
令和３年１月２９日 

自転車活用推進本部 

 

次期「自転車活用推進計画｣の骨子についてアンケートを実施します 

 

１．次期「自転車活用推進計画」の骨子の本文について（別紙１、別紙２参照） 

（１）次期「自転車活用推進計画」の計画期間は、長期的な展望を視野に入れつつ、

２０２５年度まで。 

（２）現計画における４つの目標は踏襲しつつ、社会情勢の変化等を踏まえ、実施

すべき施策に新たに２項目を追加して取組を強化。 

 

２．これまでの検討状況について 

「自転車の活用推進に向けた有識者会議」を本年度これまでに３回開催してまい

りました。有識者会議における配付資料及び議事録については、以下の国土交通省

のＨＰを参照ください。 

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle-up/ 

 
３．ＷＥＢアンケートの実施について（別紙３参照） 

骨子について、インターネットによるアンケートを実施します。 
（１）実施期間：令和３年１月２９日（金）～令和３年２月７日（日） 
（２）Ｕ Ｒ Ｌ：https://questant.jp/q/MLITjitenshaANQ202101 

 
４．今後の予定について 
  今後の「自転車の活用推進に向けた有識者会議」における議論や、ＷＥＢアン
ケートの結果等を踏まえ、次期「自転車活用推進計画」に記載する具体的な措置
について検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 国土交通省道路局参事官（自転車活用推進本部事務局）菅沼、加賀谷 

電 話 ０３－５２５３－８１１１（内線 38-103、38-225） 

０３－５２５３－８４９７（直通）  

ＦＡＸ ０３－５２５３－１６２２ 

平成３０年６月に閣議決定された「自転車活用推進計画」については、計画期間

が２０２０年度までとされていることから、現在、有識者等からの意見を踏まえ

ながら次期計画の策定に向けて検討を進めているところです。 

この度、次期「自転車活用推進計画」の骨子を取りまとめましたので公表すると

ともに、今後の計画策定に向けて広く国民の皆様からの意見をお伺いするため、

本日からＷＥＢアンケートを実施します。 



次期自転車活用推進計画の骨子について

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の実現

目標２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

１．総論

（１）自転車活用推進計画の位置付け

自転車活用推進法に基づき策定する、
我が国の自転車の活用の推進に関する基本計画

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

（２）計画期間 （３）自転車を巡る現状及び課題

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．自転車の情報通信技術の活用の促進

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

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．多様な自転車の開発・普及 【新規】

16．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

17．学校における交通安全教室の開催等を推進

18．自転車通行空間の計画的な整備の促進

19．災害時における自転車の活用の推進

20．損害賠償責任保険等への加入促進 【新規】

長期的な展望を視野に入れつつ、
2025年度まで

計画改定のポイント
（近年の社会情勢の変化等）

今後、有識者会議の議論等を踏まえ、
施策ごとの具体的な措置の強化を検討。
（現計画では再掲を除き、計73）

○ 通勤・配達目的での自転車利用者も増加。
安全意識の醸成も課題。

情報通信技術の発展

○ 交通分野でもデジタル化が更に進展する可能性。
（複数の交通モードやまちづくりとの連携等）

コロナ禍における生活様式・交通行動の変容
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※観光等の移動目的とも一体化

一つのサービスとして提供
（検索・予約・決済）

MaaS (Mobility as a Service)

（au損害保険㈱ R2.7アンケート調査より）

都内の自転車通勤者のうち、
4人に1人がコロナ流行後に
自転車通勤を開始

自転車通勤の開始時期

様々なデータを収集・見える化

⇒都市・地域全体を
分野横断的に最適化

データを活用した
まちづくり

高齢化等も踏まえた「安全・安心」

目標・施策（案）

○ 自転車対歩行者の高額賠償事故が発生。一方、
保険加入促進について、都道府県等の取組も進展。
（２７都道府県で義務化・努力義務化（R2.9時点））

○ 高齢者の免許返納が増加。高齢者、障害者等にも
対応した様々な自転車の普及を更に進める必要。

前輪２輪電動アシスト自転車

※【新規】：新しく追加予定の施策

地図・地形
データ

気象
データ

交通(人流)
データ

施設・構造物
データ

エネルギー
データ

防災
データ

タンデム自転車

○ 交通事故死者数全体のうち、自転車乗用中死者数が
占める割合は増加傾向。（10.3%（H4）→13.5％（R1））

別紙１
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自転車活用推進計画 骨子 
 

 

 １．総論 

 

（１）自転車活用推進計画の位置付け 

 

