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令和元年度第１回調布市自転車等駐車対策協議会 議事録 

 

開催概要 
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 主税
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 次 第 ：   1.  開会 

   2.  議題 

                      報告事項 第 １ 号 

自転車等対策実施計画の改定について 資料 1，資料 2，駐輪場位置図 

報告事項 第 ２ 号 

今後の駐輪場整備計画 について          つつじケ丘駅周辺位置図 

報告事項 第 ３ 号 

シェアサイクルの実証実験について シェアサイクル利用状況集計表 

   3.  閉会 

 

 配付資料 ・調布市自転車等対策協議会委員名簿及び席次表 

・調布市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例及び条例施行規則（抜粋） 

・第１号 自転車等対策実施計画の改定について（資料１，資料２，駐輪場位置図） 

・第２号 今後の駐輪場整備計画についてつつじケ丘駅周辺位置図） 

・第３号シェアサイクルの実証実験についてシェアサイクル利用状況集計表） 

 

参考資料 

・調布市自転車等対策実施計画 

・調布市自転車ネットワーク計画（概要版） 
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議事録 

 

開会 

＜事務局＞ 

ただ今から，令和元年度第 1 回調布市自転車等駐車対策協議会を始めさせていただきます。本日はご多

忙のなか，ご出席を賜りまことにありがとうございます。 

会長に議事進行をお願いするまでの間，本協議会を所管する交通対策課自転車対策係の服部が進行させ

て頂きます。よろしくお願いします。 

本協議会は調布市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例第 11 条に基づき，自転車等の駐車対策

に関する重要事項について調査・審議いただく機関であり，市長の諮問に応じ総合計画に関すること，

自転車等放置禁止区域の指定・変更および解除に関することなどの諮問案件の審議等をお願いしていま

す。 

 

 

委員の挨拶 

（新しく任命された委員の挨拶） 

 

会長の挨拶 

当協議会の会長を務める副市長の荒井です。調布市の状況について，平成 24 年から京王線が地下化し，

調布市内の３つの駅においてまちづくりが行われています。布田駅と国領駅周辺では都市計画道路や周

辺道路が完成しました。調布駅周辺では京王電鉄の協力もありトリエも開業し，調布駅は非常に多くの

人でにぎわっており，まちづくりが進展しています。特に，ラグビーワールドカップが開催される週末

は調布駅周辺が多くの人でにぎわっており，調布の駅前広場の整備についても，北口ロータリーの工事

なども含めて着実に進展しています。この自転車駐車場計画においても，鉄道敷地も含めて整備を進め

ています。 

このように，地下化から徐々にまちづくりが進展していく中で，自転車対策も喫緊の課題となってきて

いるため，委員の皆さまのご協力を頂きたいと考えております。 

また，放置自転車対策ということで調布，布田，国領の３駅の周辺では放置自転車禁止区域を定めてお

り，見直しなどを進めています。マナーアップキャンペーンも９月より行っており，委員の皆さまや商

店街の皆さまには感謝するとともに，引き続きご協力頂きたいと思います。 

本協議会では忌憚のないご意見を頂ければと思っています。 

 

協議会の定足数についての報告 

事務局より，本日の欠席者は 0 名であり，定足数に達していることが確認された。 

 

情報公開について 

当協議会では議事録の作成と傍聴者の受け入れについて全委員の賛成により了承された。 

事務局より，傍聴者がいないことが報告された。 
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議題 報告事項第１号 自転車等対策実施計画の改定について 

（事務局より資料 1，資料 2の説明） 

 

 

質疑応答 

 

＜荒井会長＞ 

委員の皆さまから意見を伺いたいと思います。 

 

＜八田委員＞ 

資料２の P5，計画４「既存施設の立体化」について。仙川駅の橋上で 3,000 台，調布駅に調布北第１，

調布北第２があり，京王多摩川駅では京王線の高架下にあるようですが，調布駅南地下駐輪場を見直す

と記述しているが，現時点での代替施設の調整は行われているのかお聞きしたい。 

 

＜事務局＞ 

代替施設に関しては，駅周辺で駐輪場の用地について，長期間借用できるよう地権者と協議を行ってお

り，平面的な駐輪場を確保しています。 

 

