
自転車の活用の推進に関し講ずべき措置について

資料２

第４回自転車の活用推進に向けた有識者会議



１．自転車通行空間の計画的な整備推進
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施策施策

①地方公共団体における自転車活用推進計画策定の支援

○ 地方公共団体における自転車活用推進計画の策定を促進するとともに、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離
された自転車通行空間の計画的な整備を促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

地方公共団体が自転車活用推進計画を策定する際の基本的な
考え方や、策定手順、参考と
なる先進的な取組事例、安全
で快適な自転車利用環境の創
出に関する考え方の要点等を
記載した「自転車活用推進計
画策定の手引き」をとりまと
め、地方公共団体へ周知する
こと等により、地方公共団体
における、自転車ネットワー
ク計画を含む自転車活用推進
計画の策定を支援する。

地方公共団体に対して、「安全で快適な
自転車利用環境創出ガイドライン」（平成
28年7月19日道路局長・交通局長通知）
の周知に努め、教育委員会、学校、PTA、
警察、道路管理者等による自転車の視点も
踏まえた通学路の安全点検の結果等も考慮
するなど、中高生の自転車通学の安全確保
を念頭に置いて自転車利用や自転車事故の
多い市街地を中心に、自転車通行空間の整
備を推進する。

路肩や交差点等自転車通行空間
の安全性・快適性の改善や、コス
ト縮減に関する事例等をとりまと
め、地方公共団体へ周知を図る。

②ガイドラインに基づく自転車通行空間の整備推進 ④自転車通行空間の事例集作成

道路交通法に基づき指定
される普通自転車専用通行
帯として運用可能な「自転
車車線（仮称）」の設置に
ついて、道路構造令に新た
に規定する。

③「自転車車線」設置に関する規定の追加

【出典：三田市】

【出典：国土交通省】

【出典：国土交通省、警察庁】

【出典：国土交通省】

＜自転車ネットワーク計画の例（兵庫県三田市）＞

＜自転車専用通行帯の例（埼玉県さいたま市）＞

＜安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン＞

＜自転車の走行性に配慮した排水構造の例
（広島県福山市）＞



【出典：環境省】

＜マイカー等からの転換のイメージ＞

(a)公共交通と組み合わせた転換例

(b)自転車単独での転換例

出発地

目的地

出発地

目的地周辺

１．自転車通行空間の計画的な整備推進
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自転車利用者の利便性向
上を図るため、自転車通行
空間の整備状況、放置自転
車禁止区域、駐輪場の位置
等を地図上に示した自転車
マップを作成するとともに、
自転車通行上の要注意箇所
や改善を要する箇所につい
て自転車利用者がコメント
を投稿できるWeb地図の在
り方について検討する。

関係する地方公共団体
と連携して、オリンピッ
ク・パラリンピック競技
大会までに、競技会場や
主要な観光地周辺の道路
において、自転車通行空
間の整備を推進する。

⑥自転車マップ作成及びWeb地図の在り方の検討

⑦オリンピック・パラリンピックに向けた自転車通行空間
の整備推進

【出典：Métromobilité Grenoble】

マイカー等からの自転
車への転換によるCO2の
削減量を把握した上で、
地球温暖化防止に向けた
自転車の利用促進に関す
る広報啓発を行う。

⑧自転車の利用促進に関する広報啓発

【出典：環境省】

【出典：東京都】

＜自転車通行空間・駐輪場・レンタサイクルスポットを表示する
WEBマップの例（フランス・グルノーブル）＞

＜オリンピック・パラリンピックに向けた自転車推奨ルートの範囲＞

自転車交通を含め、全ての交
通に対しての安全と円滑を図る
ために、道路標識や道路標示、
信号機の適切な設置や運用に努
める。

⑤道路標識・道路標示・信号機の適切な設置・運用

＜東京都港区 札ノ辻交差点＞



２．路外駐車場等の整備及び違法駐車取締りの推進
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①路外駐車場の整備等の推進

○ 路外駐車場や荷さばき用駐車スペースの整備、自転車通行空間上の違法駐車取締りの推進等により、自転車通行
空間の確保を促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

物流活動が周辺交通へ与える影響を
抑制するため、物流ニーズと物流事業
者の負担を踏まえ、関係者の理解を得
つつ、地域における荷さばきルールの
策定促進・荷さばき場や路外駐車場の
整備等の取組を進める。

利用率の低いパーキング・メーター等の撤去を検討する。

地域住民の意見・要望等を踏まえて違
法駐車の取締りに係るガイドラインを策
定、公表、見直しし、悪質性・危険性・
迷惑性の高いものに重点を置いて取締り
を行い、特に自転車専用通行帯をふさぐ
違法駐車についての取締りを積極的に推
進する。