○ 自転車に関して、これまで、「自転車道の整備等に関する法律」

（昭和 45 年法律第 16 号）や「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」（昭和 55年法律第 87号）

等に基づき、大規模自転車道の整備、交通事故防止対策、放置自転

車対策等を推進してきた。 

○ 自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における交通機能の

維持、国民の健康増進等を図ることなど新たな課題に対応するため、

交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、交通におけ

る自動車への依存の程度を低減することによって、公共の利益の増

進に資すること等を基本理念とする自転車活用推進法（平成 28 年

法律第 113 号）が平成 29 年５月１日に施行された。 

○ 自転車活用推進計画は、自転車の活用の推進に関する総合的かつ

計画的な推進を図るため、自転車活用推進法第９条に基づいて定め

るものであり、我が国の自転車の活用の推進に関して基本となる計

画として位置付けるものである。 

 

（２）計画期間 

 

○ 計画期間は、「長期的な展望を視野に入れつつ、2025 年度まで」

とする。 

別紙２ 
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（３）自転車を巡る現状及び課題 

 

○ 自転車は環境にやさしいモビリティであるとともに、サイクリン

グを通じた健康づくりや余暇の充実等、人々の行動を広げ、地域と

のふれあいや仲間とのつながりを持つコミュニケーションツール。 

○ 国民のライフスタイルや交通行動への新型コロナウイルス感染症

対策の影響による変化が認められる。 

○ 情報通信技術の飛躍的発展に伴い、交通分野でもデジタル化が更

に進展する可能性。 

○ 高齢化社会の進展等を踏まえ、多様な者が安全かつ快適に利用で

きる自転車の普及を更に進めることが必要。 

○ 各種の分野においても、自転車をとりまく状況や課題は、以下のよ

うに多様化している。 

 

（都市環境） 

・家庭から排出されるＣＯ２の約３割が自動車から排出されており、

地球温暖化や渋滞対策として短中距離の自動車利用から自転車

利用への転換が必要。 

・歩行者と自転車が分離された自転車本来の通行空間の整備は断片

的であるため、歩道を通行する自転車も多く、自転車対歩行者の

事故への対応が課題。 

・コンパクト・プラス・ネットワークの取組を進める上で、環境に

やさしく、身近でアクセシビリティの高い交通手段である自転車

の利用促進が重要な役割。 

・地域公共交通サービスをめぐる環境が厳しさを増す一方で、高

齢者の運転免許返納者数が年々増加する現状に対して、人生

100 年時代で高齢者が健康で生きがいに満ちた生活を送るために

も、地域の移動手段として自転車の役割が拡大する可能性。 

・新たな低速小型モビリティの登場により、今後、自転車通行空間

にも影響がある可能性。 

・公共交通機関での混雑回避の行動の定着などにより、自転車通勤

が更に普及する可能性。 
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（国民の健康増進） 

・糖尿病が強く疑われる人や高齢者の要介護者等数は年々増加。生

活習慣病や高齢者の寝たきりを予防するために、サイクリング等

による効果的な運動が重要。 

・子どもの体力・運動能力の向上にとって、手軽に運動できる自転

車を活かし、身近でスポーツの楽しさや喜びを味わうことができ

る環境づくりを進めることが重要。 

・自転車による運動効果としてメンタルヘルスの改善も期待されて

おり、健康経営の観点から自転車通勤が労働生産性の向上に寄与

する可能性。 

・タンデム自転車やハンドサイクル等を活用した障害者スポーツは、

障害者の生きがいやＱＯＬの向上、健康長寿社会や共生社会の構

築にも貢献。 

 

（観光地域づくり） 

・インバウンドの需要回復を見据え、自転車を活用した観光地域づ

くりは有望であるものの、サイクリングの受入環境や走行環境は

不十分。 

・サイクルツーリズムが地域経済に与える効果として、日帰りであ

った場合の現地における消費額は小さいため、宿泊を伴う滞在に

導く必要。 

 

（安全・安心（事故）） 

・自転車関連の事故をみると、自転車側に法令違反が認められた割

合が高水準であるとともに、自転車以外側にも何らかの法令違反

が認められることや、通勤・配達目的での自転車利用者も増加し

ていることなどから、自転車利用者はじめ道路利用者全体の安全

意識の醸成が課題。 

・自転車乗用中の死傷事故のうち、65 歳以上の高齢者が占める割合

は約２割である一方、自転車乗用中の死亡事故に占める同割合は

約７割。 

・自転車乗用中の交通事故の死亡者の約６割が頭部に致命傷を負っ

ていることから、全ての年齢層の自転車利用者に対して、ヘルメ
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ットなど安全装備の装着を促すことが重要。 

