資料２

【概要版】 草津市自転車安全安心利用促進計画（案）
～

自転車に乗り 自転車を知り 自転車を感じるまち 草津 ～

■計画策定の趣旨
自転車は、通勤、通学、買い物など様々な用途に利用され、市民の生活に無くてはならないも
のとなっています。一方で、草津市内では交通事故総数に占める自転車事故の割合や、人口 1 万
人当たりの自転車盗難の発生件数が高い水準で推移し、自転車の利用環境は良好な状態とは言い
がたい状況となっており、自転車利用者のルール遵守、マナー向上、自転車事故の防止や事故被
害者に対する賠償の備えも必要となっています。
これらの背景から、平成 26 年 7 月 1 日に自転車施策に関する基本条例として「草津市自転車
の安全で安心な利用の促進に関する条例」
（以下、
「草津市自転車条例」と記載）が施行され、同
条例の第 14 条に自転車の安全で安心な利用の促進を図るためのものとして、草津市自転車安全
安心利用促進計画の策定（以下、
「本計画」として記載）が位置付けられています。
本計画は、「草津市交通安全計画」と相互に連携し、自転車の安全な利用、自転車の盗難の防
止、自転車の利用環境の整備などに関する具体的な施策の実行計画として策定します。
■計画の概要
計画の対象地域：本計画は草津市内全域を対象としています。
計画の対象者 ：自転車、歩行者、自動車などすべての道路利用者、また、草津市自転車条例
の第 2 章に定める行政、市民、保護者、学校、事業者および自転車小売業者
も対象とします。
計画目標年次 ：本計画は平成 28 年度～平成 37 年度の 10 年間とし、前期（5 年）で目標の
達成状況や社会情勢の変化などによる必要な見直しを行うこととします。ま
た、毎年度、自転車安全安心利用促進委員会を開催し、取組状況などを確認
します。

■課題および具体的施策の方向性
自転車利用の実態から見えてくる草津市の課題と、課題等から見える具体的施策の方向性を下記
のとおり整理します。
実態
■人口関係
・草津市の人口は増加している
・企業や大学に通っている人が多い
・高齢化率が伸びている

課題

自転車の走行空間の整備

駅周辺での駐車台数の確保
■利用環境関係
・自転車通行空間の整備済距離が 6,450ｍ
・市営駐車場の収容台数は草津駅周辺で 2,071 台、
南草津駅周辺で 3,126 台
・放置自転車台数は減少傾向にあるものの、
継続して発生している
・自転車の盗難件数が多い

実態・課題から見える
具体的施策の方向性

放置自転車の発生

○安全で安心に利用できる自転車
道のネットワーク化および走行
空間の整備を目指す

○自転車のルール遵守やマナーの
向上、自転車関係事故や自転車盗
難の減少を目指す

自転車の盗難件数の多さ

■事故関係
・市内の自転車事故発生件数が横ばい
・市内の交通事故発生件数に占める
自転車事故の割合が高い

自転車利用者のルール違反や
マナーの低さ

■その他
・健康増進効果、環境負荷の削減、家計等の節約

自転車が関係する事故件数
の多さ
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○自転車駐車台数の確保、放置自転
車の削減を目指す

○自転車の有効活用、健康増進効果
などを啓発し、自転車利用への転
換を目指す

■計画の基本方針
草津市の自転車利用における実態や課題から見える具体的施策の方向性をもとに、本計画のコン
セプトを設定します。

計画のコンセプト

自転車に乗り 自転車を知り 自転車を感じるまち 草津

『自転車に乗り 自転車を知り 自転車を感じるまち 草津』の実現

「安全」

「安心」

「快適」

「厳しさ」

「スマート」

を感じる

を感じる

を感じる

を感じる

を感じる

５つの柱（相互連携しながら一体的に推進）
（各施策の実施に向けて）
自転車の安全で安心な利用の促進を図る施策（Ｐｌａｎ）を総
合的かつ計画的に推進するため、
「自転車安全安心利用促進委員会」
において、適宜実施（Ｄｏ）された施策について、その効果を確
認・検証（Ｃｈｅｃｋ）し、見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）を行
い、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行うことで、各施策の実
現を目指します。また、自転車安全安心利用促進委員会は毎年開
催します。
基本方針①：
「安全」を感じる
■キーワード 「適正」
「マナー」
「学び」
■“
「安全」を感じる”施策項目と計画期間
計画期間
施策項目