＜八田委員＞ 

地下駐輪場の見直しということで，代替の駐輪場を継続利用できることによって，一定の収容台数とし

て対応可能であるという状況でよろしいですか。 

 

＜事務局＞ 

昨年度の１月末に駐輪場の実態調査をしたところ，収容台数に対する利用台数は６～７割程度で，基本

的に今ある駐輪場で充足しています。これまで市では調布駅周辺で 7,800 台を目標にしてきましたが，

現時点では借地の駐輪場も含めて約 6,800 台を確保できています。結果として 1,000 台不足していると

いうことになりますが，当時の状況と比較すると最近では大型の商業施設も立地しており，通勤・通学

以外の買い物目的の自転車利用者は商業施設の駐輪場も利用していると考えられ，全体としては需要を

満たしていると思われます。 

 

＜八田委員＞ 

資料２の 17 ページ「放置禁止区域の拡大」について。放置禁止区域の見直しについて，昨年までに区域

の見直しがあったとのことですが，指定前と指定後で，例えば仙川駅，つつじヶ丘駅，調布駅，国領駅

それぞれの近傍で，現時点における商店街の皆さまから見て変化や改善意見などあれば教えて頂きたい。 

 

＜塚本委員＞ 

特に意見はないです。 
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＜石井委員＞ 

今のところ聞く範囲ではトラブルなどは発生していないです。 

＜相田委員＞ 

特に意見はないが，放置自転車が減ったという感覚はあります。 

 

＜田中委員＞ 

放置自転車は減少した印象です。心配な点として，トリエの前の道路について，自転車を置くスペース

はないと思うが，商店街としては気になっています。 

 

＜八田委員＞ 

トリエ A 館の飯野病院の北側の側道において，東側から西側への一方通行が今後は逆になるということ

で，自転車需要に関する懸念があると思われます。そのようなことも踏まえつつ，放置自転車について

は一定の効果が見られるという認識ができています。 

 

＜荒井会長＞ 

他に意見はないですか。 

 

＜齊藤委員＞ 

資料２の P11 の計画 12「商店街による調布市自転車等駐車施設（有料）の借用協議」について，過去に

実施していたのに今は行っていないようだが，何か課題があったのか。どのような事例だったのか状況

を教えて頂きたい。 

 

＜事務局＞ 

かつて，学習塾と銀行と契約を行っていたという経緯があります。ずいぶん前ですが，調布駅南口の学

習塾付近に駐輪場があった時，生徒に自転車を放置させないために学習塾が費用を負担して 40 台ほど

定期利用の契約を駐輪場と結んで頂いていました。銀行でも同じように銀行がお客様向けに駐輪場と定

期利用契約を結んでいました。商店街との連携というよりも個々のお店で行われていました。 

計画当初は，個別の商店ではなく商店街全体の利用者を対象に考えられていたと思われます。 

 

＜田中委員＞ 

そのほかに心配な点として，放置自転車に対する規制を強化すると民地に停める人が増えるのではない

かと懸念しています。例えば，マンションの敷地などに停める人が多くなってしまうのではないか。き

ちんと管理の行き届いたマンションであれば問題はないが，そうでないマンションでは敷地内に自転車

が停められてしまうのではないかと懸念があります。 

 

＜齊藤委員＞ 

個々の商店で駐輪場と契約をするのは難しい面もあるため，商店街と連携できればいいと思います。 
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＜齊藤委員＞ 

資料２の P16 の計画 17「満空情報システムの導入検討」について，未実施となっているがどのような状

況にあるのか教えてほしい。このようなシステムがあれば便利だと思います。 

 

＜事務局＞ 

個別の駐輪場では満空を表示していますが，アプリによる情報提供システムなどについてはまだ対応で

きていません。 

実際に行うとすれば，民間の駐輪場も含めた満空表示ができればいいと内部では考えていますが，まだ

そこまで到達していない状況です。 

 

＜齊藤委員＞ 

未実施と記載してあるが検討中ということですか。 

 

＜事務局＞ 

検討中ではあります。機械化した駐輪場については，個々の満空表示は行っています。駐輪場全ての満

空表示が確認できるアプリなどはまだ着手できていません。 

 

