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調布市自転車ネットワーク計画（案）
説明会

日時：７月３日（火）午後７時～８時３０分
会場：文化会館たづくり８階 映像シアター

本日の予定

○開会
1.市からの説明（約30分）
2.全体の質疑応答（約40分）

○閉会
3.個別の質疑応答（約20分）
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説明内容

１．説明会の目的

２．計画の概要

３．基本方針と計画目標の設定

４．自転車ネットワーク路線の選定

５．重点整備エリアの選定

６．整備形態

７．優先整備路線（Ⅰ期）の設定

８．今後の計画の進め方

９．パブリック・コメント手続き

１．説明会の目的

3

・「調布市自転車ネットワーク計画」（案）
について、市民の皆さんにその内容をご説明
し、ご意見を伺うために開催
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２．計画の概要

（1）計画の目的
（2）計画の経緯
（3）自転車ネットワーク計画の位置づけ
（4）計画の期間
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（１）計画の目的

２．計画の概要

・自転車は、身近な移動手段・交通手段として多くの
市民に利用され、近年は環境への配慮や健康志向、
災害時の機動性などを背景に利用ニーズが高まっ
ている

・一方で、自転車利用者の増加に伴い、交通事故や
交通混乱が増加

・歩行者、自転車、自動車がともに安全で安心して通
行できる道路の利用環境整備を行うため、計画を策
定
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（２）計画の経緯

２．計画の概要

平成28年度 調布市自転車走行空間検討調査

を実施

平成29年度 「調布市自転車ネットワーク計画」(案)
を作成

平成30年度 「調布市自転車ネットワーク計画」(案)
に対してパブリックコメントを実施

→関係機関との調整を踏まえ、計画策定

7

２．計画の概要

（３）自転車ネットワーク計画の位置づけ
東京都の

上位・ 関連計画
調布市の上位・ 関連計画

近年の
自転車政策

都市計画マスタープラン

中心市街地街づく り
総合計画

（ 平成12年4月）

道路網計画
（ 平成28年3月）

【 その他の関連計画】

環境基本計画
（ 平成28年3月）

調布市バリ アフリー
基本構想（ 平成24年3月）

【 都市計画（ まちづく り ） 分野】

総合計画
・ 基本構想（ 平成24年6月）
・ 基本計画（ 平成27年3月）

総合交通計画
（ 平成23年4月）

自転車
ネッ ト ワーク計画

東京の都市づく り ビジョ ン
（ 改定）

平成21年7月

多摩部19都市計画
都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針（ 改定）

平成26年12月

都市づく りの
グランド デザイン

平成29年9月

安全で快適な自転車利用
環境創出ガイド ライン
【 国土交通省・ 警察庁】
（ 平成28年7月改訂）

平成24年11月

東京都自転車走行空間
整備推進計画
【 東京都】

平成24年10月

2020年東京オリ ンピッ ク
・ パラリ ンピッ ク競技大会
に向けた自転車推奨
ルート の取り組み
【 東京都】

平成27年4月

自転車活用推進法の施行
【 国】

平成29年5月
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（４）計画の期間

２．計画の概要

・ Ⅰ期：平成30～34年度までの5か年
・ Ⅱ期：平成35～39年度までの5か年
・ Ⅲ期：平成40年度以降

各期の終わりに見直しを図る

Ⅰ期（５か年）
平成３０～３４年度
（２０１８～２０２２年度）

Ⅱ期（５か年）
平成３５～３９年度
（２０２３～２０２７年度）

Ⅲ期
平成４０年度～
（２０２８年度～）

３．基本方針と計画目標の設定

（1）課題の整理と基本方針
（2）ネットワーク構築の視点
（3）計画目標の設定
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３．基本方針と計画目標の設定

（１）課題の整理と基本方針

【安全・快適】
安全・快適に利⽤できる

⾃転⾞⾛⾏環境の整備

【くらし】
日常生活を支える

⾃転⾞⾛⾏環境の整備

【にぎわい】
まちの活性化に寄与する

⾃転⾞⾛⾏環境の構築

②様々な世代の⼈が、様々な⽬的で利⽤
できる⾃転⾞⾛⾏環境を整備

①安全に⾃転⾞を利⽤できる⾃転⾞⾛⾏
環境を整備

③中⼼市街地において歩⾏者に配慮しつつ
快適に⾃転⾞を利⽤できる環境を整備

自
転
車
利
用
に
関
す
る
課
題
（
市
全
域
）

上
位
関
連
計
画・
近
年
の
自
転
車
政
策
に
お
け
る
考
慮
す
べ
き
視
点

ア 安全・安心

ウ くらし

オ 観光

エ にぎわい

イ 環境

【基本方針】

⇒①，②，③，ア，イ，ウに対応

⇒②，イ，ウに対応

⇒③，エ，オに対応
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（２）ネットワーク構築の視点 （視点①）