・消費者が安全性の高い自転車製品を購入することや、購入後に定

期的な点検整備を行うことも重要。 

・過去 10 年間で自転車関連事故件数が減少傾向にある中、自転車

対歩行者の事故件数は横ばいで推移し、高額賠償事故も発生。 

 

（安全・安心（災害）） 

・東日本大震災や近年の大規模災害において、ガソリン不足や交通

渋滞の状況下等、災害時における移動手段として自転車が活躍。 

 

 

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 

 

○ 自転車活用推進法の目的や基本理念を踏まえるとともに、自転車を

巡り多様化する課題に対応するため、以下の通り４つの目標を定める

とともに、これらの目標達成のために実施すべき施策を推進する。 
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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 

（実施すべき施策） 

〇 地方公共団体における自転車活用推進計画の策定及び計画に基づ

く取組の着実な実施を促進。（第８条第１号関係） 

○ 歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された安全で快適な自転車

通行空間の計画的な整備を促進。（第８条第１号関係） 

〇 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。（第

８条第２号関係） 

〇 公共的な交通である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。（第８条第３号、第 11 号関係） 

〇 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。（第８条第 11 号、第 15 号

関係） 

〇 シェアサイクルの運営、地方公共団体における自転車活用推進計画

策定等の効率化・高度化に向けて情報通信技術の活用を推進。（第８

条第７号関係） 

〇 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。（第８条第１号、第 15 号関係） 

 

 

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 

（実施すべき施策） 

〇 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。（第８条第４号関係） 

〇 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、障害者や幅広い年齢層におけるサイクルスポーツの振興を推進。

（第８条第 10 号関係） 
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〇 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。（第８条第９号関係） 

〇 自転車通勤等を促進するため、広報啓発の強化をはじめ総合的な取

組を推進。（第８条第９号関係） 

 

 

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 

（実施すべき施策） 

〇 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。（第８条第 13 号関係） 

〇 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、国内外へのＰＲ等により、ナ

ショナルサイクルルートをはじめとする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。（第８条第 14 号関係） 

 

 

目標４ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現 

（実施すべき施策） 

〇 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。（第８条第

５号関係） 

○ 高齢者、障害者等多様な者が安全かつ快適に利用できる自転車の開

発及び普及を促進。（第８条第５号関係） 

〇 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。（第８条第６号関係） 

〇 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、自転車利用者を

はじめとする道路利用者全体の安全意識を醸成し、自転車の安全な利

用を促進。（第８条第８号関係） 

〇 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
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教室の開催、教職員に対する研修等を推進。（第８条第８号関係） 

〇 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。（再掲：第８条第１号関係） 

〇 危機管理体制の強化、避難行動への活用等、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・安心を向上。（第８

条第 12号関係） 

〇 都道府県等に対して自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付

ける条例の制定を促進するとともに、利用者等に対して情報提供を強

化すること等により、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進。（附

則第２号関係） 

 

 

３．自転車の活用の推進に関し講ずべき措置 

 

○ 2025 年度までに講ずべき具体的な措置について記述する。 

 

 

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 

 

○ 計画に基づき、国、地方公共団体、事業者、国民等の関係者が連携

・協力して施策を実施。 

○ 計画の進捗状況について毎年度フォローアップを行うとともに、

2025 年度に計画を見直し。 

○ 国は、施策の実施に必要な財政上の措置等を講じるとともに、その

負担のあり方について検討。 

○ 自転車の活用について、必要な統計・分析、調査・研究、広報活動

を実施。 

○ 附則に対する今後の取組方針 

  ・道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）に対する違反行為への対応に

ついては、平成 27 年６月に施行された自転車運転者講習制度の運

用状況や自転車事故の発生状況等も踏まえつつ、必要に応じて検討。 



 

自転車の活用の推進に関するアンケートのお願い 

 

自転車活用推進本部事務局 

 

 自転車活用推進本部においては、「自転車活用推進計画」が今年度で計画期末を迎えるこ

とから、次期計画の策定に向けて検討を進めているところですが、この度、次期自転車活用

推進計画の「骨子」を取りまとめました。 

そこで、今後の計画策定に向けて、自転車の活用を推進する上での課題や、自転車の活用

を推進するために取り組むべき事項等について、広く国民の皆様からのご意見をお伺いする

ため、このたびアンケートを実施することといたしました。 

 つきましては、「属性」、「自転車の利用状況等」、「自転車の活用推進に関する意見」

についてご回答をお願いいたします。 

 

※１：骨子に記載されている「自転車の活用の推進に関し講ずべき措置」については、次期

自転車活用推進計画の素案の公表時に記載した上で、改めて皆様からのご意見を賜り

たいと考えています。 

 