自転車通行の安全性を向上させ
るため、自転車専用通行帯の設置
区間や自転車と自動車を混在させ
る区間では、周辺の交通実態等を
踏まえ、必要に応じて、駐車禁止
若しくは駐停車禁止の規制を実施
する。

③パーキング・メーター等の撤去の検討

⑤違法駐車取締りの積極的な推進

④駐車禁止等の規制実施

駐車監視員を活用し、駐車
違反を行った者又は違反車両
の使用者の責任を問う現行制
度を引き続き適切に推進する。

⑥駐車監視員による違反車両の確認

【出典：警察庁】

整備前 整備後

【出典：国土交通省、警察庁】

【出典：国土交通省、警察庁】

【出典：警察庁】

植樹帯の活用等による停車帯の
設置に関する弾力的な運用の在り
方について検討する。

②植樹帯の活用等による停車帯の設置に関する検討

＜ポケットローディングの実験事例（東京都練馬区）＞
＜自転車専用通行帯の駐車禁止の規制事例＞

＜パーキングメーターの撤去による自転車専用通行帯整備事例（横浜市）＞
＜違法駐車の確認（イメージ）＞

＜違法駐車の取締り重点地域例＞

施策施策

＜荷捌き停車帯と通行空間の整備例（盛岡市）＞



３．シェアサイクルの普及促進
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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

○ シェアサイクルと公共交通機関との接続強化や、サイクルポートの設置促進等により、シェアサイクルの普及を
促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

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、コンビニ等の民有地へのサイクル
ポート設置の在り方について、関係者と
連携しつつ検討する。

シェアサイクルの普及促進のため、関係府
省庁による検討会を設置し、事業の規制の必
要性や支援の在り方等について検討する。

地方公共団体ごとに構築されている
シェアサイクルの貸出・返却システム
の共同化について検討する。

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、決済にあたって交通系
ICカードのワンタッチ利用が可能となるよ
う、関係機関に対して運用改善を要請する。

鉄道駅等の周辺においてサイクルポート
の設置を推進するとともに、関係機関に対
してサイクルポートの案内サイン設置を要
請する。

①シェアサイクル事業の規制・支援の在り方の検討 ⑤貸出・返却システム共同化の検討

⑥交通系ICカードによる利用に向けた運用改善

③鉄道駅周辺へのサイクルポート設置の推進 インターネット等の経路検索
の対象となるよう、シェアサイ
クル関連情報の定型化について
検討する。

⑦経路検索の対象化に向けた検討

関係する地方公共団体と連携し、オリン
ピック・パラリンピック競技大会までにサ
イクルポートの高密度化、駅等の拠点にお
ける貸出自転車の重点配備を実施する。

⑧オリンピック・パラリンピックに向けた重点配備

【出典：金沢市・まちのり事務局】

2015.2.18

＜ターミナル駅の大規模ポート（イギリス・ロンドン）＞

＜駅出口への設置（江東区 豊洲駅）＞

＜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）＞

＜シェアサイクルを含んだ経路検索検索アプリ（フランス・パリ）＞

＜金沢市と川越市の相互利用＞

経路探査に利用する
交通機関を選択
・地下鉄
・バス・トラム
・シェアサイクル（Velib’)

公共交通を補完する交通システムとして、
シェアサイクルの安全性及び快適性を向上する
ために、サービス提供エリアにおける自転車通
行空間の整備を促進する。

④サービス提供エリアにおける自転車通行空間の整備促進

＜ポート近くの自転車通行空間の整備事例（札幌市）＞

＜公開空地への設置（横浜市）＞

施策施策



４．地域のニーズに応じた駐輪場の整備推進
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①路上への駐輪場設置の促進に向けた検討

○ 地方公共団体と鉄道事業者の連携を強化すること等により、地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備を推進する。

講ずべき措置講ずべき措置

路外への駐輪場設置を推進するとともに、路上への駐輪場設
置の促進を図るため、占用時の幅員等、占用許可基準の運用の
在り方について検討する。

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
に関する法律第5条第2項における、「鉄道事業者は鉄道駅の周辺
における自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう、地方公共
団体や道路管理者から協力を求められたときは、用地提供等によ
り、駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。」という
規定に基づき、引き続き、
鉄道事業者の積極的な
協力を求めていくと
ともに、地方公共団体等
からの要望に応じ、
国としても、地方公共団
体等と鉄道事業者との
協議に参画し、個別事案
の解決に向けた
指導・助言を行う。

