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１．自転車活用推進計画
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自転車活用推進法の概要

• 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

• 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

基本
理念

• 政府 :基本方針に即し、計画を閣議決定し、国会に報告
• 都道府県・市区町村 :区域の実情に応じ計画を定めるよう努める

• ５月５日を「自転車の日」、５月を「自転車月間」とする

自転車活用
推進計画

自転車の日・月間

責務
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（１） 自転車活用推進計画の位置付け〈経緯、法律の基本理念等〉
（２） 計画期間（⾧期的な展望を視野に入れつつ2020年度まで）
（３） 自転車を巡る現状及び課題

自転車活用推進計画の構成

１．総論

４．自転車の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

○関係者の連携・協力
○調査・研究、広報活動等

 法の基本理念等を踏まえ、自転車の活用の推進に関する目標と、目標達成のために実施すべき施策を記述

２．自転車の活用の推進に関する目標及び実施すべき施策

３．自転車の活用の推進に関し講ずべき措置
 施策の着実な実施のための、計画期間中に講ずべき具体的な措置を記述

○計画のフォローアップと見直し
○附則に対する今後の取組方針

○財政上の措置等
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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

１．自転車通行空間の計画的な整備の促進

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

３．シェアサイクルの普及促進

４．地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備推進

５．自転車のIoT化の促進

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

７．国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進

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

９．自転車を利用した健康づくりに関する広報啓発の推
進

10．自転車通勤の促進

11．国際会議や国際的なサイクリング大会の誘致

12．走行環境整備や受け入れ環境整備等による世界に誇るサ
イクリング環境の創出

13．高い安全性を備えた自転車の普及促進

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

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

16．学校における交通安全教室の開催等を推進

17．自転車通行空間の計画的な整備の促進

18．災害時における自転車の活用の推進

目標１ 自転車交通の役割拡大による良好な都目標１ 自転車交通の役割拡大による良好な都
市環境の形成

目標３ サイクルツーリズムの推進による観光立国目標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２ サイクルスポーツの振興等による活力目標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

目標４ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現目標４ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現
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２．自転車通行空間の整備
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自転車対歩行者事故の増加

○ 交通事故死者数は近年減少傾向である一方、自転車乗車中死者数の占める割合は増加する傾向。
○ 過去10年間で自転車関連事故件数が約５割減少したのに対し、自転車対歩行者の事故は約１割の減少。

■自転車対歩行者事故件数の増減■交通事故死者数に占める自転車乗車中
死者数の推移
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【出典:平成30年中の交通事故の発生状況（警察庁、H31.2.28）】
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安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインに基づくネットワーク形成

○歩道や自転車歩行者に依存せず、車道通行を基本としたネットワーク形成を加速。

■整備形態
自転車専用通行帯

車道混在※（矢羽根型路面表示）

自転車道

※矢羽根型路面表示等により自転車の通行位置と占有幅が明示されているもの

路面表示の仕様の標準化

0.75m以上

幅＝0.75m以上

⾧さ
＝1.50m

以上

角度＝1:1.6

〔色彩〕
白系色

〔色彩〕
青系色
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自転車専用通行帯歩道

車道

歩行者と分離された自転車通行空間

自転車専用
道路

自転車道 自転車専用
通行帯

車道混在※1 計

70 160 480 1,540 2,260

【出典:国土交通省道路局・警察庁交通局調べ（平成31年3月31日時点）】

自転車通行空間の整備状況

【出典:国土交通省道路局調べ（平成31年3月31日時点）】

（km）

○自転車ネットワーク計画策定自治体数は169自治体（DIDを有する市区町村の約20％）
○歩行者と分離された自転車通行空間の整備延⾧は約2,260km

※1．矢羽根型路面表示などにより自転車の通行位置と占有幅が明示されているものに限る。
※2．整備形態別の延⾧と合計の延⾧は四捨五入の関係で合わないことがある。

■自転車ネットワーク計画策定自治体数の推移 ■歩行者と分離された自転車通行空間の整備状況
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３．シェアサイクルの普及促進
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シェアサイクルの国内における導入状況

