
 

 

資料１－１ 
 

 

◆自転車安全安心利用指導員による街頭啓発、街頭指導活動実績 
 

 

場 所 
平成 26 年度 

実施回数 

平成 27 年度 

実施回数 

H28.4～H29.2 

実施回数 

高穂中学校周辺 8 6 28 

草津中学校周辺 6 9 15 

老上中学校周辺 9 8 14 

玉川中学校周辺 16 7 23 

松原中学校周辺 6 7 23 

新堂中学校周辺 7 10 17 

光泉中学・高校周辺 8 4 21 

玉川高校周辺 6 5 13 

草津高校周辺 7 9 18 

草津東高校周辺 4 5 15 

湖南農業高校周辺 6 7 13 

綾羽高校周辺 7 3 8 

立命館大学周辺重点エリア 34 46 73 

草津駅周辺重点エリア 45 42 55 

南草津駅周辺重点エリア 34 41 58 

その他の重点エリア 27 35 66 

草津市役所前 3 7 8 

市内一円  161 312 

    

合 計 233 412 780 

 

※H26は週 5日勤務(7月から活動)、H27は週 4日勤務。 

※H27からは市内全体の啓発強化を図るため、市内一円の巡回指導、啓発を取り入れた。 

※H28からは 2人増員し、2班体制による活動強化。 

 

 

 

 



 



栗東市

草津中学校 新堂中学校 葉山中学校

高穂中学校 松原中学校 栗東中学校

玉川中学校 老上中学校 栗東西中学校

実施年度 草津市

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

◆「自転車通学安全モデル推進校」の指定 

【対象】草津・栗東市内の中学生 

【主催】市（草津・栗東）、草津警察署、草津栗東交通安全協会 

【内容】市内中学校を「自転車通学安全モデル推進校」に指定し、同校生徒の有志による「自

転車通学安全推進委員」が中心となり、全校生徒に向けて自転車の安全利用に関わ

る各種啓発活動を実施している。 

（活動例）標語やポスター、啓発看板の作成、啓発活動（校門前等） 

〔スケジュール〕 

 

 

 

 

 

 

（自転車通学安全モデル推進校指定式の様子）       （啓発看板） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （啓発活動の様子） 

 

 



H27.12.14時点

1 26 12月7日 玉川中グランド 市民全般 約100
特定非営利活動法人

五環生活

自転車条例施行記念イベント
として実施
ウイーラースクール（子ども向け自
転車教室）、自転車シュミレーター、
自転車安全点検も併せて実施

2 26 2月26日 志津運動公園 市民全般 × 雨天のため中止

3 26 3月10日 野村運動公園 市民全般 約70

　※写真は野村運動公園実施のもの

約170

1 27 5月25日 草津中 生徒 約850 ㈲ｼｬﾄﾞｳ･ｽﾀﾝﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

全校生徒（785人　5.1調査）
教師57人（教育委員会聞取り）
保護者数名
自転車通学交通安全推進モデル校
指定（草津警察署主催）

2 27 5月26日 新堂中 生徒 約420 ㈲ｼｬﾄﾞｳ･ｽﾀﾝﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

全校生徒（385人　5.1調査）
教師35人（教育委員会聞取り）
自転車通学交通安全推進モデル校
指定（草津警察署主催）

3 27 10月2日 野村運動公園
老人ｸﾗﾌﾞ
連合会

約700 ㈲ｼｬﾄﾞｳ･ｽﾀﾝﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ
老人ｸﾗﾌﾞ連合会主催
「健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」時に実施
矢倉学区民も希望により参加

約1,970

1 28 5月24日 松原中 生徒 約430

全校生徒（428人）
学校職員
自転車通学交通安全推進モデル校
指定（草津警察署主催）
草津警察署による講話

2 28 5月25日 高穂中 生徒 約270

１年生（261人）
保護者
学校職員
自転車通学交通安全推進モデル校
指定（草津警察署主催）
草津警察署による講話

3 28 10月28日 光泉中 生徒 約300 ㈲ｼｬﾄﾞｳ･ｽﾀﾝﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ
全校生徒（292人）
学校職員
草津警察署による講話

約1,000

㈲ｼｬﾄﾞｳ･ｽﾀﾝﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

備考年度 開催日№
参加
対象

参加
人数

場所 実施状況

（平成28年度　合計）

●自転車安全安心利用教室（スケアードストレート方式）　開催実績

㈲ｼｬﾄﾞｳ･ｽﾀﾝﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

（平成26年度　合計）

（平成27年度　合計）

委託業者

1



 
 