③鉄道事業者への積極的な協力の要請

＜路上駐輪施設の例 左：愛媛県松山市 右：東京都中央区＞

自転車と公共交通の結節点となる鉄道駅等の周辺をはじめとし
た、地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備や利用率向上に向け
た取組みについてとりまとめ、地方公共団体等へ周知する。

②ニーズに応じた駐輪場の整備事例等の周知

＜小規模分散型の駐輪施設の整備事例（福岡県福岡市）＞
【出典：国土交通省】

福岡市天神地区の例

駐輪場（地下鉄天神駅前）

【出典：国土交通省】

＜鉄道事業者による駐輪場への用地提供の状況＞
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多様な自転車の駐輪ニーズに対応す
るため、業界団体によるサイクルラッ
クに関する技術基準の見直しを進める
とともに、地方公共団体等に対して周
知を図る。

④サイクルラックに関する技術基準の見直し

＜電磁ロック式サイクルラック＞

施策施策



５．自転車のIoT化の促進
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○ 社会実験等を踏まえて、駐輪場やシェアサイクルの運営、放置自転車対策等の効率化に向けて自転車のIoT化を
促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

駐輪場やシェアサイクルの運営、
放置自転車対策等の効率化に資す
るよう、全国で統一的な運用が可
能なICタグの導入について社会実
験等を行いながら検討する。

自転車の利用実態の把握等
による効率的な自転車ネット
ワーク計画の策定を促進する
ため、情報通信技術の活用に
よる情報の収集やその利用方
策について調査・研究を行う。

①全国統一のICタグ導入の検討 ③情報通信技術の活用方策に関する調査研究

【出典：走行履歴データを用いたコミュニティサイクル利用者の都心回遊行動の分析
（日本都市計画学会関西支部研究発表会）】

GPSデータを用いて、シェアサイクルの移動実績をプロット

＜IＣタグを採用した駐輪場（滋賀県草津市）＞

②シェアサイクルの自転車再配置へのIoT技術の活用

IoT共通基盤技術の研究
開発と、同技術を活用し
たシェアサイクルにおけ
る自転車の再配置への適
用に関する検証を実施す
る。

再配置 再配置

IoT共通基盤にて正規化さ
れた天気(晴/雨)、サイクル
シェア利用データを用いて
再配置シナリオを生成

再配置シナリオを基づく
自転車の再配置の有効性を検証

＜シェアサイクルにおける自転車の再配置イメージ＞

施策施策



地域公共交通網形成計画

立地適正化計画

６．まちづくりと連携した総合的な取組の実施
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①まちづくりと連携した自転車施策の推進

○ 歩行者・自転車中心のまちづくりと連携し、生活道路における通過交通の抑制や無電柱化と合わせた自転車通行
空間の整備についての総合的な取組を実施する。

講ずべき措置講ずべき措置

地方公共団体が策定する
自転車活用推進計画に基づ
き、コンパクトシティ形成
の取組やまちづくりと連携
した自転車通行空間の整備
や駐輪場の整備、シェアサ
イクルのサイクルポートの
設置等が進むよう、技術的
な支援を実施する。

歩行者・自転車中心のまちづくり
と合わせ、道路管理者と都道府県公
安委員会が連携して、自動車の速度
抑制や通過交通の進入抑制を図る
「ゾーン30」の整備や、狭さくの
設置等、ハードとソフト両面から交
通安全対策を実施するとともに、こ
れらの取組に関する事例等をとりま
とめ、地方公共団体に対して周知を
図る。

無電柱化を推進し、生活道路における安
全で快適な自転車通行空間の確保を図るた
め、地方公共団体や電線管理者に対して、
無電柱化に関するノウハウを普及するため
の、マニュアルの周知や研修等を実施する。

②生活道路における交通安全対策の実施

③無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備

【出典：国土交通省】

コンパクトシティ＋ネットワーク

狭さく

ゾーン30

【出典：国土交通省、警察庁】

＜無電柱化と合わせた通行空間の
整備例（愛媛県松山市）＞

施策施策



７．国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進
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①競技施設整備に対する支援の在り方に関する検討

○ 自転車競技の普及・振興に向け、国際規格に合致した自転車競技施設の整備等を促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

国際規格に合致した競技施設の整備に対
する国としての支援の在り方に関する検討
を行う。

＜伊豆ベロドローム（静岡県）＞ ＜国営ひたち海浜公園BMXコース（茨城県）＞

施策施策



８．サイクルスポーツ振興の推進
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①既設競輪場や公園等の有効活用の促進