ポロクル（札幌市）

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ H３０

５４都市 ７５都市 ７７都市 ８７都市 １１０都市１３５都市

■シェアサイクルの導入都市の推移

○シェアサイクルを本格導入している都市は年々増加しており、平成30年3月時点で、全国135都市で
導入。

まちのり（金沢市）

ちよくる（千代田区 社会実験）

■シェアサイクルの導入都市(平成30年3月現在)

※H30年3月31日時点
※アンケート回答自治体のうち、本格導入を図示
※民設民営の取組については、回答があった自治体名称を記載
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シェアサイクルの在り方に関する検討

②公共用地・民地等へのサイクルポート設置の在り方の検討

○シェアサイクルを取り巻く環境変化を踏まえ、シェアサイクルの在り方や、普及促進
に向けた課題解決等について検討

検討内容（案）検討内容（案）

サイクルポート設置の促進を図るた
め、路上や既設駐輪場等の公共用地や公
開空地等の民有地へのサイクルポート設
置の在り方について検討する。

シェアサイクルの位置付け等について
検討する。

一度登録すれば、地域、事業者に
関わらずシェアサイクルが利用可能
となるよう、登録のワンストップ
サービスについて検討する。

シェアサイクル利用者の利便性向上を図
るため、個人認証、決済に当たって交通系
ICカードのワンタッチ利用が可能となるよ
う検討する。

鉄道駅等おいて、サイクルポートへの
案内看板の仕様を統一するとともに、関
係機関に対してサイクルポートの案内看
板設置を要請する。

①シェアサイクルの在り方の検討 ④登録のワンストップ化の検討

⑤交通系ICカードによる利用に向けた運用改善

③鉄道駅等でのサイクルポートへの案内誘導の推進

＜案内看板の統一仕様案＞

＜放置されたシェアサイクル（中国・北京）＞

＜交通系ICカードでの利用（台湾・台北）＞

＜ドコモバイクシェア＞

＜公開空地への設置（横浜市）＞

【対象エリア】東京広域連携10区、練馬、川

崎、横浜、仙台、大阪、奈良、広島、札幌、
大分
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4．自転車通勤の導入促進
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自転車通勤の導入促進

自転車通勤導入促進のための手引きの作成（令和元年５月）

企業・団体等が過度な負担なく、適切かつ円滑に自転車通勤制度を導
入できるよう 「手引き」を作成し、広報啓発

《手引きの概要》

① 自転車通勤制度導入のメリット

 事業者 ： 経費削減、生産性向上、イメージアップ、雇用拡大

 従業員 ： 通勤時間短縮 、 身体面・精神面の健康増進

② 通勤等における自転車利用の動向

 自転車利用へのニーズは増加、利用する車種も多様化

 自転車事故の事故死者数は車の約３分の１

③ 自転車通勤制度の導入時に検討すべき事項

企業・団体が自転車通勤の導入に二の足を踏む原因となる課題について、具体的に整理・解説

（主な項目）
・移動経路・距離の設定方法等について（労災上の問題との関係、その対応策など）
・日によって異なる交通手段の利用の取り扱い（労災上の問題との関係、その対応策など）
・自転車通勤手当の設定（支給額の設定方法、非課税限度額など）
・駐輪場の確保と利用の徹底について（駐輪場を確保する方法など）
・更衣室・ロッカー・シャワールーム等の整備 等
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「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクトの創設

自転車通勤や業務における自転車利用を推進する企業を支援するた
め、自転車通勤等を推進する企業に自転車通勤推進に関する取組を宣
言してもらった上で、社名・取組等について自転車活用推進官民連携
協議会のHP等で紹介（今年度中に制度を創設予定）

取組の概要 海外における取組事例

・協議会において、「宣言企業・団体」と「優良企
業・団体」の２種類を募集

➀宣言企業・団体
従業員用の駐輪場の確保や通勤手当の柔
軟な支給等従業員の自転車通勤等を推進し
ている企業

②優良企業・団体
宣言企業の中でも取組内容が特に優良な企
業宣言企業・優良企業とも、協議会のHP等
による企業名や取組の紹介、ロゴマークの使
用許可等を予定

【Bicycle Friendly Business Program（アメリカ）】

【出典：THE LEAGUE OF AMERICAN BICYCLISTS】

アメリカ最古の自転車支援団体「THE LEAGUE OF 
AMERICAN BICYCLISTS」が実施する認定制度。企

業の自転車通勤への取組状況に応じてプラチナ・金・
銀・銅のランクが与えられ、企業はHP等へ企業名が掲
載される
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5．自転車損害賠償責任保険等への加入促進
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自転車損害賠償責任保険等への加入促進