 

自転車安全安心利用教室（スケアードストレート方式） 
実 施 概 要 

 

 

１ 目  的  交通事故件数に占める自転車事故の構成率が２割を占めている本市において、

自転車を利用する機会が特に多い中学生に対して、交通ルールやマナーなど、

自転車の安全な利用に必要な技能および知識を習得する機会をとして、自転車

安全安心利用教室を開催する。 

 

２ 日  時  平成 28年 5月 25日（水） 10時 55分 ～ 12時 20分頃（第 3･4時限目） 

 

 

３ 場  所  草津市立高穂中学校グラウンド 

        （※雨天時は高穂中学校体育館） 

 

４ 参 加 者  １年生（261名）、職員 

 

 

５ 日  程 

（晴天時、雨天時とも）  

10:55～11:10   生徒入場、整列 

（学校整列指導） 

 

11:10～11:15   開会 ※司会進行（学校） 

（市挨拶） 

 

11:15～11:25   交通安全講話 

        （草津警察署） 

 

11:25～12:05   スケアードストレート方式による自転車安全安心利用教室 

        （スタントマンによる交通事故再現） 

 

12:05～12:07   生徒代表からの感想 

 

12:07～12:12   講評 

 （学校長からの挨拶） 

 

12:12～12:20   閉会、生徒退場 

 

※「自転車通学安全推進委員」とは、自転車通学安全モデル推進校の有志による生徒で構

成され、今後全校生徒の中心となり、自転車利用に関する様々な活動を行います。 



年度 開催日 場所 要望団体 対象 参加人数

1 11月19日 北町自治会館（川原2）
草津グリーンハイツ北町自治会

老人クラブむつみ会
高齢者 18

2 1月8日 笠縫市民センター 笠縫やすらぎ学級（公民館講座） 高齢者 40

3 3月17日 渋川南会館(渋川1) 渋川かがやきクラブ　老人会 高齢者 32

3件 90

1 4月15日 北五会館（西渋川2) 地域サロン　北五和みの会 高齢者 7

2 7月24日 大塚団地集会所 大塚団地老人会　桧クラブ 高齢者 20

3 9月9日 矢橋シルバーセンター帰帆 矢橋帰帆クラブ　寿会 高齢者 38

4 9月16日 ダイキンレグザムエレクトロニクス㈱
ダイキンレグザムエレクトロニクス㈱

従業員
企業 150

5 9月18日 南山田会館 南山田老人会　ニコニコクラブ 高齢者 87

6 10月8日 草津団地集会所 草津団地きらきらサロン 高齢者 22

6件 324

1 5月17日 新堂中学校 新堂中学校 中学生 150

2 6月16日 笠縫東市民センター 笠縫東やすらぎ学級 高齢者 30

3 6月26日 山田小学校体育館 山田まちづくり協議会 市民 150

4 7月12日 矢倉幼稚園 矢倉幼稚園 保護者 60

5 9月18日 西一会館 西一会館利用者、職員 高齢者等 13

6 9月21日 矢倉市民センター 矢倉やすらぎ学級 高齢者 40

7 10月29日 東草津上東会館 東草津自治会 高齢者等 30

8 10月29日 グリーンハイツ北集会場 グリーンハイツ自治会 高齢者等 80

9 12月14日 山田市民センター 草津市老ク連山田学区役員 高齢者 23

10 12月15日 下出会館 下出老人会 高齢者 35

11 12月28日 南山田会館 南山田老人会　ニコニコクラブ 高齢者 95

12 1月4日 不動浜会館 不動浜福寿会老人クラブ 高齢者 40

13 1月27日 野村中央町会館 野村第二老人クラブきらく会 高齢者 20

14 2月10日 草津市民センター 草津学区老人クラブ連合会（役員） 高齢者 10

15 2月22日 矢倉公民館 矢倉第二老人クラブ 高齢者 23

16 2月24日 ロクハ荘 熟年クラブ南草会（老上） 高齢者 40

17 2月28日 よし池鳩が森集会所 悠鳩会老人クラブ 高齢者等 30

18 3月8日 湖州平集会所 湖州平いこい会 高齢者等 30

19 3月11日 山寺会館 山寺老人クラブ寿会 高齢者 60

19件 959

出前講座（年度別）実績表

（平成28年度　合計）

28

26

（平成26年度　合計）

27

（平成27年度　合計）



自転車安全安心利用教室 

を開催しています！ 

 