○ 公道や公園等の活用により、安全に自転車に乗れる環境の創出を促進し、幅広い年齢層におけるサイクルスポー
ツの振興を推進する。

講ずべき措置講ずべき措置

サイクルスポーツを身近で慣
れ親しめるよう、関係者に協力
を要請することにより既設競輪
場の市民への開放や、公園等の
有効活用等を促進する。

障害の有無にかかわらず、自転車の多様性も踏まえ、誰もが
安全に自転車を楽しめるよう、走行環境の在り方等について検
討する。

タンデム自転車について、各地域
の道路交通環境等を踏まえ、安全性
が確保される場合には公道走行につ
いて検討するよう、都道府県警察に
働きかける。

②多様な自転車の走行環境の在り方に関する検討

③タンデム自転車の公道走行に関する検討

＜多様な自転車が走行できる通行空間（オランダ・アムステルダム）＞

【出典：大宮競輪場 HP】

＜ IATSS障がい児向け自転車トレーニングWS
（愛媛県・松山市）＞＜競輪場の子供たちへの開放＞

施策施策



９．自転車を活用した健康づくりの推進

10

①自転車活用による健康増進に関する広報啓発

○ 国民の健康に関する理解力を底上げし、自転車を利用した健康づくりに関する広報啓発を推進する。

講ずべき措置講ずべき措置

国民全体が人生の最後まで元気に健
康で楽しく毎日が送れることを目標と
した、「スマート・ライフ・プロジェ
クト」において、その施策活動の一部
として、運動習慣者の割合の増加を達
成するため、自転車を活用した健康づ
くりに関する広報啓発を推進する。

地方公共団体等と連携し
て、個人や一定の地域等に
おいて、自転車活用による
健康増進や医療費に与える
影響等に関する国内外の科
学的知見の収集や、国内に
おける自転車の活用による
医科学的効果に関する調査
研究を進める。

サイクルツーリズムを推進す
る地方自治体・企業・団体等に
対して、ウェルネスツーリズム
やヘルスツーリズムにつながる
ような、自転車を活用した健康
コンテンツと観光を連携した事
業の導入、広報活動について、
検討及び実施を働きかける。

地域におけるスポーツクラブ
等において自転車を活用してい
る好事例の情報収集及び展開方
法等について検討する。

④健康増進効果に関する調査研究

②健康増進と連携した観光事業の促進

③自転車活用による健康増進の好事例の収集・展開

【出典：厚生労働省】

【出典：（㈱シマノ、 ㈱フジクラ）】

【出典：（一社）ルーツ・スポーツ・ジャパン】

【出典：文部科学省】

＜温泉ライダーin加賀温泉郷＞

⑤まちづくりと連携した自転車施策の推進（再掲6-①）

⑥生活道路における交通安全対策の実施（再掲6-②） ⑦無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備（再掲6-③）

<スマート・ライフ・プロジェクト>

＜自転車通勤ウェルネスプログラム＞

＜地域スポーツクラブにおけるマウンテンバイク大会の様子＞

施策施策



10．自転車通勤等の促進

11

○ 企業等への呼びかけ等により、自転車通勤等を促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

企業活動における自転車通勤や業
務利用を拡大するため、「自転車通
勤推進企業」宣言プロジェクト（仮
称）を創設し、支援の在り方につい
て検討する。

②「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクトの創設

国の機関において、自転車通勤者
や庁舎への来訪者のために必要な駐
輪場を整備するとともに、シェアサ
イクル事業者によるサイクルポート
の設置に協力する。

③国の機関における駐輪場の整備

関係府省庁および関係機関が連携し、協議会を設置した上で、
自転車通勤に関する課題（通勤手当の支給や、通勤災害への対応、
駐輪場や更衣室の設置等）について検討するとともに、自転車通
勤導入に関する手引きを作成すること等により、通勤における自
転車利用拡大のための広報啓発を実施する。

①自転車通勤拡大のための広報啓発

【出典：国土交通省】

【出典：NPO法人ポロクル】

＜合同庁舎にシェアサイクルポートを設置した例（札幌市）＞＜市主催の自転車通勤促進のためのセミナー（豊橋市）＞
【出典：豊橋市】

施策施策



11．国際的なサイクリング大会等の誘致

12

①国際会議の開催誘致

○ 関係者が連携して、自転車に関する国際会議や国際的なサイクリング大会等の誘致を推進する。

講ずべき措置講ずべき措置

自転車の活用に関するポータルサイトを開設し、海外向け情報
発信を強化すること等により、地方公共団体等と連携して、自転
車に関する国際会議の誘致・開催に向けた検討を行う。