※２：調査結果は、次期自転車活用推進計画の策定に向けた検討を行うための資料としての

み用いますので、個人のお名前やご意見が公表されることは決してありません。 

 

＜属性＞ 

 

問 1-1 性別を選択してください。【単一選択】 

 ①男性 

 ②女性 

 ③性別を追加 （      ） 

 ④無回答 

 

問 1-2 年齢を選択してください。【単一選択】 

 ①10 代 

 ②20 代 

 ③30 代 

 ④40 代 

 ⑤50 代 

 ⑥60 代 

 ⑦70 代 

 ⑧80 歳以上 

 ⑨無回答 

別紙３ 



 

 

問 1-3 お住まいの地域について、該当するものを選択してください。【単一選択】 

 ①東京２３区、政令市（※） 

 ②政令市以外の市 

 ③町又は村 

 ④日本国外 

 ⑤無回答 

 （※）政令市：札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、 

大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市 

 

＜自転車の利用状況等＞ 

 

問 2-1 お持ちの自転車の種類を選択してください。【複数選択】 

 ①一般車・シティサイクル（ママチャリなど） 

 ②電動アシスト車 

 ③折り畳み自転車・小径車 

 ④クロスバイク 

 ⑤ロードバイク 

 ⑥マウンテンバイク 

 ⑦その他 

 ⑧持っていない 

 

問 2-2 自転車を使っている頻度を選択してください。【単一選択】 

 ①週 5日以上 

 ②週 3～4日程度 

 ③週 1～2日程度 

 ④月４日未満 

 ⑤ほとんど使わない 

  



 

 

＜自転車の活用推進に関する意見（都市環境／健康・スポーツ／観光／安全・安心）＞ 

 

問 3-1 「骨子」の目標１「自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成」に関して、

自転車の活用を推進するまちづくり（都市環境）について特に感じていることに該当する

内容を選んでください。【複数選択】 

 ①歩行者と分離した自転車通行空間の整備を更に進めるべき 

 ②低速小型モビリティとの競合、共存を見据えた自転車利用環境の整備を進めるべき 

 ③自転車レーン（自転車専用通行帯）等の上に駐停車されないよう道路整備すべき 

 ④地域の駐輪場の整備を推進すべき 

 ⑤シェアサイクルの整備を促進すべき 

 ⑥データを活かした自転車通行空間の整備等、情報通信技術の活用を図るべき 

 ⑦その他 

 

 

 

問 3-2 「骨子」の目標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」に関して、スポーツ・健康のための自転車の活用について特に感じていることに該

当する内容を選んでください。【複数選択】 

 ①自転車競技の普及・振興を進めるべき 

 ②障害者、高齢者も楽しめるサイクルスポーツの振興を推進すべき 

 ③自転車を活かした健康づくりに関する広報啓発を推進すべき 

 ④自転車通勤を奨励すべき 

 ⑤その他 

 

 

 

問 3-3 「骨子」の目標３「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」に関して、

観光のための自転車の活用について特に感じていることに該当する内容を選んでくださ

い。【複数選択】 

 ①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べき 

 ②サイクリングルートの自転車の走行環境、サイクリストの受入環境を整備すべき 

 ③サイクリングルートの国内外へのプロモーションを強化すべき 

 ④その他 

 

 

  



 

 

問 3-4 「骨子」の目標４「自転車事故のない安全で安心な社会の実現」に関して、自転車

利用にあたっての安全・安心について特に感じていることに該当する内容を選んでくださ

い。【複数選択】 

 ①高い安全性を備えた自転車の普及を促進すべき 

 ②高齢者や障害者も含め、個々の身体機能に応じた自転車の普及を促進すべき 

 ③交通安全ルールの広報啓発活動を推進すべき 

 ④自転車利用者に対する指導・取締りを強化すべき 

 ⑤学校における交通安全教育を推進すべき 

 ⑥災害時の自転車の活用を推進すべき 

 ⑦自転車の事故を補償する保険の加入を促進するべき 

 ⑧その他 

 

 

 

問 3-5 その他、自転車の活用推進の課題意識として、特に感じていることに該当する内容

を選んでください。【複数選択】 

 ①コロナ禍における生活様式、交通行動の変化を踏まえた政策を推進するべき 

 ②昨今の情報通信技術の発展を踏まえ、自転車活用推進策にも取り入れるべき 

 ③高齢化社会を意識して自転車活用を推進すべき 

 ④その他 

 

 

 

問 3-6 自転車の活用推進全般に関して、ご意見があればお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 