具体的な取り組み

自転車の安全利用
の啓発
自転車の安全利用
のルール・マナー
の周知、徹底

自転車の安全利用に対する街頭
指導・啓発
自転車安全安心利用教室の開催
（スケアードストレート方式）
自転車安全安心利用教室の開催
（出前講座）
交通安全教室（わかばチーム）の
開催

前期
H28
～
H32
実施

ｽｹｱｰﾄﾞｽﾄﾚｰﾄ方式による
自転車安全安心利用教室

実施
実施
実施

各種自転車教室の開催

自転車の安全安心
利用教育の推進

後期
H33
～
H37

実施

市の広報媒体や公共施設等を利
用した周知・啓発
自転車安全安心利用教育マニュ
アルの作成・活用

実施
実施
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自転車シミュレーターを
用いた模擬走行

基本方針②：「安心」を感じる
■キーワード 「守り」
「もしも…」
「安堵」

防犯診断票
○あなたの自転車には以下の管理不備があります。
○草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例
第１２条第１項に基づき指導します。

■“
「安心」を感じる”施策項目と計画期間

○今後は適正な管理を行い、自転車の安全で安心な利用
を心掛けてください。

計画期間
施策項目
自転車の盗難防止
の啓発

自転車の保険加入
の促進

前期
H28
～
H32

具体的な取り組み

自転車小売業者からの情報提供

後期
H33
～
H37

□防犯登録が行われていません。
（防犯登録は法律により義務づけられています。）
□この場所にとめないでください。
□荷物が置かれたままです。
※防犯登録が行われていないと、盗難自転車を発見して
も、被害者や所有者の方に返せないことがあります。