３．基本方針と計画目標の設定

自動車道
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（２）ネットワーク構築の視点 （視点②）

３．基本方針と計画目標の設定

自動車道
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（２）ネットワーク構築の視点 （視点➂）

３．基本方針と計画目標の設定

自動車道
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（３）計画目標の設定

基本方針 指標 現在
目標値
平成40年
（2028年）

【安全・快適】
・自転車関連の事故件数

158件
（平成29年中） 80件

・道路が安全と感じる市民
の割合

48.7％
（平成28年度調査） 60％

【くらし】

・自転車分担率（目的地へ
の主な交通手段）

22％
（平成20年調査） 25％

・自転車走行空間の満足
度

29％
（平成21年調査） 60％

【にぎわい】

・鉄道駅周辺の市営自転
車等駐車場における一
時利用者数

891,015台
（平成28年度実績） 92万台

・中心市街地が魅力的な
まちであると感じている
市民の割合

54.8％
（平成28年度調査） 60％

３．基本方針と計画目標の設定

４．自転車ネットワーク路線の選定

（1）自転車ネットワーク路線の構成
（2）アクセス路線選定の考え方
（3）自転車ネットワーク路線
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（１）自転車ネットワーク路線の構成

調布市⾃転⾞ネットワーク路線の構成調布市⾃転⾞ネットワーク路線の構成

広域⾃転⾞交通軸以外広域⾃転⾞交通軸以外A 広域⾃転⾞交通軸A 広域⾃転⾞交通軸
Bアクセス路線Bアクセス路線

【構成要素】
・道路網計画
「広域道路網」

【構成要素】
・道路網計画「地区内道路網」のう
ち、広域⾃転⾞交通軸を補完する役
割をもち、かつ３つの構築の視点に
該当する路線
・連続性の視点から追加する路線
・上記路線に並⾏する裏道路線
地区内道路網に位置づけがない路線を含む

４．自転車ネットワーク路線の選定
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（２）アクセス路線選定の考え方

自転車ネットワーク構築の視点 アクセス路線の選定の考え方

視点
①

鉄道駅へのアクセス • 広域自転車交通軸と駅周辺を結ぶ

視点
②

駅から離れた主要施設
へのアクセス

• 広域自転車交通軸と郊外部の学校等
の主要な施設を結ぶ

視点
③

中心市街地の回遊や観
光資源へのアクセス

• 中心市街地の回遊性向上
• 広域自転車交通軸と観光資源を結ぶ

４．自転車ネットワーク路線の選定
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４．自転車ネットワーク路線の選定

（３）自転車ネットワーク路線

５．重点整備エリアの選定

（1）重点整備エリアの考え方
（2）重点整備エリア
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5．重点整備エリアの選定

（１）重点整備エリアの考え方

・予算等の制約により、全区間を同じ時期に整備する
ことは不可能

• 自転車の集中する駅周辺
• 中心市街地エリア
• 観光拠点間の回遊エリア

重点整備エリア

5．重点整備エリアの選定

（２）重点整備エリア

「主要駅周辺エリア」
自動車の集中する
調布駅、つつじヶ丘駅、

仙川駅の周辺

「観光拠点回遊エリア」
東京オリンピック・パラリン
ピック会場、深大寺周辺

「中心市街地エリア」
基本計画における整備エリア
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６．整備形態

（1）自転車専用通行帯
（2）車道混在
（3）整備形態の選定

22

6．整備形態

（１）自転車専用通行帯

・「自転車専用通行帯」は、車道に1.5ｍ以上の幅員が
確保できる場合に、沿道土地利用の状況等を踏ま
えたうえで設置

道路標示「
専用通行帯
（109の6）」
の設置

道路標示「
車両通行帯
（109）」の設
置
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6．整備形態

（２）車道混在

・「車道混在」は、歩行者空間を確保したうえで、車道
に自転車の走行位置と進行方向を矢羽根型路面表
示（自転車ナビライン）や自転車ナビマークで明示し
て、自転車の走行する空間を示すもの

（主要市道16号線）

6．整備形態

（３）整備形態の選定

今後整備される総幅員が概ね
16ｍ以上の道路を想定
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７．優先整備路線（Ⅰ期）の設定

（1）優先整備路線（Ⅰ期）とは
（2）優先整備路線（Ⅰ期）の選定項目
（3）優先整備路線（Ⅰ期）路線図
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7．優先整備路線（Ⅰ期）の設定

