
自転車活用の動向について
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自転車活用推進法について

１



自転車活用推進法の概要
■ 基本理念
・自転車は、二酸化炭素等を発生せず、災害時において機動的
・自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和等、経済的・
社会的な効果
・交通体系における自転車による交通の役割の拡大
・交通安全の確保

自転車の活用を総合的・計画的に推進

■ 責務
・国 ：自転車の活用を総合的・計画的に推進
・地方公共団体 ：国と適切に役割分担し、実情に応じた施策を実施
・公共交通事業者：自転車と公共交通機関との連携等に努める
・国民 ：国・地方公共団体の自転車活用推進施策への協力
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自転車活用推進計画について
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自転車活用推進計画

■ 自転車活用推進計画（法第９条）
政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める
自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及び自転車の活
用の推進に関し講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた計画を定めなけれ
ばならない。

■ 基本方針（法第８条）

①自転車専用道路等の整備 ⑨国民の健康の保持増進
②路外駐車場等の整備等 ⑩青少年の体力の向上
③シェアサイクル施設の整備 ⑪公共交通機関との連携促進
④自転車競技施設の整備 ⑫災害時の有効活用体制の整備
⑤高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備 ⑬自転車を活用した国際交流の促進
⑥自転車の安全に寄与する人材の育成等 ⑭観光来訪の促進、地域活性化の支援
⑦情報通信技術等の活用による管理の適正化 ⑮その他特に必要な施策
⑧交通安全に係る教育及び啓発

自転車活用推進法における規定

■ 地方版自転車活用推進計画（法第１１条）
市町村は、自転車活用推進計画を勘案して、市町村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に
関する施策を定めた計画を定めるように努めなければならない。 ４



自転車の活用の推進に関する目標及び実施すべき施策

①自転車通行空間の計画的な整備促進（基本方針①）

②路外駐車場の整備や違法駐車取締りの推進等による自転車通行空間の確保
（基本方針②）

③シェアサイクルの普及促進（基本方針③、⑪）

④地域の駐輪ニーズに応じた駐車場の整備促進（基本方針⑪、⑮）

⑤自転車のＩｏＴ化の促進（基本方針⑦）

⑥生活道路での通過交通の抑制や無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備
（基本方針①、⑮）

■目標１ 自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成

５



自転車の活用の推進に関する目標及び実施すべき施策

⑦国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進（基本方針④）

⑧公道や公園等の活用による安全に自転車に乗れる環境の創出
（基本方針⑩）

⑨自転車を利用した健康づくりに関する広報啓発の促進（基本方針⑨）

⑩自転車通勤の促進（基本方針⑨）

■目標２ サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿
社会の実現
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自転車の活用の推進に関する目標及び実施すべき施策

⑪国際会議や国際的なサイクリング大会等の誘致（基本方針⑬）

⑫走行環境整備や受入環境整備等による世界に誇るサイクリング環境の創出
（基本方針⑭）

⑬高い安全性を備えた自転車の普及促進（基本方針⑤）

⑭自転車の点検整備を促進するための広報啓発等の促進（基本方針⑥）

⑮交通安全意識の向上に資する広報啓発活動や指導・取締りの重点的な実施
（基本方針⑧）

⑯学校における交通安全教室の開催等の促進（基本方針⑧）

⑰自転車通行空間の計画的な整備の促進（基本方針⑫）

■目標３ サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現

■目標４ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現
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地方版自転車活用推進計画
策定について
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自転車活用推進計画の策定の位置付け、策定主体
■ 地方版推進計画の位置付け
自転車政策に関する最上位の計画として位置付ける