自転車の防犯診断の実施
自転車の防犯啓発、二重施錠
（ツーロック）の徹底
市の広報媒体や公共施設等を
利用した周知・啓発
自転車利用者への保険加入の
啓発

□二重施錠に心掛けてください。

実施

草津市

防犯診断票

実施
実施
準
備

実施

準
備

実施

自転車の点検・整
備の促進

自転車利用者への点検・整備の
啓発

実施

ヘルメットの着用
の促進

各種交通安全に関する教室や
交通安全教育での周知・啓発

実施

自転車の防犯診断・啓発

基本方針③：「快適」を感じる
■キーワード 「清清しい」
「思いやり」
「秩序」
■“
「快適」を感じる”施策項目と計画期間
計画期間
施策項目

具体的な取り組み

自転車の走行空間
の整備

自転車ネットワーク計画の推進

前期
H28
～
H32

後期
H33
～
H37

住民参加による自転車・歩行者
安全マップの作製
放置自転車の削減

放置自転車の撤去
違法駐輪および放置自転車防止
の啓発

自転車駐車台数の
確保

駐車台数の需給調査

既存道路空間の
再配分のイメージ

駐車スペースの環境整備

■自転車ネットワーク計画
これまで歩行者と一体的に捉われがちであった自転車を独立した交通手段として捉え、安全で
安心して通行できる走行空間が整った自転車道または車道を、効率的かつ戦略的にネットワーク
化する計画です。これらの再配分のイメージとしては、自転車の主な経路上にある道路が、歩行
者とは原則分離された走行空間として、かつそれが面的に広がっているものを想定しています。
■整備形態の考え方および選定
自転車利用の多い道路において、既存の道路幅員を基本として道路空間の再配分により自転車
の通行空間を確保します。整備形態は、車道幅員や車線数、歩道の設置有無や幅員により、路線
毎に自転車誘導帯・自転車専用通行帯・車道混在に分類します。
整備形態の選定基準
◎道路幅員が 3.0ｍ以上の場合 → 自転車誘導帯
◎歩道幅員が 3.0ｍ未満であり、車道上に幅員 1.0ｍ以上の「専用通行帯」の設置ができる
場合 → 自転車専用通行帯
◎歩道幅員が 3.0ｍ未満もしくは歩道が無く、車道上に幅員 1.0ｍ以上の「専用通行帯」の
設置ができない場合 → 車道混在
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基本方針③：「快適」を感じる
■自転車ネットワーク路線の選定および自転車ネットワーク計画の策定
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(平成 24 年 11 月)国土交通省 道路局 警察
庁 交通局」を参考に、平成 26 年度に実施した自転車利用者アンケート調査結果をはじめ、自転
車・歩行者の交通状況（道路交通センサス）
、自転車の交通事故発生箇所（草津警察署データ）、
自転車通行環境整備モデル地区（滋賀国道事務所）
、草津市バリアフリー基本構想、および現場
状況等を選定要素として、自転車ネットワーク路線を選定しています。
対象範囲については、自転車をよく利用する路線が多いＪＲ草津駅とＪＲ南草津駅を中心とし
た面的な自転車ネットワークとしています。
また、観光面においては、広大な琵琶湖を有する滋賀県全体の広域的な展開を視野に入れなが
ら、自転車の活用を進めていくため、草津川跡地に設置予定の自転車歩行者道などを自転車ネッ
トワーク路線として選定いたします。
ＪＲ草津駅周辺の
自転車ネットワーク

ＪＲ南草津駅周辺の
自転車ネットワーク

＜凡例＞
：自転車
誘導帯
：自転車
専用通行帯
：車道混在

基本方針④：「厳しさ」を感じる
■キーワード
「責任」
「悲しみ」
「車意識」

基本方針⑤：
「スマート」を感じる
■キーワード
「賢さ」「エコ」
「健康」

■“
「厳しさ」を感じる”施策項目と計画期間

■“「スマート」を感じる”施策項目と計画期間

計画期間
施策項目

具体的な取り組み

違反者に対する指
導、取締りの強化

警察と連携した取締り

損害賠償事例の
紹介、啓発
道路交通違反、罰
則の周知、徹底

前期
H28
～
H32

計画期間

後期
H33
～
H37

各種交通安全に関する
教室や交通安全教育で
の紹介・啓発
自転車安全安心利用教
室の開催（スケアード
ストレート方式）
自転車安全安心利用教
室の開催（出前講座）
自転車安全安心利用教
育マニュアルを活用し
た周知、徹底
市の広報媒体や公共施
設等を利用した周知・
啓発

施策項目

具体的な取り組み

自家用車等から自
転車への利用転換
の推進

モビリティマネジメン
トによる自転車利用へ
の誘導
バス停留所周辺への
駐輪場整備
サイクル＆バスライド
の推進
シェアサイクルやレン
タサイクルの整備に向
けた支援

公共交通機関への
アクセス性の強化
自転車の有効活用
の推進
環境や健康にやさ
しい自転車利用の
推進
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前期
H28
～
H32

後期
H33
～
H37
実施

準
備

実施

準
備

実施

準備

実施

エコ通勤の促進

実施

市の広報媒体や公共施
設等を利用した周知・
啓発

実施

資料３
●前回委員会（第４回）での意見等について
○草津市自転車安全安心利用促進計画（案）全体について
・電動自転車の盗難件数や事故件数についての統計はあるのか。
→それらの統計はないが、南草津の駐輪場では、平成 23 年頃には専用スペースを設けていなかっ
たが、電動自転車の利用が多くなり、専用スペースを確保する改修工事を行った。現在では約
40 台が停まっている。過去に比べると電動自転車の利用者が増えてきているといえるが、総体
数が少なく比較するのは難しい。
・スポーツバイク、ロードバイク、マウンテンバイク、ママチャリといった自転車の種類ごとの特
性や注意点に触れてもらいたい。
→自転車の形態ごとの特性と注意点に触れるよう検討する。
・計画案の損害賠償事例２については、事故状況が分かりにくい。
→事例２を含めて全体の事例の詳細を確認し、内容が分かりやすいように正確な表現に修正する。
・事故発生時に、ヘルメット装着の有無で傷害の程度が変わったというようなデータはあるか。実
際にヘルメットを装着せずに、重度の障害を負った方がいるので、ヘルメットの重要性を伝える
ためにも是非そういったデータがあれば掲載してもらいたい。
→オートバイの事故事例はあるものの、自転車に係るデータはない。
・三輪自転車は高齢者にとって利用しやすいものか。
→車体が重く、操作に技術が必要で、かつ運転できたとしても不安定なため高齢者にとっては難
しい。