国際的なサイクリング大会開催を希望する地方公共団体と連
携し、国としての支援の在り方に関する検討を行う。

②国際的なサイクリング大会に対する支援の在り方の検討

<Velo-City GLOBAL 2016(台湾・台北） > <さいたまクリテリウム>

施策施策



12．世界に誇るサイクリング環境の創出

13

①官民連携による先進的なサイクリング環境の整備

○ 官民が連携した走行環境の整備や、サイクルトレインの拡大等によるサイクリストの受け入れ環境の整備等によ
り、世界に誇るサイクリング環境を創出し、サイクルツーリズムを推進する。

講ずべき措置講ずべき措置

太平洋岸自転車道等を対象として、
先進的なサイクリング環境の整備を目
指すモデルルートを設定し、関係者等
で構成される協議会において、迷わず
安全に走行できる環境整備、自転車の
メンテナンスサービスの提供等サイク
リストの受入環境整備、ガイドツアー
の質の向上等滞在コンテンツの磨き上
げ等による魅力づくり、ＩＣＴを活用
した情報発信を行う等、官民が連携し
て世界に誇るサイクリングロードの整
備を図る。

大規模自転車道を含めた、広域的なサ
イクリングロードの整備を推進する。そ
の際、サイクリングロードの安全性や連
続性を確保するため、農道や臨港道路を
含む道路管理者及び河川管理者等からな
る横断的協議機関の設置を促進するとと
もに、歩行者と自転車の交錯等の安全性
に関する課題等について検討する。

鉄道事業者やバス事業者が実施するサ
イクルトレイン、サイクルバスの取組事
例、方法等を集約し優良なものを選定し
た上で、ベストプラクティスの共有を行
うとともに、自社路線におけるサイクル
トレイン、サイクルバスの実施について
検討を促す。

道の駅のサイクリング拠点化
や、鉄道駅や空港におけるサイ
クリストの受入サービスの充実
に向けて、施設管理者等の関係
者に対して協力を要請する。

②広域的サイクリングロードの整備推進

④好事例の共有によるサイクルトレイン等の実施拡大

⑤交通結節点等におけるサイクリスト受入サービスの充実

＜サイクリング専用列車B.B.BASE＞

【出典：松山空港HP 】

日本を代表し、世界に誇りうるサ
イクリングルートについて国内外へ
PRを図るため、ナショナルサイクル
ルート（仮称）の創設に向けて、イ
ンバウンドにも対応した走行環境や、
サイクリングガイドの養成等受入れ
先として備えるべき要件、情報発信
の在り方等について検討する。

③「ナショナルサイクルルート」の創設

【出典：JNTO JAPAN：the Official Guide】

< しまなみ海道 >

【出典：静岡市HP】

<太平洋岸自転車道 >

【出典：茨城県HP】

<つくば霞ヶ浦りんりんロード>

< 空港内のサイクリスト受入施設 >

施策施策



13．安全性の高い自転車普及の促進

14

①自転車の安全基準の在り方に関する検討

○ 自転車が備えるべき安全性に関する品質基準について、国民に分かりやすく示し、高い安全性を備えた自転車の
普及を促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

ＪＩＳ規格とＩＳＯとの整合化作業を進め
つつ、ＪＩＳをベースとしたＳＧ基準やＢＡ
Ａとの関係の在り方について検討する。併せ
て、これらの規格等に関し、試買テストの結
果を含め、消費者が容易に理解できるような
情報提供の在り方についても検討する。

消費者が安全に自転車を利用
できるよう、自転車の事故情報
等の収集を行い、必要に応じて、
独立行政法人国民生活センター
による商品テストを行い、その
結果等も活用しつつ、消費者へ
自転車の安全な利用に向けた広
報啓発等を行う。

自転車の積載制限について各地
域の道路交通環境等を踏まえ、安
全性が確保される場合には見直し
を検討するよう、都道府県警察に
働きかける。

②消費者の安全な自転車利用につながる広報啓発

③自転車の積載制限に関する検討

【出典：独立行政法人 国民生活センターＨＰ】

＜電動アシスト自転車の商品テスト＞

施策施策

【出典：東京都自転車安全利用指針（H25.12改定）】

＜自転車の積載方法・重量の制限＞



14．自転車の点検整備の促進

15

②自転車技士・自転車安全整備士の受験要件等に関する検
討

○ 自転車の安全な利用に寄与する人材の知識・技術の向上を促進し、より安全な自転車の点検整備を促進するため
の広報啓発等の取組を促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