草津市では自転車安全安心利用指導員による出前型の自転車安全教室を開催しています。

知ってそうで知らなかった自転車利用のルールなどについて、今一度一緒に考えてみません

か？ 

この自転車教室の開催を希望される方、または説明だけでも聞いて検討してみたい方は、

ぜひ下記問合わせ先までご連絡ください。                                  

 

自転車安全安心利用指導員は「草津市自転

車の安全で安心な利用の促進に関する条例」

（平成 26 年 7 月 1 日施行）に基づいて活動

しており、市内の中・高校生、企業や老人ク

ラブ等を対象に、自転車事故発生状況や自転

車の安全利用、盗難の防止、また改正道路交

通法の内容についても、図や絵、ＤＶＤを用

いて分かりやすく説明いたします。また実技

教室のご要望もお受けします。 

 

 

 

問合わせ先 

草津市都市計画部 交通政策課 交通政策グループ 

〒５２５－８５８８ 滋賀県草津市草津三丁目１３－３０ 

電話番号 ０７７－５６１－２３４３ 

ＦＡＸ    ０７７－５６１－２４８７ 

アドレス kotsu@city.kusatsu.lg.jp      

 担当 山本、梅田、北脇、小幡 

 

 

自転車はどこを走った 

らいいの？ 

自転車保険って何？ 

・・・など 

こんな疑問にわかりやす

くお答えします。 

mailto:kotsu@city.kusatsu.lg.jp


 

 

 

 

 

◆自転車安全安心利用指導員による防犯診断活動実績 

 
 

区 分 場 所 
平成 26年度 

実施回数 

平成 27年度 

実施回数 

H28.4～

H29.2 

実施回数 

公的施設 

南草津駅自転車自動車駐車場 41 44 61 

草津駅西口、西口第 2自転車駐車場 26 38 60 

草津駅東自転車駐車場 30 41 60 

南草津駅西口自転車駐車場 1 27 54 

草津市役所 18 28 53 

商業施設 

立命館大学周辺重点エリア 26 42 53 

草津駅周辺重点エリア 59 104 201 

南草津駅周辺重点エリア 34 90 138 

その他の重点エリア 36 47 139 

     

合計  271 461 819 

 

 
 

※参考（各重点エリアの主な施設） 

エリア名 主な施設 

立命館大学周辺重点エリア 
立命館大学、スターグリーンヒル店、ハイパーブックスかがやき

通り店、フレンドマート追分店、マツヤスーパー矢倉店 等 

草津駅周辺重点エリア 
エルティ９３２、平和堂草津店、草津近鉄百貨店、ボストンプラ

ザ草津、エイスクエア、フレンドマート上笠店 等 

南草津駅周辺重点エリア 
西友南草津店、ほっとＢＢステーション南草津店、アクト草津、

オメガ草津店、フレンドマート南草津店 等 

その他の重点エリア 
マックスバリュ駒井沢店、スーパーハズイ、ＪＪタウンキノカワ、

ハイパーブックス草津店、バロー草津店、イオンモール草津 等 

 



 

  

平成 28 年 7 月 19 日 

国 土 交 通 省 道 路 局  

 

 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの一部改定について 
 

 

国土交通省と警察庁では、身近な移動手段として重要な役割を担う自転車の安全

で快適な利用環境を創出する取組を推進しています。 

この度、本取組をさらに推進するため、平成２４年１１月に策定した「安全で快

適な自転車利用環境創出ガイドライン」の一部を改定しましたのでお知らせします。 

 

なお、本ガイドライン（改定版）は、本年３月３１日、「安全で快適な自転車利用

環境創出の促進に関する検討委員会」からの提言を受け、警察庁と連携し作成した

ものです。 

 

 

■本ガイドライン（改定版）は、以下のＵＲＬでご覧いただけます。 

  http://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/guideline.pdf 

 

 ■添付資料 

  別添：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

国土交通省 道路局 環境安全課 道路交通安全対策室 課長補佐 竹下 

Tel :03-5253-8111 (内線 38104) 直通:03-5253-8495 Fax:03-5253-1622 

警察庁同時発表 



別添 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの一部改定について 

 

１．自転車施策の背景 

○自転車は、身近な移動手段等として重要な役割を担うものであり、昨今の健康増

進や環境保全への意識の高まりなどを背景に利用ニーズが一段と高まっている。 

○わが国全体の交通事故件数は、過去１０年間（平成１７～２７年）で４割減少し

ているものの、自転車対歩行者の事故件数は横ばいの傾向にあり、自転車通行環

境を取り巻く現状は、依然として厳しい状況。 

 