○草津市自転車ネットワーク計画について
・歩道の縁石の形状によっては、自転車が走行するには危ないところがある。自転車道を整備する
際には、自転車利用者が安全・安心に走行できるようなに努めていただきたい。
→ネットワーク計画が定まり、実際に工事を行っていく際には、道路管理者は、バリアフリー計
画の基準も考慮し、また、実際に道路状況等を確認したうえで工事を実施していく。御指摘い
ただいたところは、十分注意し整備に生かしていく。
・小学校・中学校・高校生を対象に、授業の一環として自転車道の色塗りを一緒にやってみてはど
うか。道路整備を一緒にすることで、自転車の安全・安心に走行する意識が高まるのではないか。
→何年か前には下水道の工事の際に、授業の一環として工事を見学してもらったことはあるが、
塗装工事は専門業者がやっているので難しいとは思う。
・ネットワークの選定において、観光面から琵琶湖の湖周道路を加えてほしい。
→以前から、委員の皆様からは観光の路線を入れてほしいとの御意見いただいていたが、市内だ
けで観光路線を作るのは難しく、今後は、滋賀県が検討している「ビワイチ」の自転車ネット
ワークと連携させていきたい。
・自転車横断帯がない場合の自転車横断方法を記載してほしい。
→全国的には左折時の巻き込み事故を防ぐため、自転車横断帯をなくす方向である。
→全国的には交差点は直進させる方向にあるが、既に自転車横断帯が設置されているところもあ
る。交通量の多い・少ないといった道路の使用状況に応じて導線をどうするかを考えていく。
・市内の山手では交通量も多く、自転車で坂道を走行するのが非常に危険である。全国での事例を
参考に、坂道でのスピードの出し過ぎによる事故防止策を検討いただきたい。

資料３
→現在は、警察の方々が取り締まりを強化されている。物理的な障害物を設置するのは危ないと
の意見もあり、市としては、路面標示を施すことが大事だと考えている。
・ 野路町内は、多くの玉川高校の学生が自転車で走行しているが、ネットワークの線が引かれてい
ないのはなぜか。また、南草津駅前の国道 1 号にも色がついていないのはなぜか。
→野路町内は交通量も多いことから、自転車を誘導しないためにあえて外している。また、現在
「ゾーン 30 計画」の指定を検討中であり、それと併せて自転車誘導帯を設けることも今後検討
していきたいと考えている。国道 1 号については、他に駅へ通じる路線があるため、必要ない
と判断した。
・自転車誘導帯、自転車専用通行帯、車道混在の 3 形態に分類され色分けされているが、今後変わ
る可能性はあるか。
→これは関係機関と協議のうえで決めた現段階での色分けである。今後、道路管理者が工事を実
施していく際に、実際に現場の道路形態等を確認したうえで、見直していく予定である。その
内容は、年に 1 度開催される当委員会の中で報告させていただくことになる。
・3 つの整備形態によって今後整備していくことになるが、各々が混在する中で、道路の繋ぎ目部
分で、正しい方向に誘導できるかについては、注意するべき事項である。
・Ｐ38 に「法定外路面標示」のイメージ図があるが、国道、県道、市道において統一的な表示内容
にする必要がある。今後、設計する際には 3 者が定期的に集まり情報を共有するような場を事務
局側で設定してほしい。
→了承した。
・国土交通省と警察庁が作成しているガイドブックの改訂版の作成が今年度検討されている。その
中で標準的な路面標示が示される可能性があるため、参考にしていただきたい。