・都道府県等に対して条例等による自転車損害賠償責任保険等への加入
義務付けを要請

・さらに、標準条例（技術的助言）を作成し、都道府県等に周知（H31.2）・支援
・今後、条例未制定の都道府県等に対し、個別に課題、状況等を確認
・情報提供の強化等により、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進

項目 対象者

①自転車損害賠償
責任保険等への
加入の義務づけ

自転車利用者

保護者

事業者

自転車貸付事業者

②自転車損害賠償
責任保険等への
加入の確認等

自転車小売事業者

事業者

自転車貸付事業者

③自転車損害賠償
責任保険等に関
する情報提供

都道府県

学校設置者

標準条例の主な記載項目

条例の種類 都道府県 政令市

義務化 １３ヶ所 ７ヶ所

山形県、埼玉県、東京都、
神奈川県、長野県、
静岡県、滋賀県、京都府、
大阪府、奈良県、兵庫県、
愛媛県、鹿児島県

仙台市、さいたま市、
相模原市、静岡市、
名古屋市、京都市、堺市

努力義務 １２ヶ所 ３ヶ所

北海道、茨城県、群馬県、
千葉県、富山県、和歌山県、
鳥取県、徳島県、高知県、
香川県、福岡県、熊本県

千葉市、北九州市、
福岡市

地方公共団体の条例の制定状況（令和元年12月31日現在）

※赤字は平成31年4月1日以降に公布された自治体
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6．サイクルツーリズムの推進
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サイクルツーリズム推進の考え方

○自転車を活用した観光振興の方策として、 自転車で特有の道路環境を走ることを楽しんだり、地
域独自の資源や魅力等を楽しむことを促すサイクルツーリズム の取組が効果的。

○そのための走行環境確保や拠点・受入環境確保、魅力づくり、情報発信等を、官民が連携しながら
進めることが必要。

走行環境確保 拠点・受入環境確保 情報発信

＜多言語化した自転車マップ※1＞
魅力づくり

＜組織・体制の構築※1＞ ＜地域特有の体験型観光※2＞

【資料】
※1:しまなみジャパン
※2:SATOYAMA EXPERIENCE

中国語
韓国語

日本語

イメージ

イメージ
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サイクルツーリズムの推進（モデルルート）

○官民の関係者等で構成される協議会において、複数の市町村に跨がる広域的なサイクリ
ングルートを設定し、走行環境や受入環境の整備、情報発信等を行うモデルルートの取組
を推進。2019年9月末までに４１ルートが設定済。この他、約４０ルートで検討中。

協議会の設置
既存の枠組みを活用し、国、自治体、

DMO、観光事業者、地域の関係者等で構成
路面表示や案内看板の仕様等を含め、実施

内容について検討・調整

■モデルルートの進め方

モデルルートの設定
整備局と県・政令市が連携して掘り起こし

準
備
が
整
い
次
第

モデルルートにおける取組内容の決定
【地方版自転車活用推進計画に位置付け】
走行環境整備（安全対策、案内看板等）
受入環境整備（休憩所、サポート体制等）
魅力づくり(滞在コンテンツの充実・強化等)
情報発信(ルートマップ作成、ICTの活用等)

取組内容の評価・改善
サイクリストの声や関連データの収集・

分析
先進地との情報交換

モデルルート ルート設定済（※）

モデルルート ルート設定済（※）（2019年4月以降追加）

モデルルート 上記以外

■モデルルート配置図

※ ルートを設定し、2018年度以降

に協議会を開催したルートで、複
数市町村に跨がるルート（離島を
除く）
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○ 優れた観光資源を有機的に連携したサイクルツーリズムの推進により、日本における新たな観光価値を創造し、
地域の創生を図るために、一定の水準を満たすルートを対象として「ナショナルサイクルルート」に指定する。

○ ルートにおける取組の継続性を評価する必要があることから、新たなルートの指定の有無の確認については、
国の自転車活用推進計画期間内に１回とし、３～５年ごとに実施する。

