるわかりやすい通行
・バスレーンや駐停車車両との共存検討
・現空間の改良検討

民間施設側での整備促進
・自転車駐車場附置義務条例の強化 （原単位見直し、
業務ビルへの対象拡大）
・小規模駐輪場整備の促進・支援制度

中

短 利用目的を考慮したネットワークの検討

・歩道上のデッドスペース利用
・仲通や停車帯区間での車道活用
・市役所駐車場などの公共敷地の転用
・（特に問題ある地区では）既存駐車場を借り上げて駐輪場化

短中

はしる

まちづくり開発と併せた駐輪場整備

中 まちづくり等計画に伴う自転車走行空間の確保
・交通体系のひとつとして自転車走行環境を整備

・拠点開発と駐輪場整備をセットで
・ビルの建て替えの合間に生じた一時的な空地も活用
短中

運用・管理

中長

・自転車放置禁止区域の拡大
・都市型レンタサイクル（コミュニティサイクル）
・サービスに合わせた駐輪場料金の差別化
・自転車整理アダプト制度の拡充

いかす

短中

自転車と公共交通機関の連携の推進
・駐輪場と駅のアクセス性向上による、利用しやす
い環境づくり
・都市型コミュニティサイクルの導入を検証
・共通利用パスや割引の導入 など

まもる
短中

自転車利用環境の整備に応じた「使い方」の周知

短中

マナーの向上

・責任を明確化し、適正な利用を促すための条例づくりを行う
・駐輪場を利用しやすい仕組みづくりを導入

・歩行者の多い歩道での押し歩きの推進
・自転車マナー向上推進モデル地区の選定や、
自転車マナー向上サポーターの検討
・ヘルメット着用の推進や、自転車識別番号導入の検討

短 効果的な啓発活動のあり方の検討

・警察や、地域と連携した継続的な啓発活動
・駐輪場の場所や、走行しやすさなど、自転車専用の
マップづくり

道路空間再配分
・交通需要に合わせた道路空間再配分による自転車走行
空間の創出

短 5年以内

中

自転車を使った観光の推進
・自転車を利用した札幌の観光マップ、観光ツアーの提案
・観光施設間を結ぶ路線や駐輪場の整備の推進
・コミュニティサイクルの導入を検証

中 10年以内

長 10年以上

短 自転車を楽しむ環境づくり
・サイクリングイベントの実施など、楽しく自転車
に乗ることができる環境づくりを検討する

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

７−２ 住宅地・郊外部における自転車利用環境のイメージ

７． 実現イメージ
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自転車利用環境のあり方
大規模自転車道の整備

押し歩き

＜利便性の高い生活・交通＞＜安全な居住環境＞＜環境に配慮したライフスタイル＞
の実現に向けた自転車利用環境づくりを目指します

駅駐輪場の拡充

夏季

冬季

走行空間の明示

P

とめる
中 既存施設の活用等による駅駐輪場の拡充

はしる
短 利用目的を考慮したネットワークの検討

・市有地などの公共敷地の転用
・（特に用地不足の駅では）隔地の駐輪場整備と誘導

短中

民間施設側での整備促進

・通勤・通学、買い物、サイクリングなど目的別利用を考慮
・駅を中心に、学校等拠点を結ぶネットワーク
・大規模自転車道へのアクセス

短 現空間の活用

・自転車駐車場附置義務条例の強化 （原単位見直し、
業務ビルへの対象拡大）
・小規模駐輪場整備の促進・支援制度

短中

運用・管理

いかす

短中

自転車と公共交通機関の連携の推進
・駐輪場と駅のアクセス性向上による、利用しや
すい環境づくり
・駅型コミュニティサイクルの導入を検証
・共通利用パスや割引の導入など

短

道路空間の再配分
・交通需要に合わせた道路空間再配分による自転車走行
空間の創出

自転車利用環境の整備に応じた「使い方」の周知
・責任を明確化し、適正な利用を促すための条例づくりを行う
・駐輪場を利用しやすい仕組みづくりを導入

短中

マナーの向上
・歩行者の多い歩道での押し歩きの推進
・自転車マナー向上推進モデル地区の選定や、
自転車マナー向上サポーターの検討
・ヘルメット着用の推進や、自転車識別番号導入の検討

・自転車走行空間の明示によるわかりやすい通行
・現空間の改良検討

中長

・自転車放置禁止区域の拡大（対象駅の拡大＆範囲の見直し）
・駐輪場内長期放置自転車のこまめな撤去
・駅型レンタサイクル（コミュニティサイクル）
・自転車整理アダプト制度の拡充