○自転車安全安心利用教育マニュアルについて
・教育マニュアルは市民全員に対して配布する予定か。「自転車は車と一緒」「携帯をしながらの走
行はやめる」といった一文を盛り込んでほしい。
→まずは、指導用として各学校に１部ずつ配布する予定である。また、マニュアルのデータを市
のホームページに掲載し、利用者が自由にダウンロードできる環境も用意する。
・教育マニュアルについて、対象者が非常に幅広い印象を受けた。利用者にとって内容を分かりや
すくするために、ワークシートを対象年齢別に分けるべきだと思う。年齢が低いほど、写真など
を用いて明瞭に示してあげるなどの工夫が必要である。
→改良を加えていく。

資料４
草津市自転車安全安心利用促進計画（案）にかかる
パブリックコメントの募集について
草津市では、平成 26 年 7 月に「草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条
例」を施行し、自転車の安全で安心な利用の促進を総合的かつ計画的に推進するため、
「自転車の安全な利用」
、
「自転車の盗難の防止」、
「自転車の利用環境の整備」などに関
する具体的な施策の実行計画として、「草津市自転車安全安心利用促進計画」を策定し
ております。
この度、
「草津市自転車安全安心利用促進計画」の原案がまとまりましたので、皆さんの
御意見を伺うため、パブリックコメントを募集します。皆さんの御意見をお待ちしており
ます。
１ 意見募集内容について
計画の概要は、以下のとおりです。

■計画のコンセプト
『 自転車に乗り 自転車を知り 自転車を感じるまち 草津 』
■５つの基本方針
１「安全」を感じる

２「安心」を感じる

４「厳しさ」を感じる

５「スマート」を感じる

３「快適」を感じる

■基本施策および具体的な取組み
５つの基本方針に係る各施策を設定し、具体的な取組みを展開していきます。
（主な施策）
・自転車の安全利用の啓発、ルール・マナーの周知徹底、安全安心利用教育の推進
・自転車の盗難防止の啓発、保険加入や点検整備の促進、ヘルメット着用の促進
・自転車の走行空間の整備、放置自転車の削減、自転車駐車台数の確保
・道路交通法違反、罰則の周知徹底、違反者への取締り強化、損害賠償事例紹介、啓発
・自家用車等から自転車への利用転換、自転車の有効活用や環境・健康にやさしい利用
の推進

２ 意見募集期間
平成２８年１月１５日（金）から平成２８年２月１５日（月）まで（予定）

資料４
３ 意見の提出方法について
御意見については、下記のとおり提出してください。提出にあたって、氏名（団体・企
業の場合は、団体・企業名）
、住所、電話（ファクス）番号を記入してください。
なお、電話による御意見は受け付けておりませんので、御了承ください。
提出先
草津市都市計画部交通政策課あて
（１）窓 口：草津市都市計画部交通政策課（草津市役所４階）
（２）郵 送：〒５２５－８５８８〔所在地記載不要〕交通政策課あて
（３）ファックス：０７７－５６１－２４８６
（４）Ｅメール：kotsu@city.kusatsu.lg.jp
資料の閲覧場所
草津市役所（交通政策課、情報公開室）、各市民センター、人権センター、各隣保館、図
書館、南草津図書館、市ホームページなど
※各施設の閉館日におきましては閲覧ができませんので、あらかじめ各施設にお問い
合わせください。
※交通政策課、情報公開室につきましては、土曜日および日曜日、国民の祝日に関す
る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日の閲覧ができませんが、市役
所守衛室において閲覧が可能です。
４ パブリックコメントへの対応について
提出いただいた御意見は、内容を検討のうえ、計画策定の参考とさせていただきます。
また、御意見の概要とそれに対する市の考え方については、市のホームページにて公表
いたします。なお、個別の御意見に対して直接回答はいたしませんので、御了承くださ
い。
５ 個人情報について
御意見の提出に伴う氏名、住所等の個人情報につきましては、他の目的での利用、もし
くは他への提供はしないとともに、適正に管理いたします。
６ 問い合わせ先について
この件に関してのお問い合わせは、下記までお願いいたします。
電話

０７７－５６１－２３４３（交通政策課）
０７７－５６３－１２３４（草津市役所代表）

※お電話によるお問い合わせの受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで
（土曜、日曜、祝日を除く）
ファクス

０７７－５６１－２４８６（交通政策課あて）

Ｅメール

kotsu@city.kusatsu.lg.jp