ナショナルサイクルルート制度について

■ナショナルサイクルルートの指定手続き

本部事務局による候補ルートの選定・公表

本部長による指定

１．国やＪＮＴＯによるプロモーション
２．社会資本整備総合交付金等により、地域の取組に対して重点的に支援
３．ナショナルサイクルルートとしてのブランド価値の向上

ナショナルサイクルルート審査委員会による審査

地域による情報発信、ロゴマークの設置 等
ナショナルブランドを活用した誘客

指定の効果

21



ナショナルサイクルルートの指定要件
観点 要件

１．ルート設定 ①サイクルツーリズムの推進に資する魅力ある安全なルートであること
・ルートの延長が概ね100km以上であること（島しょ部を除く） 他

２．走行環境

①誰もが安全・快適に走行できる環境を備えていること
・矢羽根等により自転車通行空間が整備されていること 他

②誰もが迷わず安心して走行できる環境を備えていること
・経路などの路面表示、案内看板が設置されていること 他 （単路部概ね5kmごと、すべての分岐部）

３．受入環境

①多様な交通手段に対応したゲートウェイが整備されていること
・鉄道駅などに、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙや着替え場所等が整備されていること 他

②いつでも休憩できる環境を備えていること
・サイクルステーションがルート上に概ね20kmごとに整備されていること 他

③ルート沿いに自転車を運搬しながら移動可能な環境を備えていること

④サイクリストが安心して宿泊可能な環境を備えていること
・ルート直近にサイクリスト向けの宿泊施設が概ね60kmごとにあること 他

⑤地域の魅力を満喫でき、地域振興にも寄与する環境を備えていること

⑥自転車のトラブルに対応できる環境を備えていること

⑦緊急時のサポートが得られる環境を備えていること
・救急車などが概ね2kmごとに到達できること 他

４．情報発信 ①誰もがどこでも容易に情報が得られる環境を備えていること
・ホームページなどで日英2か国語以上により情報発信をしていること 他

５．取組体制 ①官民連携によるサイクリング環境の水準維持等に必要な取組体制が確立されていること
22



ナショナルサイクルルートのルート設定
ナショナルサイクルルートは複数自治体を跨ぎ、主要な観光地を連絡する延長100km超のロングライドルートを想定。
ルート近傍の主要アクセスポイントである空港、鉄道駅、道の駅等に、サイクリストの受入施設となる「ゲートウェイ」を整備するこ
とが必要。

大都市

鉄道駅

道の駅

空港
P

P

アクセス
ルート

アクセス
ルート

ナショナルサイクルルート

サイクル・ステーション
（空気入れ・ボトル給
水・工具貸し出しなど）

CS

宿泊施設

CS

主要な観光地

CS

ゲートウェイ
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つくば霞ヶ浦りんりんロード

ゲートウェイ

凡例

つくば市

かすみがうら市

行方市

JR潮来駅
稲敷市

美浦村

石岡市

りんりんポート土浦

つくば霞ヶ浦りんりんロード

第１次ナショナルサイクルルート指定ルート

しまなみ海道サイクリングロード

ＪＲ尾道駅（広島県）～サンライズ糸山（愛媛県）
延長：約70km

■概要

【走行環境の整備】
■取組内容

【サイクルツーリズム推進のための取組】

JR岩瀬駅～JR土浦駅間及び霞ヶ浦湖岸一周（茨城県）
延長：約180km

■概要

【走行環境の整備】

■取組内容

【サイクルツーリズム推進のための取組】

英語，繁体字に
対応したマップ、
観光情報も充実

りんりんスクエア土浦（ゲートウェイ）
茨城県が主体となって、土浦市と連携し整備した全
国初の鉄道駅直結サイクリング拠点（2018.3.29開業）

ビワイチ

りんりんポート土浦（ゲートウェイ）
サイクリング拠点「りんりん
ポート土浦」（2019.3.30開業）

サイクルオアシス

しまなみサイクルトレイン（JR四国）

尾道駅 おのたびゲート
（ゲートウェイ）

ONOMICHI U2(サイクリスト専用ホテル)