自転車技士及び自転車安全整
備士の能力向上と受験者の負担
軽減に向けて、受験要件の緩和
等について検討するよう働きか
ける。

一般財団法人日本車両検査協会が実施
する自転車技士や公益財団法人日本管理
技術協会が実施する自転車安全整備士に
係る資格試験への支援を行うとともに、
交通安全教育の機会等を活用した広報啓
発を推進する。

①自転車技士・自転車安全整備士制度への支援等

【出典：日本車両検査協会HP】【出典：日本交通管理技術協会HP】

＜自転車技士の試験状況（北海道）＞＜自転車安全整備店のマーク等＞

施策施策



15．自転車の安全利用の促進

16

①自転車安全利用五則の活用等による通
行ルールの周知

○ 国民の交通安全意識の向上に資する広報啓発活動の推進や、自転車利用者に対する指導・取締りの重点的な実施
により、自転車の安全な利用を促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

地方公共団体や民間団体等とも連携し、「自
転車安全利用五則」を活用する等により、全て
の年齢層の利用者に対する自転車の通行ルール
等の周知を図る。

交通事故の被害を軽減するため、国や地方
公共団体が行う様々なイベント等の機会を活
用して、通勤・通学時を始めとした自転車利
用時におけるヘルメット着用の促進に向けた
広報啓発を図る。

一定の違反行為を反復して行った自転車運
転者を対象とした自転車運転者講習制度の着
実な運用を図る。

自転車の安全利用について、全国
交通安全運動における実施要綱の推
進項目に盛り込む等、国民の交通安
全意識の向上を図るための広報啓発
に努める。

交通安全啓発に関するボランティア等に
対する講習会等を開催し、自転車の安全利
用を含めた交通安全に関する指導技術の向
上等を図る。

③ヘルメット着用の促進に向けた広報啓発

④自転車運転者講習制度の着実な運用

②交通安全意識向上を図るための広報啓発 ⑤交通安全に関する指導技術の向上

高齢者の自転車事故を防止しつつ、社会
参加の機会を確保するため、自転車イベン
ト等において、シミュレーターを活用した
高齢者向けの交通安全教室を引き続き実施
する。

⑥高齢者向けの交通安全教室の実施

【出典：警察庁】
【出典：警察庁】

【出典：愛媛県ＨＰ】

【出典：内閣府】

【出典：ブリジストンHP】

＜シニア向け自転車交通安全講習会
での自転車シミュレーター＞

施策施策

【出典：警察庁】



17

⑦自転車通行空間の整備に合わせた通行ルールの
広報啓発

自転車通行空間の整備に合わせ、
整備形態に応じた自転車の通行ルー
ル等について地域住民への広報啓発
に努める。

自転車の交通ルール遵守について、
国民の手本となるよう、国及び地方
公共団体の所属職員に対して、自転
車通行ルール等の周知を図り、ルー
ルの遵守について指導を徹底する。

道路標識や道路標示の意味につい
て学科教習で教育を行うほか、地域
の実情に応じ、路上教習や路上試験
で自転車専用通行帯のある道路を走
行するなどの教育を引き続き行って
いく。

⑧公務員に対するルールの遵守の徹底

⑨自動車教習所における教育の実施

⑩高齢者をはじめとする多様なニーズに関する自転車製
品の開発

高齢者の安全・安心な自
転車走行をはじめとする自
転車に対する多様なニーズ
に関し、民間企業等が、
ニーズ発掘、製品開発等を
行うことを支援する。

＜道路管理者による啓発活動（国土交通省・世田谷区）＞

15．自転車の安全利用の促進

＜TRIKE  CARRY
前輪２輪電動
アシスト自転車
（豊田ＴＲＩＫＥ（株））＞

＜リヤカー付３輪
電動アシスト自転車

（ヤマハ発動機（株）、
ヤマト運輸（株））＞

＜市役所職員に対するルールの周知（埼玉県幸手市＞

＜自転車専用通行帯の設置された道路を走行する自動車＞

自転車が関係する交通事故の発生状況、地
域住民の苦情・要望の状況等を踏まえて自転
車指導啓発重点地区・路線を選定し、当該地
区において重点的に、自転車利用者の無灯火、
二人乗り、信号無視、一時不停止等に対し指
導警告を行うとともに、悪質・危険な違反に
対して検挙措置を講ずる。

⑪自転車指導啓発重点地区・路線における重点的な
取締りの実施

【出典：警察庁】
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地域交通安全活動推進委員、ボ
ランティア、地方公共団体、関係
機関・団体、地域住民等において、
違反行為を防止するため、指導啓
発活動を推進するとともに、警察
による交通違反に対する指導取締
りを進める。