（１）優先整備路線（Ⅰ期）とは

・優先整備路線（Ⅰ期）：平成30～34年度までの5年間

重点整備エリアのうち、
「駅周辺の路線」
「中心市街地の回遊性に資する路線」
「観光拠点間の回遊性に資する路線」 を中心に

現状で道路幅員が6ｍ以上ある路線を
優先整備路線に設定

Ⅰ期（５か年）
平成３０～３４年度
（２０１８～２０２２年度）

Ⅱ期（５か年）
平成３５～３９年度
（２０２３～２０２７年度）

Ⅲ期
平成４０年度～
（２０２８年度～）
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7．優先整備路線（Ⅰ期）の設定

（２）優先整備路線（Ⅰ期）の選定項目

（１）自転車の集中
する駅周辺

 調布駅、仙川駅、つつじヶ丘駅周辺

の自転車等駐車場への路線

（２）中心市街地
エリア

 中心市街地エリアの回遊性に資する

路線

（３）観光拠点間の
回遊エリア

 自転車推奨ルート（東京オリンピッ

ク・パラリンピック関係）

 自転車推奨ルートと調布駅、深大寺

を結ぶ路線

その他
 整備に際しての準備が整った路線

から順次事業を進めていく

29

7．優先整備路線（Ⅰ期）の設定

（３）優先整備路線（Ⅰ期）路線図
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８．今後の計画の進め方

（1）関係機関との連携
（2）ネットワーク計画の見直し
（3）自転車ネットワーク路線以外の
路線整備

（4）路面標示（表示）の耐久性・再整備
（5）関連施策の推進

30
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8．今後の計画の進め方

（１）関係機関との連携

・警視庁や国、東京都などの道路管理者等と調
整を行い、自転車通行環境の整備を連携して
実施するよう合意形成を図っていく

・上記の体制により、計画の目標達成状況の評
価と見直しを実施する



17

32

8．今後の計画の進め方

（２）ネットワーク計画の見直し

・各期（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）の最終年度に見直し
を図る
・Ⅰ期のうち、先行して整備する路線について、
整備課題への適切な対応方法を調査、検討
する

（３）自転車ネットワーク路線以外の路線整備

・整備の必要性が生じた場合には、整備の実
施を検討する
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8．今後の計画の進め方

（４）路面標示（表示）の耐久性・再整備

・調布市では、車道上に路面標示（表示）を行う
ことによる自転車ネットワーク路線の整備が
多くなると考えられる

・路面標示（表示）設置後は、現場の状況、区
間ごとの路面標示（表示）の耐久性を把握し、
次回以降の自転車ネットワーク計画の見直し
等に反映することを検討する
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8．今後の計画の進め方

（５）関連施策の推進

・違法駐停車車両対策の実施
・安全利用・法令順守の推進

【広報による啓発】
・市報ちょうふ、市ホームページ、ツイッター、テレビ広報、
調布FM、自転車等駐車場でのポスター掲示 等

【自転車利用に関するルール・マナー向上
のための取り組み】
・自転車交通安全教室（小学生）
・調布市子ども交通教室の活用
・自転車安全利用講習会
・スタントマンを活用した
自転車交通安全教室 等

９．パブリック・コメント手続き

（1）意見の提出方法
（2）意見の提出先
（3）意見募集期間

35
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９.パブリック・コメント手続

• 直接または郵送、ＦＡＸ、電子メールで市役所交通対
策課へご提出ください

• 各公共施設の意見提出箱にも提出できます
• 提出に当たっては、表題に「調布市自転車ネット
ワーク計画（案）への意見」と明記のうえ、住所、氏
名、ご意見をご記入ください

• 直接持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、
平日の午前８時３０分から午後５時１５分の間にお越
しくださいますようお願いします

• 様式は自由です

（１）意見の提出方法
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９.パブリック・コメント手続

調布市役所都市整備部交通対策課
（市役所７階）

〒１８２－８５１１
調布市小島町２－３５－１
ＦＡＸ ０４２－４８１－６８００
（ＴＥＬ ０４２－４８１－７４５４）
Ｅメール：koutuu@w2.city.chofu.tokyo.jp

（２）意見の提出先

平成３０年 ６月２０日（水）から
平成３０年 ７月２０日（金）まで（必着）

（３）意見募集期間

mailto:koutuu@w2.city.chofu.tokyo.jp
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ご清聴ありがとうございました

これより、質疑応答に移ります

お問合せは
調布市都市整備部交通対策課

０４２－４８１－７４５４
までお願いいたします