２．これまでの取組 

○平成２４年１１月、国土交通省と警察庁は共同で「安全で快適な自転車利用環境

創出ガイドライン」を策定。 

○平成２６年１２月、さらに自転車ネットワーク計画策定を早期に進展させるため

の方策や安全な自転車通行空間を早期に確保する方策等について審議を行うため

国土交通省と警察庁を共同事務局として、有識者による検討委員会を開催。 

○平成２８年３月、同委員会は、「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安

全な自転車通行空間の早期確保」に向けた方策を提言。 

 

３．ガイドラインの改定について 

○提言を踏まえ、現行ガイドラインのうち、「Ⅰ．自転車通行空間の計画」、「Ⅱ．自

転車通行空間の設計」について改定。 

 

＜主なガイドライン改定内容＞ 

・ 段階的な計画策定方法の導入 

・ 暫定形態の積極的な活用 

・ 路面表示の仕様の標準化 

・ 自転車道は一方通行を基本とする考え方の導入 等 

 

○平成２８年７月 19 日、国土交通省道路局より道路管理者（直轄、自治体）及び警

察庁交通局より都道府県警察に発出。 

 



段階的なネットワーク計画策定方法の導入

■ガイドライン改定のポイント

⇒自転車ネットワーク等を対象とした、段階的なネットワーク計画策定方法の導入

⇒市町村全域ではなく、優先的計画策定エリアから段階的に策定

優先的計画策定
エリアの自転車
ネットワーク計画

策定並びに事業実施

次の優先的計画策定
エリアの自転車
ネットワーク計画の

順次策定並びに事業実施

自転車
ネットワーク
の完成

自転車ネットワーク
計画の対象エリア

の設定

エリア内の事業概成を踏まえ、次
の対象エリアを拡大

自転車ネットワーク計画の対象エリ
ア（エリアは必ずしも明確に設定し
なくてよい）

商業地

駅

観光地

郊外住宅地

市街地

学校

駅

商業地

駅

観光地

郊外住宅地

市街地

学校

駅
学校学校

優先的策定
エリア

商業地

駅

観光地

郊外住宅地

市街地

学校

駅
学校

優先的策定
エリア

商業地

駅

観光地

郊外住宅地

市街地

学校

駅
学校

【優先的計画策定エリアを設定】

■段階的なネットワーク計画策定方法



暫定形態の積極的な活用

■ガイドライン改定のポイント

⇒完成形態（本来の整備形態）による整備が当面困難な場合には、車道通行を基本とした

暫定形態を積極的に活用

（ネットワーク計画対象路線においては、自転車歩行者道の活用は整備形態の選択肢から

除外）

⇒自転車道は一方通行を基本

■整備形態の柔軟な対応例（完成形態が自転車道の場合）

①自転車道

②自転車専用通行帯 ③車道混在

【
完
成
形
態
】

現行ガイドライン 改正ガイドライン

自転車道として整備
ができない場合、車
道通行を基本とした
暫定形態を検討

ネットワーク路線では、自転車

歩行者道に依存せず、①～③

を柔軟に組み合わせ、ネットワ

ーク形成を加速

【
暫
定
形
態
】

自転車道
【
完
成
形
態
】

【
暫
定
形
態
】

自転車歩行者道の活用を検討



路面表示の仕様の標準化

■ガイドライン改定のポイント

⇒自転車のピクトグラムや矢羽根型路面表示の仕様の標準化

・自転車のピクトグラムは、進行方向に対して左向き･矢印と組合せて表示。

・自転車専用通行帯は帯状路面表示、車道混在は矢羽根型路面表示。（青色を標準）

【ピクトグラム】

■路面表示の仕様の標準化

【矢羽根】

0.75m以上

幅＝0.75m以上

長さ
＝1.50m
以上

角度＝1:1.6



 

 
 

 

 

◆自転車事故発生件数等の推移 

 

 

（１）自転車事故の発生件数の推移                （単位：件） 

平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

208 200 157 164 152 172 139 116 

 

 

 

 

（２）交通事故発生件数に占める自転車事故の構成率の推移     （単位：％） 

平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

20.4 21.3 18.7 20.7 20.3 23.2 20.9 19.7 

 

 

 

 

（３）自転車盗難発生件数の推移                           （単位：件） 

平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

575 631 652 801 723 558 470 393 
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