⑬地域交通安全活動推進委員等による指導啓発活動の推進

【出典：福岡県警HP】

リヤカーを牽引する自転車
に対して、歩道通行が認めら
れていない等の交通ルールを
周知徹底するとともに、悪
質・危険な交通違反に対して
は取締りを行う。

⑫リヤカー牽引自転車への交通ルールの周知徹底

15．自転車の安全利用の促進

＜自転車による宅配便の配送（東京都）＞



16．学校における交通安全教育の推進

19

①交通安全教室の講師へ向けた講習会開催

○ 自転車を含む交通安全教育を推進するため、学校における交通安全教室の開催等を推進する。

講ずべき措置講ずべき措置

都道府県に対し、交通安全
教室等の講師となる教職員等
へ向けた講習会開催を支援す
るとともに、指導の参考とな
る資料を周知する。

小中高校生を対象として、生徒
の発達段階に応じた自転車の安全
利用に関する海外の効果的な交通
安全教育の実践方法や事例等を関
係機関へ周知する。

教育委員会、学校、PTA、警察、
道路管理者等により、自転車の視点
も踏まえた通学路の安全点検を行う
よう、関係機関へ周知する。

②交通安全教育の海外先進事例等の周知

③自転車通学・通行の視点を踏まえた通学路の安全点検の
実施

【出典：国土交通省】

【出典：内閣府ＨＰ 】

＜自転車交通試験の様子（ドイツ）＞

＜安全利用を促す指導員の育成＞

【出典：日本交通安全教育普及協会ＨＰ 】

＜歩行者と自転車が分離された通学路＞

施策施策

④自転車通行空間の整備に合わせた通行ルールの
広報啓発（再掲15-⑦）



１7．自転車通行空間の計画的な整備推進（１の再掲）

20

施策施策

①地方公共団体における自転車活用推進計画策定の支援
（再掲1-①）

○ 地方公共団体における自転車活用推進計画の策定を促進するとともに、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離
された自転車通行空間の計画的な整備を促進する。

講ずべき措置講ずべき措置

②ガイドラインに基づく自転車通行空間の整備推進
（再掲1-②）

③「自転車車線」設置に関する規定の追加（再掲1-③）

④自転車通行空間の事例集の作成（再掲1-④）

⑥自転車マップ作成及びWeb地図の在り方の検討
（再掲1-⑥）

⑦オリンピック・パラリンピックに向けた自転車通行空間
の整備推進（再掲1-⑦）

⑤道路標識・道路標示・信号機の適切な設置・運用
（再掲1-⑤）
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①災害時における自転車活用に関する検討

○ 危機管理体制を強化する等、災害時における自転車の活用を推進することにより、地域社会の安全・安心の向上
を図る。

講ずべき措置講ずべき措置

被災状況の把握や住民の避難
等、災害時における自転車の活
用に関する課題や有用性につい
て検討するとともに、国土強靱
化基本計画の見直しに際し、大
規模災害発生時における自転車
活用について位置づけるなど、
必要な措置を講じる。

災害時における道路そ
の他の被災状況の迅速な
把握のため、全国の国道
事務所等において自転車
を配備し、訓練を重ねる
等により危機管理体制を
強化する。

②国道事務所等への自転車配備による危機管理体制の強化

＜道路管理における緊急点検用自転車の配備＞

【出典：国土交通省】

＜自転車による避難訓練（三沢市立第三中学校）＞

【出典：（一財）青森県教育厚生会HP】

施策施策



自転車の活用推進に関し講ずべき措置（案）
目標 実施すべき施策 講ずべき措置

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

１．自転車通行空間の計画的
な整備推進

①地方公共団体における自転車活用推進計画策定の支援 ②ガイドラインに基づく自転車通行空間の整備推進 ③「自転車車線」設置に関する規定の追加
④自転車通行空間の事例集作成 ⑤道路標識・道路標示・信号機の適切な設置・運用 ⑥自転車マップ作成及びWeb地図の在り方の検討
⑦オリンピック・パラリンピックに向けた自転車通行空間の整備推進 ⑧自転車の利用促進に関する広報啓発

２．路外駐車場等の整備及び
違法駐車取締りの推進

①路外駐車場の整備等の推進 ②植樹帯の活用等による停車帯の設置に関する検討 ③パーキング・メーター等の撤去の検討
④駐車禁止等の規制実施 ⑤違法駐車取締りの積極的な推進 ⑥駐車監視員による違反車両の確認