（矢羽根とルート案内）

車道の路側に推奨ルートを明示する
ブルーラインと路面標示を整備

今治駅 （ゲートウェイ）

走行環境の整備及びサイクルツーリ
ズム推進に向けたソフト施策の取組
が一定程度進んでいる、下記の３
ルートを指定。

琵琶湖

米原駅

大津市

近江八幡市

守山市

彦根市

長浜市

凡 例

ビワイチ

ゲートウェイ

琵琶湖岸一周（滋賀県）
延長：約190km

■概要

【走行環境の整備】
■取組内容

【サイクルツーリズム推進のための取組】

湖上交通活用例
（守山市 漁船タク
シー）

米原駅ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ
（ゲートウェイ）

マップ（日・英・中（繁）３言語版を作成）

サイクルサポートステーション
（トイレ・ポンプ貸出、休憩所等）

矢羽根設置例案内看板設置例

凡 例

しまなみ海道サイクリングロード

ゲートウェイ

大島

大三島

伯方島

生口島

因島

向島

JR今治駅

山陽新幹線

JR新尾道駅

今治市

尾道市

JR呉線

サンライズ糸山
（今治市ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ）

JR尾道駅

尾道港
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７．交通安全教育の推進
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交通安全教育の推進

デンマークでは、小学校入学前から、自転車に乗ることの楽しさを感じながら、
楽しく効果的に、公道で走行する際に必要な技能を段階的に習得することを目的
に、自転車ゲームを活用した自転車安全教育が実施されている。

〇国内導入例

京都市自転車安全教育プログラム「キックバイクを用いた子ども自転車教育」

◇ねらい

・自転車デビューを迎える幼児期に，自転車に乗
るための基本となる能力の習得

・バランス感覚などの運動能力に加え，ぶつからな
いように他者を思いやる気持ち等を養成。

・楽しく，より実践的に教える。

◇内容

・自転車の基本的な運転操作をゲーム感覚で実施
・ボールにあたらないように止まる（危険回避の練

習）。

・前の人との距離を考えて，ぶつからないように乗
る（他者への配慮の練習）。

・ 両足をあげて，地面にできるだけ足がつかない
ように走行（バランス感覚の練習）。 など

（出典）京都市
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８．地方版自転車活用推進計画
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地方版自転車活用推進計画の策定

○地方公共団体に対して、地方版自転車活用推進計画を検討する際の手順や策定手法
を取りまとめた「地方版自転車活用推進計画 策定の手引き（案）」を策定し、周知。

○令和元年12月31日までに41自治体が策定済み。また、今年度末までに58自治体が策
定予定。

■地方版自転車活用推進計画 策定の手引き（案） ■令和元年12月31日までに計画策定済みの自治体

都道府県 計画策定済

北海道 北海道、石狩市

山形県 山形県、寒河江市

茨城県 茨城県、石岡市

栃木県 宇都宮市

群馬県 群馬県

千葉県 千葉市

東京都 東京都

神奈川県 横浜市

山梨県 山梨県

長野県 長野県、

岡谷市・諏訪市・下諏
訪町（※）

新潟県 新潟市

石川県 加賀市

岐阜県 岐阜県

富山県 富山県

都道府県 計画策定済

静岡県 静岡県

愛知県 豊橋市、一宮市

滋賀県 滋賀県

京都府 京都市

大阪府 大阪府、守口市、大阪
市、堺市

和歌山県 和歌山県

岡山県 岡山県

広島県 広島県

山口県 山口県

徳島県 徳島県

香川県 香川県

愛媛県 愛媛県

福岡県 福岡県

長崎県 長崎県、南島原市

大分県 大分県

宮崎県 宮崎県

（※）2市1町による共同策定、赤字は今年度策定自治体 28



地方版自転車活用推進計画の位置付け等

■地方版推進計画策定の位置付け

各地方公共団体における自転車政策に関する最上位の計画として位置付ける。

地方版推進計画においては、施策内容やその実施場所、推進主体、実施スケジュールな
どをできるだけ具体的に記載する。

計画の策定に当たっては、関係する部局や団体などが連携することにより、計画の実
現・実行可能性を高める。

■地方版推進計画の策定主体

地方版推進計画の策定主体は、都道府県及び市区町村となる。

なお、設定する目標や推進すべき施策の内容によっては、隣接都道府県や域内の市区町
村と共同策定することも考えられるため、それらを考慮した上で、策定主体を決定する。
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検討体制、策定手順