まもる

短中

効果的な啓発活動のあり方の検討
・警察や、地域と連携した継続的な啓発活動
・駐輪場の場所や、走行しやすさなど、自転車専用の
マップづくり

短 5年以内

中 自転車を使った観光の推進
・自転車を利用した札幌の観光マップ、観光ツ
アーの提案
・観光施設間を結ぶ路線や駐輪場の整備の推進
・コミュニティサイクルの導入を検証

中 10年以内

長 10年以上

短中 自転車を楽しむ環境づくり

・サイクリングイベントや、大規模自転車道
の充実など、楽しく自転車に乗ることができ
る環境づくりを検討する
・コミュニティサイクルの導入を検証

参考資料

第５回 自転車利用のあり方検討会議 資料

８． 参考資料

自転車の使われ方
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交通手段としての自転車
市全体では人口が減少。都心周辺、鉄道駅、新たな住宅地周辺
では人口が増加
•人口は2015年をピークに減少
•商業施設等都市機能が集積している都心部や駅周辺では人口が増加。

アンリンク発集量（自転車）

単位：トリップエンド

第４回パーソントリップ調査予測値
（未確定値）

図 自転車利用の発生集中交通量（将来2030年）

都心に発着する自転車が増加

駅端末の自転車利用は大幅に増加

• 都心に発着する交通（全手段、発生集中量）が減少しているなか、自転車は増加。
• 自転車トリップの増加の、ほぼ９割は代表交通手段自転車の増加分である。

（千TE）
900

︵

1,000
839

第３回（1994）

第４回（2006）

844

800

鉄軌道との複数手段：
前述の単一手段を除く鉄軌道と他の手段との組み合わせ
（端末手段は除く）（ここでは徒歩も表現）
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図 都心発着のアンリンク手段別（全目的）発生集中量の変化
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資料：第３回・第４回道央都市圏パーソントリップ調査
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• 鉄軌道駅端末手段では、バス・路面電車が減少し、徒歩、自転車、自動車が増加
• 自転車の伸び率はここ20年ほどで３倍の高い伸び率を示している。

徒歩

自転車

1

70

0

オートバイ、バイク

自動車

路線バス，市電

複数他

64

49

57

32

複合，他

資料：道央都市圏パーソントリップ調査

図 鉄軌道との複数手段利用者数（パターン別）の推移
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８． 参考資料

自転車の使われ方

都心や拠点（駅周辺）で駐輪形態が異なることに留意する必要がある

通勤・通学では公共交通への乗り継ぎが25%。私用では95%が単独利用

• 都心に到着する自転車はほとんどが単独利用。
• 都心以外の拠点地域では通勤、通学の約半数が乗り継ぎ利用。私用は自転車単独利用が9
割以上を占める。
徒歩 自動車 バス市電 地下鉄 ＪＲ 単独利用
徒歩 自動車 バス市電 地下鉄 ＪＲ 単独利用

• 通勤、通学では、自転車利用後に地下鉄、ＪＲに乗り継ぐ需要が25%前後
• 私用では95%が単独利用となっておりdoor to doorの利用形態となっている。
徒歩

私用

バス市電

1%

6%

4%

単独利用

私用

私用

業務

業務

帰宅

帰宅

通学

通学

通勤

通勤

98%

1%

12%

13%

14%

通勤

ＪＲ

91%

1%

通学 2%

地下鉄

96%

3%

業務

帰宅

自動車
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資料：第４回道央都市圏パーソントリップ調査
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図 目的別自転車利用後手段別着トリップ数（アンリンク集計、左図：都心、右図：拠点計）

資料：第４回道央都市圏パーソントリップ調査
※都心：JR札幌駅の北側および南側エリア、大通駅周辺、すすきの駅周辺、バスセンター前駅周辺
※拠点：広域交流拠点（麻生、新札幌、手稲）、地域中心核（北24条、篠路、光星、栄町、白石、大谷地、
月寒、平岸、清田、澄川、真駒内、琴似、宮の沢）の各駅・区役所周辺

図 目的別自転車利用後手段の構成比（全市）

自転車は、札幌市においては無雪期に利用が限定される交通手段

自転車利用の目的に応じた駐輪施設の検討が必要
• 通勤、通学で利用された自転車は、就業・就学時間が長いことから長時間駐輪されている。
• 買い物等の私用の駐輪時間は、約7割が90分以下。
〜30分

〜60分

〜90分

〜120分

〜150分

〜180分

〜210分

•冬期も自転車を利用する人は全体の約8%にすぎない。
•冬期は、徒歩、自家用車、地下鉄、バスを利用。

211分〜

通勤

通学

私用

出典：市政世論調査（H19）
業務

図 冬期における自転車利用
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資料：道央都市圏パーソントリップ調査

図 目的別駐輪時間

図 自転車利用者の冬期における交通手段