３．シェアサイクルの
普及促進

①シェアサイクル事業の規制・支援の在り方の検討 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 ③鉄道駅周辺へのサイクルポート設置の推
進 ④サービス提供エリアにおける自転車通行空間の整備促進 ⑤貸出・返却システム共同化の検討
⑥交通系ICカードによる利用に向けた運用改善 ⑦経路検索の対象化に向けた検討 ⑧オリンピック・パラリンピックに向けた重点配備

４．地域のニーズに応じた駐
輪場の整備推進

①路上への駐輪場設置の促進に向けた検討 ②ニーズに応じた駐輪場の整備事例等の周知 ③鉄道事業者への積極的な協力の要請
④サイクルラックに関する技術基準の見直し

５．自転車のIoT化の促進 ①全国統一のICタグ導入の検討 ②シェアサイクルの自転車再配置へのIoT技術の活用 ③情報通信技術の活用方策に関する調査研究

６．まちづくりと連携した総
合的な取組の実施

①まちづくりと連携した自転車施策の推進 ②生活道路における交通安全対策の実施 ③無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備

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

７．国際規格に合致した自転
車競技施設の整備促進

①競技施設整備に対する支援の在り方に関する検討

８．サイクルスポーツ振興の
推進

①既設競輪場や公園等の有効活用の促進 ②多様な自転車の走行環境の在り方に関する検討 ③タンデム自転車の公道走行に関する検討

９．自転車を活用した健康づ
くりの推進

①自転車活用による健康増進に関する広報啓発 ②健康増進と連携した観光事業の促進
③自転車活用による健康増進の好事例の収集・展開 ④健康増進効果に関する調査研究 ⑤まちづくりと連携した自転車施策の推進（再掲6-①）
⑥生活道路における交通安全対策の実施（再掲6-②） ⑦無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備（再掲6-③）

10．自転車通勤等の促進 ①自転車通勤拡大のための広報啓発 ②「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクトの創設 ③国の機関における駐輪場の整備

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

11．国際的なサイクリング大
会等の誘致

①国際会議の開催誘致 ②国際的なサイクリング大会に対する支援の在り方の検討

12．世界に誇るサイクリング
環境の創出

①官民連携による先進的なサイクリング環境の整備 ②広域的サイクリングロードの整備推進 ③「ナショナルサイクルルート」の創設
④好事例の共有によるサイクルトレイン等の実施拡大 ⑤交通結節点等におけるサイクリスト受入サービスの充実

目標４
自転車事故の
ない安全で安
心な社会の実
現

13．安全性の高い自転車普及
の促進

①自転車の安全基準の在り方に関する検討 ②消費者の安全な自転車利用につながる広報啓発 ③自転車の積載制限に関する検討

14．自転車の点検整備の促進 ①自転車技士・自転車安全整備士制度への支援等 ②自転車技士・自転車安全整備士の受験要件等に関する検討

15．自転車の安全利用の促進

①自転車安全利用五則の活用等による通行ルールの周知 ②交通安全意識向上を図るための広報啓発 ③ヘルメット着用の促進に向けた広報啓発 ④自転車運
転者講習制度の着実な運用 ⑤交通安全に関する指導技術の向上 ⑥高齢者向けの交通安全教室の実施 ⑦自転車通行空間の整備に合わせた通行ルールの広報
啓発
⑧公務員に対するルールの遵守の徹底 ⑨自動車教習所における教育の実施 ⑩高齢者をはじめとする多様なニーズに関する自転車製品の開発 ⑪自転車指導
啓発重点地区・路線における重点的な取締りの実施 ⑫リヤカー牽引自転車への交通ルールの周知徹底 ⑬地域交通安全活動推進委員等による指導啓発活動の
推進

16．学校における交通安全教
育の推進

①交通安全教室の講師へ向けた講習会開催 ②交通安全教育の海外先進事例等の周知 ③自転車通学・通行の視点を踏まえた通学路の安全点検の実施
④自転車通行空間の整備に合わせた通行ルールの広報啓発（再掲15-⑦）

17．自転車通行空間の計画的
な整備推進（１の再掲）

①地方公共団体における自転車活用推進計画策定の支援（再掲1-①） ②ガイドラインに基づく自転車通行空間の整備推進（再掲1-②） ③「自転車車線」設
置に関する規定の追加（再掲1-③） ④自転車通行空間の事例集の作成（再掲1-④） ⑤道路標識・道路標示・信号機の適切な設置・運用（再掲1-⑤）
⑥自転車マップ作成及びWeb地図の在り方の検討（再掲1-⑥） ⑦オリンピック・パラリンピックに向けた自転車通行空間の整備推進（再掲1-⑦）

18．災害時における自転車活
用の推進

①災害時における自転車活用に関する検討 ②国道事務所等への自転車配備による危機管理体制の強化
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