住民等意見の反映や合意形成をスムーズに行うために、有識者を含む協議会の開催や、
アンケート等を実施し、様々な意見を計画に反映するとともに、検討結果に対するパブ
リックコメント等を実施する。

計画の検討状況は住民等に適宜情報提供する。

※なお、住民を対象としたアンケートや市民
モニターの活用等に より、合意形成が十
分に図られうる場合においては、必ずしも
この手順にとらわれる必要はない。

■策定手順
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計画の構成

国の推進計画の構成を参考とし、地方版推進計画の構成を検討する。

下記に計画の標準的な構成（例）を示すが、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。

なお、計画の記載内容については、各策定主体の判断により決定するものであり、基本
的な方針のみを示す基本計画と、詳細な施策まで示す実施計画を分割し、策定すること
も考えられる。

【地方版推進計画の構成（例）】
（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

※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
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計画の基本的な考え方

（1）計画の目的・区域・期間、計画の位置付け

1)  計画目的の設定
国の推進計画の目標、基本的な考え方を踏まえ、各地方公共団体の抱える課題や有する地

域特性・地域資源を活かした自転車活用の方向性として検討する。

2)  計画区域の設定
自転車利用の状況を把握し、その課題を整理するとともに、地域の関連計画、まちづくり

の観点を考慮の上、対象エリアを検討する。
なお、地方版推進計画は、地域の実情に合った計画とすることが重要であるため、地域の

生活圏や広域観光圏などを踏まえた上で、都道府県境や市町村境を跨ぐエリアや、都道府
県内の一部のブロックを対象区域とすることも可能である。

3)  計画期間の設定
地方版推進計画の計画期間については、国の推進計画との整合を図り2020年度とする、

もしくは、より⾧期の期間を設定することが望ましい。その際、地方公共団体における関
連計画の計画期間も踏まえて設定することも考えられる。

※国の推進計画では、自転車の利用を拡大する上で、自転車が安全で快適に通行できる空間の整備や交通安全の確保等の課題は、いずれも一
朝一夕に達成することは容易ではなく、⾧期的な視点に立った着実な取り組みが求められることから、⾧期的な展望を視野に入れつつ、
本計画と関連を有し、2020年度を計画期末とする「交通政策基本計画」（2015年2月13日閣議決定）等の各種計画との連携を図り、
2020年度までを計画期間としている。
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計画の基本的な考え方②

4)  計画の位置付けの整理
a.  国の推進計画及び地方版推進計画との関連
都道府県は、国の推進計画を勘案するとともに、周辺の地方版推進計画との整合を図り計

画を定める必要がある。

市町村は、国の推進計画及び都道府県の地方版推進計画を勘案するとともに、地域の実情
に応じて、周辺の地方版推進計画との整合を図る必要がある。

b.  自転車に関する既存計画との関連
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に基づく

「自転車ネットワーク計画」及び地域のニーズに応じた駐輪場
整備計画を、地方版推進計画内に位置付けることを検討する。

その際、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の
総合的推進に関する法律に基づく「自転車等の駐車対策に
関する総合計画」が既に策定済みである場合には、整合性に留意する。

また、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。

自転車
ネットワーク計画

地域のニーズを
踏まえた

駐輪場整備計画

地方版自転車活用推進計画

（都道府県が策定する計画は、市町村が計画を策定する際のベースとなることに留意し、
市町村の意見を反映した計画とすることが望ましい。）
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計画の基本的な考え方③

５)  計画目標の設定方法
地域の関連計画や、自転車に関する現状・課題を踏まえるとともに、国の推進計画の目

標を勘案した上で設定する。

なお、目標設定に関しては、地域ごとに設定すること、テーマ別（交通安全編、観光編
など）に設定することも考えられる。

参考:国の推進計画における自転車の活用推進に関する目標
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
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
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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計画の推進体制、フォローアップ
計画の推進体制、計画のフォローアップ及び見直し方法
1)  計画の推進体制
指標達成のため、関係部署、関連団体が緊密に連携して施策の推進を図る。
地方版推進計画に関連する施策は多岐にわたり、関連部局も多く存在するため、地方版推