■ 策定手順

■ 地方版推進計画の策定主体
市町村となる

策定手順

※協議会の開催やアンケート等
を実施し、様々な意見を計画
に反映し、パブリックコメン
トを実施する

９



計画の構成
国の推進計画の構成を参考に、地方版推進計画を検討する

【地方版推進計画の構成（例）】

※自転車活用推進法には、地方版推進計画の構成は示されていない

（1）計画の目的・区域・期間、計画の位置付け

（2）現状及び課題、計画の目標

（3）実施すべき施策、実施スケジュール

（4）計画の推進体制、計画のフォローアップ及び見直し方法

※地域の実情を反映し、必ずしもこの構成にとらわれる
必要はない １０



計画の構成

自転車の通行空間の確保は、自転車活
用推進の基本であるため、特に市町村
の地方版推進計画においては、自転車
ネットワーク計画を位置付けることを
基本とするべきである

◆ その他関連計画との整合
地方公共団体の総合計画やまちづくりの関連計画である都市計画や
市町村マスタープラン等を整理し、地方版推進計画との関連を整理する
その他の交通、観光、健康等の関連計画等についても同様に整理する

◆自転車ネットワーク計画との関連

１１



加東市の自転車を取り巻く
現状について
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加東市の自転車交通の現状

１



国内の自転車保有台数の推移

車種別販売台数の推移

スポーツ車、電動アシスト車等
販売台数が急増

国内の自転車の保有台数は、
増加傾向

出典：（財）自転車産業振興協会

出典：（財）自転車産業振興協会
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加東市の自転車の事故状況

平成20年から平成29年までの自転車関係事故の発生状況をみると、
平成21年の42件をピークに減少傾向にあり、平成29年には18件
となっている

資料：加東市道路整備基本計画 ３



交通安全教室の現状
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加東市の自転車交通安全教室の状況
自転車利用におけるルールやマナーの周知し、安全な利用促進を図る

対象 啓発活動
小学生 自転車交通安全教室 7校
中学生 自転車交通安全教室 3校
一般 自転車交通安全教室 17回

※庁舎ロビーで自転車シュミレー
ターを活用し自転車疑似体験を
交通ルールの再確認を行う

外国人 企業 2社

小学生対象
中学生対象

外国人対象
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加東市の自転車ネットワーク
について

資料3



ひょうごサイクリングモデルルート

資料：加東市道路整備基本計画

資料 
兵庫県自転車
活用推進計画
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北はりまサイクリングマップ