＜八田委員＞ 

資料２の P14 の計画 15「利用者のニーズに答える幅広い料金制度の導入」について。これまでは６時間

100 円，90 分無料という制度であったが，12 時間 100 円という料金に変わり、この料金制度の変更に

ついて，利用者の声としてどのような状況であるか把握しているのですか。また，月ぎめ利用との関係

はどのようになっているのか。概略をお伝えいただきたい。 

 

＜事務局＞ 

来月，調布駅周辺の駐輪場の利用実態について調査を行う予定であるが，４月の料金改定の段階で一時

利用がかなり増加したと感じています。これまでは６時間で 100 円，12 時間では 200 円だったので，通

勤・通学の人は定期にした方がお得だったと思われるが，12 時間 100 円だと通勤・通学利用でも利用時

間や日数によっては定期契約を結ぶより一時利用の方がお得な利用者が多いのかも知れません。 

昨年度の調査よりも一時利用が増えているという感覚があります。 

 

＜八田委員＞ 

選択の幅が広がったと考えられると思います。例えば，試験休みのある学生などが，これまで月ぎめで

利用していたのを一時利用に変更したなどの事例が考えられます。これは，民間の駐輪場も含めて自転

車の利用について選択肢が広がったということだと思います。今後も様々な検証を行いながら，また民

業を圧迫しないくらいの形で整備していけるといいです。この協議会の場で報告を頂きたいと思います。 

 

＜荒井会長＞ 

今の話のように，今後も様々なニーズに答えて，この協議会で諮りながら対応していきたいと思います。 
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議題 報告事項第２号 今後の駐輪場整備計画について 

（事務局よりつつじケ丘駅周辺位置図の説明） 

 

＜荒井会長＞ 

つつじヶ丘の南側について，都市計画道路の整備に伴って駐輪場の閉鎖と代替の施設の確保についてと

いうことですが，本案件について意見や質問などあればお願いします。 

 

＜石井委員＞ 

工事の進捗について見守らせて頂いています。 

新しい駐輪場の開設日について，A の（仮称）つつじヶ丘駅南口西自転車駐車場よりも B の（仮称）つ

つじヶ丘駅南第１自転車駐車場の方が少し遅れるのはなぜですか。 

 

＜事務局＞ 

B については，2020 東京オリンピックの影響により必要な資材，特にボルトなどの鋼材が全国的に品薄

となっており，本来は B についても A と同じく年内に完成させる予定でしたが，竣工を２ヶ月ほど延ば

すこととなりました。 

 

＜石井委員＞ 

分かりました。 

つつじヶ丘駅の南側について，今後は A，B と，残る３の調布市立つつじヶ丘南自転車駐車場の３か所

になるということですが，つつじヶ丘駅を利用する人の傾向として A，B，３の順番で駐輪場が埋まって

いくと考えられますが，３の利用者は少ないのではないか。将来廃止するなどはありうるのでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

1-1，1-2 を閉鎖する案内を出してから，３に移動した利用者もいると聞いております。２については利

用者が少ないので閉鎖しても台数的には問題ないと思われます。 

また，３の駐輪場は原動機付自転車やバイクも停められるため，多くの利用者がいるようです。 

 

＜石井委員＞ 

設備が違うということですね。 

つつじヶ丘駅周辺について，やはり違法駐輪が少なくなってきているという感覚があります。 

 

＜齊藤委員＞ 

確認ですが，今年中に定期利用のみの 1-1 が閉鎖することになり，新たに設置される A は定期利用のみ，

B は定期利用と一時利用となる予定となっております。 

現時点における 1-1，1-2，２と３の合計台数と，最終的な A，B と３の合計台数はどのような関係にな

るのですか。 
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＜事務局＞ 

現時点の収容台数は 2,310 台となっています。令和３年に 1-2 が完全に閉鎖された状況では 2,190 台と

なり，少し減少はするものの計画台数は確保できるため十分であると考えています。 

 

＜石井委員＞ 

A の付近には民間の駐輪場があるが，その収容台数は市の定めた計画台数に含まれているのですか。 

 

＜事務局＞ 

今申し上げた計画台数には含まれていません。 

 

＜石井委員＞ 

民間駐車場の存在によって，市営の駐輪場の負担は緩和されているのですか。 

 