進計画の進捗を把握するための協議会を設置し、推進状況を共有する。

2)  計画のフォローアップ及び見直し方法
a.  計画のフォローアップについて
必要に応じて有識者等の助言を受けつつ、毎年度当初に、各施策の進捗状況等に関する

フォローアップを実施し、その結果を公表する。
フォローアップを行うに当たっては、できる限り、地域における指標を設定する。
指標設定に当たっては、必要に応じて、客観的かつ定量的な指標の活用も考慮し、指標の

項目については、自転車交通に関するものに限らず、地域の実情に応じて社会、環境等、
幅広い項目を設定することが考えられる。

b.  計画の見直しについて
計画期末までに、施策の効果に関する評価を行うとともに、社会情勢の変化等を踏まえて、

計画の見直しを行う。

※なお、計画推進に関する体制として参画する構成メンバーは、計画策定時の協議会構成メンバーと同一とすることも考えられる。

※なお、国の推進計画に示された指標と同じ指標を設定する際には、指標の定
義について整合を図る。

※なお、国の推進計画、及び、各地方公共団体が属する都道府県の地方版推進計画において改定がなされた場合には、改定内容と当該計画の
記載内容との整合性を確認した上で、必要に応じて各計画の見直しを検討する。 35



地方版自転車活用推進計画の例（愛媛県）

○愛媛県自転車新文化推進計画は、自転車新文化の更なる拡大・深化に向けて、新たな取組みを
含めた自転車の活用を総合的かつ計画的に推進するため、基本となる目標を設定するもの。

○愛媛県自転車活用推進計画策定検討委員会にて検討を行い、パブリックコメントを実施の上、策
定。

１ 計画の趣旨

２ 計画区域（愛媛県全体）

３ 計画期間（2022年度まで）

４ 目標と実施すべき施策
(1) 目指すべき姿（瀬戸内しまなみ海道を

誰もが訪れたい地域へ、等）
(2) 現状
(3) 課題(自転車利用の普及・拡大、等)
(4) 基本政策と取組方針（5目標と17施策）

５ アクションプログラム（2022年度までに講じる
具体的な措置）

６ 自転車の活用の推進に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するために必要な事項

(1) 関係者の連携・協力
(2) 計画のフォローアップと見直し
(3) 調査・研究、広報活動等

７ 愛媛県自転車新文化推進計画アクションプログラム

８ 先進的なサイクリング環境の整備を目指すモデ
ルルート

計画の章立て

目標１ 県民みんながつくり・育てるサイクリングパラダイス
①自転車利用の普及・拡大 ②愛媛マルゴト自転車道の推進
③E-BIKEえひめの推進 ④タンデム自転車等の普及

目標２ 交流人口の拡大による地域活性化
①ブランド力の向上と魅力発信
②受入環境・おもてなし態勢の整備
③公共交通機関と連携した二次交通等の充実
④おもてなし人材の育成
⑤ｻｲｸﾘﾝｸﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ四国の実現をはじめとする広域連携の推進

目標４ シェア・ザ・ロードの精神に基づく自転車の安全利用

①自転車安全利用の普及・啓発 ②ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等への普及・啓発
③自転車安全利用に係る指導者の育成
④ライフステージに応じた自転車安全教育の充実

目標３ 歩行者・自転車にやさしいまちづくり

①自転車を活かした都市環境の形成
②自転車通行空間の計画的な整備

目標５ サイクルスポーツの振興

①参画人口の拡大及び選手・指導者の育成による競技力向上

②全国規模の各種大会等誘致

目標及び施策

36



地方版自転車活用推進計画の例（諏訪湖周）

○諏訪湖周自転車活用推進計画は、諏訪湖周辺の自転車活用の一層の推進を図るための４つの
目標を掲げ、住民・関係団体・行政が連携して行う取組や、自転車ネットワークを示したもの。