資料 加東市 ２



【あなたのことについてお聞きします】

問１ 性別  ①男性  ②女性

問２ 年齢  ①１０代 ②２０代 ③３０代 ④４０代 ⑤５０代 ⑥６０代 ⑦７０歳以上

問３ お住まいの地域はどこですか。

①社地域 ②滝野地域 ③東条地域 ④加東市外（市町名：          ）

     市内の場合（地区名：           ）

問４ ご職業はなんですか。

①学生 ②主婦 ③会社員・公務員 ④パート・アルバイト ⑤自営業

⑥その他（           ）

【あなたの自転車利用についてお聞きします】

問５ 自転車をどのくらいの頻度で利用しますか。

①ほぼ毎日   ②週に（  ）日程度  ③ほとんど利用しない  ④まったく利用しない

問６ もし、移動手段として自転車を利用するとすればどのくらいの距離または時間までですか。

    ※自転車の平均速度10～20km/hで 

  ①片道  ｋｍ くらい  ②片道   分 くらい   ③利用しない

 以下、問５で①、②と回答された方のみお答えください。③・④と回答された方は問１５へ

問７ 自転車をよく利用する曜日はいつですか。

  ①平日（月～金）  ②土曜・日曜

問８ 自転車をよく利用する時間はいつですか。

  ①終日  ②朝夕  ③午前  ④午後  ⑤深夜（２２時～翌４時）

問９ 自転車をよく利用するエリア・目的地はどこですか。

①小学校周辺  ②中学校周辺  ③高校周辺  ④ＪＲ駅周辺（駅名：      ）

⑤その他（       周辺）

問１０ 自宅以外でよく駐輪する場所はどこですか。

①小学校   ②中学校   ③高校  ④ＪＲ駅周辺（駅名：      ）

⑤その他（        ）

問１１ どのような目的で自転車を利用しますか 。

①通勤・通学  ②買い物・飲食  ③余暇  ④業務・仕事  ⑤その他（     ）

問１２ 利用目的に対して自転車を利用する理由は何ですか。

①他の移動手段がない ②経済的  ③健康によい  ④環境にやさしい 

⑤その他（           ）

問１３ 自転車に乗るときにヘルメットを普段から着用していますか。

①着用している ②たまに着用している ③着用していない ④持っていない

問１４ 年に 1 回以上、自転車の点検をしていますか。

①はい   ②いいえ

以下、全員の方にお聞きします

【安全対策についてお聞きします】

問１５ 自転車損害賠償保険（ＴＳ保険）をご存知ですか。

  ①加入している  ②知っているが加入していない  ③知らない

問１６ 自転車の安全性基準を満足する以下のマークについてご存知ですか。

  ①確認して購入した  ②知っているが確認していない  ③知らない

問１７ 「自転車安全利用五則」を知っていますか。

      ①知っている  ②聞いたことはある  ③聞いたこともない（問１９へ）

 問１８ 問１７で①、②と回答された方にお聞きします。

     下記の「自転車安全利用五則」で知っていた項目すべてを選んでください。

1自転車は車道が原則、歩道は例外のみ通行可。

2車道は左側を通行

3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4安全ルールを守る ・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止・夜間はライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5子どもはヘルメットを着用

【加東市内の自転車利用についてお聞きします】

問１９ 自転車の走行ルールやマナーについて、特に気になっていることは何ですか。

 ①進行方向に対し、車道の左側以外を走る自転車（右側走行をする自転車）

 ②横に並んで２台以上で並走する自転車

 ③携帯電話の使用や傘をさしながら走る自転車

 ④イヤホン等をして音楽を聴きながら走る自転車

 ⑤夜間に無灯火で走る自転車

 ⑥スピードを出しすぎている自転車

 ⑦信号や一時停止を無視している自転車

 ⑧その他（                              ）

→アンケートは裏面につづきます

自転車利用に関するアンケート調査 加東市土木課 資料４



 問２０ 自転車の安全で快適な走行のため、市内で必要だと思う対策はどれですか。

  ①学校・事業所などでの自転車交通安全教育の実施

  ②自転車マナー向上啓発活動の実施

  ③警察による取り締まりを強化する

  ④自転車道や自転車通行帯など、自転車が走行しやすい環境を整備する

      ⑤駐輪場を整備する（整備希望箇所：         ）

  ⑥その他（                     ）

問２１ 市内で自転車に乗っているときに危険と感じた場所はどこですか。

具体的箇所があれば【地図上に●で記載してください】

危険と感じた内容（                            ）

問２２ 自転車での走行環境を良く（走りやすく）すべきと思うエリアはありますか。

①小中学校周辺

②工業団地周辺

③市街地エリア

④田んぼ周辺など農地エリア

⑤無い 

⑥その他（                    ）  

また、具体的箇所があれば【地図上に○で記載してください】

 問２３ 自転車活用に関することなど、何かご意見があれば記入をお願いします。

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。



【今後のスケジュールについて】 

日  程 実 施 内 容 

第１回計画策定協議会 

【8月 24日】 

自転車の活用推進について 

アンケート調査について 

【8月下旬 

～9月上旬】 
アンケート実施 

第２回計画策定協議会 

【10月中旬～下旬】予定 

10月   日 

アンケート調査の結果について 

加東市自転車活用推進計画基本方針等（案）について 

自転車ネットワーク路線（案）について 

第３回計画策定協議会 

【11月下旬～上旬】

予定 

加東市自転車活用推進計画素案について 

【1月】 産業厚生常任委員会で報告 

【2月】 パブリックコメントの実施 

第４回計画策定協議会 

【3月上旬】予定
パブリックコメントの結果について 

【3月下旬】 加東市自転車活用推進計画完成 

資料５ 