＜事務局＞ 

十分にあると考えています。また，京王電鉄が設置している駐輪場や、商店街にも駐輪場があります。 

 

＜石井委員＞ 

利用目的の違いなどはあると思いますが，駐輪場が増えたという印象があります。市が民間事業者に声

をかけたりしているのですか。 

 

＜齊藤委員＞ 

先ほどの報告でも紹介されていましたが，民間駐輪場への助成制度がありますよね。 

 

＜事務局＞ 

A の隣にある民間駐輪場には補助金という形で補助を行っています。 

 

＜八田委員＞ 

つつじヶ丘駅の南側に関しては，1-1，1-2の代替としてAの土地を京王電鉄から市が借りることができ，

長期安定的に駐輪場を確保できることとなりました。B は角地であるが，立体化を図ることによって収

容スペースを確保できました。また，さきほど指摘にもあった通り民間の駐輪場が市営駐輪場の飽和を

防いでいるとも考えられますが一方，駅から遠い２については稼働率が低い状況にあり，返還という形

になります。 

また，つつじヶ丘駅の北側に関しては公有地がなく，駐輪場に適した民地もない状況です。商店街にあ

る民間の駐輪場で補わせて頂いていますが，北側から南側の駐輪場を利用している人もいるため，市と

しては北側に関しては課題があると受け止めています。 

 

＜石井委員＞ 

引き続き，お願いします。 
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＜荒井会長＞ 

他に意見はないですか。 それでは，最後の議題に移ります。 

 

議題 シェアサイクルの実証実験について 

（事務局よりシェアサイクル利用状況集計表の説明） 

 

＜荒井会長＞ 

新たな試みとして，計画の方ではレンタサイクルと記載されていますが，最近の風潮としてシェアサイ

クルとしています。非常によく使われているかなと思っています。実証実験が始まってからまだ 7 か月

ですが意見を頂きたいと思います。 

 

＜植木委員＞ 

シェアサイクルの利用状況の集計表について，表の見方を詳しく教えて下さい。 

 

＜事務局＞ 

表中の設定台数は収容台数であり，シェアサイクルを停められるラックの数です。調布市上石原 1 を例

にすると，実際は 0 台の時もあれば 10 台分全て停められていることもあります。貸出数は，１か月の間

にそのステーションから貸し出しのあった台数を示しており、返却数は，そのステーションへ戻された

台数を示しています。 

 

＜植木委員＞ 

27 番の調布菊野台 1 について，ここはラックが 200 台も設定されているが，ここは利用率が低いという

ことになりますか。 

 

＜事務局＞ 

27 番の駐輪場は，収容台数が多く設定されたものであり，利用率からみると低いということになります。

補足しますと，設定台数が 200 台となっているこのステーションは，各ステーションにおいて足りなく

なった場合にすぐ補充ができるようシェアサイクルをプールする役割をもっています。そのため，200 台

とはいきませんがかなりの台数が常に置いてあります。 

 

＜荒井会長＞ 

今の話に関連して，200 台のスペースがある駐輪場から他のステーションへ移動させるタイミングなど

は決まっているのですか。 

 

＜事務局＞ 

こちらについては民間事業者が運営していますが，携帯電話のアプリで各ステーションの台数がリアル

タイムで確認できるようになっており，民間事業者が常にチェックしながら適宜，足りなくなったとこ

ろへ補充しています。 
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＜田中委員＞ 

その情報は一般の利用者も確認できるのですか。 

 

＜事務局＞ 

私も登録しているのですが，アプリに無料で登録すれば，専用マップで各ステーションの借りられる台

数や返却できる台数などを一目で確認できるというものになっています。 

 

＜八田委員＞ 

設定台数が 10 台となっている場合，おおむね半分の５台がステーションに置いてあり，返却分として残

りの５台分が空いているという状況が理想ですが，運用上，駅に近いステーションの場合は返却される

シェアサイクルの方が多い傾向にあり，ラックが全て埋まっていると返却できないという状況が発生し

ます。その場合，マップ内のアプリに満車状態を示す表示が出て，近くの別のステーションに停めに行

くという形になります。ステーションが満車の場合，事業者が適格に満車状態を解除しない限りそのス

テーションには返却できないということになるので，このあたりが課題として見えてくると思います。

いつでも借りられ返却できるというステーションが望ましい形であるので，社会実験を通して課題の整

理をしながら，より回遊性を高められるような内容を事業者に求めていくことになると思います。ステ

ーションが飽和していると自転車を戻せないので，遠方のステーションに停めに行かなければならない

という事態が発生していると思います。 

 