○長野県の諏訪建設事務所が、岡谷市・諏訪市・下諏訪町との協働により、「自転車活用推進法」
に基づき国及び県の推進計画を勘案しつつ、計画を策定。

１ はじめに

２ 計画の目的と位置付け

３ 自転車利用に関する現状と課題（クルマ依
存、駐輪場不足、空間整備不十分、等）

４ 計画区域とネットワーク
4.1 都市交通体系における自転車の位置付け

（概ね5km以内の移動におけるもっとも
主要な交通手段）

4.2 計画区域の設定（諏訪湖周の岡谷市・諏
訪市・下諏訪町の一部）

4.3 自転車ネットワークの構築

５ 諏訪湖周の自転車活用の推進に関する目標
及び実施すべき施策（4目標、11施策）

６ 諏訪湖周の自転車活用の推進に関し講ずべ
き措置（30措置）

７ 実施スケジュールと計画の推進体制
7.1 実施スケジュール（2019年から5年）
7.2 推進体制

８ 計画のフォローアップ

計画の章立て

目標１「交通環境」：誰もが無理なく快適に利用できる諏訪湖周の
サイクリング環境の創出

①自転車通行空間の計画的な整備
②楽しく快適にサイクリングできる環境の整備
③まちづくりと連携した総合的な取り組み

目標２「健康・スポーツ・環境」：諏訪湖の自然や湖畔からの眺望
を楽しみながら、誰もが気軽に健康増進を図れるサイクリング環境
の整備

④自転車を活用した健康づくりの促進 ⑤サイクルスポーツの振興
⑥自転車を活用した環境保全

目標４「安全・安心」：自転車事故のない安全で安心な諏訪湖周の
サイクリング環境の整備

⑨自転車の安全利用の促進 ⑩学校における交通安全教育の推進
⑪自転車通行空間の計画的な整備（再掲）
⑫災害時における自転車活用の推進

目標３「観光振興」：諏訪湖周に立ち並ぶ美術館や公園などの施設
と連携したサイクリング環境の整備

⑦湖周の豊富な観光資源との連携によるサイクルツーリズムの推進
⑧諏訪湖を訪れた観光者が楽しめるサイクリング環境の創出

目標及び施策
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地方版自転車活用推進計画の例（南島原市）
島原半島と天草、熊本、阿蘇、国東とをつなぐ「九州横断サイクルルート（仮称）」を見据え、
市民や来訪者が地域の魅力をゆっくりと巡り楽しめる仕組みを創造します。

＜南島原市自転車活用推進計画より抜粋＞

「九州横断サイクルルート（仮称）」のイメージ
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防災・安全交付金における重点配分の概要

⇒踏切道改良計画に基づく事業に対して特に重点的に配分

≪子供の移動経路等の生活空間における交通安全対策≫

○通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策

○鉄道との結節点における歩行空間のユニバーサルデザイン化

○地方版自転車活用推進計画に基づく自転車通行空間整備

○未就学児が日常的に集団で移動する経路における交通安全対策

⇒ナショナルサイクルルートにおける自転車通行空間整備に対して特に重点的に配分

＜対策メニュー＞
・歩道拡幅 ・無電柱化
・踏切道の拡幅 ・ユニバーサルデザイン化

歩道幅員が狭く、段差がある道路

＜対策メニュー＞
・自転車通行空間の整備

自転車と錯綜する道路

※関係機関等との合意に基づく計画的な対策については個別補助制度により支援

○踏切道の拡幅等の踏切における事故対策

＜対策メニュー＞
・狭さく、ハンプ等の設置

抜け道として
利用されている道路

≪国土強靱化地域計画に基づく事業（防災・減災）≫

【法面対策】

＜法面法枠工＞

【冠水対策】

＜冠水被害＞

【落石・雪崩対策】

＜シェッドの整備＞

≪適確な地震対策≫

○地震時等に著しく危険な密集市街地
における道路整備(令和２年度まで)

○高速道路・直轄国道をまたぐ跨道橋の
耐震化（令和３年度まで）

○防災・減災に資する事業のうち、早期の効果発現が見込める事業

⇒ビッグデータを活用した生活道路対策に対して特に重点的に配分
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危険な密集市街地の事例

整備後のイメージ

熊本地震の事例

落橋防止構造橋脚補強

歩道橋
踏切道の拡幅

自由通路

カラー舗装

踏切の除却
（単独立体交差化など）

自転車通行空間整備

駅前広場の
ユニバーサルデザイン化

特定道路
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