＜荒井会長＞ 

他に意見はありますか。 

 

＜代田委員＞ 

サイクルステーションは市内の駅周辺に徐々に増えてきていますが，マップを見ると隣の府中市では駅

から離れた場所や公園などにステーションが設置されています。府中市では利用実態を見ても，ステー

ションの数が多いというのもあり、ひと月の貸出数・返却数が１万台を超えています。私もシェアサイ

クルを利用することがありますが，朝は駅に向かうときに駅から離れたステーションから駅周辺のステ

ーションに返却し，帰宅時には駅から自宅付近のステーションに返却するということで，駅周辺だけで

なく市内の様々な場所にまんべんなくステーションがあれば利用者の増加につながるというイメージが

あります。駅周辺以外について，府中市のように公園にステーションを設置するなどの取り組みについ

て，調布市では今後どのように行っていくのかお聞きしたい。 

 

＜事務局＞ 

現時点では，公共施設や公園等については協力のお願いを伝えてあります。どのような形で設置するか

については今後協議していくという状況にあります。深大寺方面などではステーションが少ないですが，

例えばコンビニエンスストアなど民間の店舗に設置できないか，シェアサイクル事業者の方からも働き

かけを行っています。国領の商業施設にステーションがオープンしたように，コンビニエンスストアで

も徐々に展開していますが，コンビニエンスストアでも直営店やフランチャイズなど事業形態の違いが
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あり，引き続き協議を行っていく必要があります。 

 

＜代田委員＞ 

今後，ステーションは増加する可能性はあるということですか。 

 

＜事務局＞ 

可能性はありますが，協議中です。 

 

＜齊藤委員＞ 

ステーションが多ければ多いほど利便性が高まると考えられるため，ステーション同士が離れている必

要はなく，隣り合うほど近くにあったとしても問題はないと思います。ステーションが埋まっているた

め遠方のステーションに返却するという事態は避ける必要があると思います。資料を見ると，最も少な

い設定台数は２台となっており，ステーションは小さなスペースでも設置可能であると考えられます。

ステーションの設置について商店街と連携ができれば，シェアサイクルの利便性を向上させることがで

き，シェアサイクルのパンフレットに商店の広告を載せることができると思います。商店街の協力を得

られればいいと思うので、ぜひよろしくお願いします。 

 

＜荒井会長＞ 

確認ですが，シェアサイクルの実証実験について，市から直接金銭的な補助を行っているのですか。 

 

＜事務局＞ 

市とサービス公社とシェアサイクル事業者の間で協定を結んでおり，実証実験中の現在は市の駐輪場を

無償で提供し，代わりに実証実験のデータをいただいています。市からの持ち出しはないです。 

 

＜荒井会長＞ 

シェアサイクル事業は市民だけでなく，観光客の利便性も高まると考えられます。今後，パンフレット

の広告収入なども含めて確保されていくのではないでしょうか。 

 

＜田中委員＞ 

今後シェアサイクルが広まっていった時に，商店街としてはサイクリングマップがあるといいと思いま

す。トリエにもサイクリングマップが掲示されていますが。 

 

＜荒井会長＞ 

様々な意見を頂きながら，取り入れられるものについては事業者に相談をするなど，今後施策を展開さ

せていきたいと思います。 

以上で報告事項を終了とします。 

その他，委員から意見があればお伺いしたいのですが。自転車について最近気になっていることや，自

転車にまつわる国や都の取り組みなど，何かあればよろしくお願いします。 
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＜米山委員＞ 

私たちは国道を整備・管理しています。甲州街道である国道 20 号について，古い道路であるため拡幅な

ど難しい状況にありますが，自転車利用についてみると自転車は歩道を通行している現状があります。

また，前回のオリンピックをきっかけに植えられたケヤキもあり，ケヤキの管理をしながら歩道のメン

テナンスを行っています。歩行者と自転車が安全に通行できるよう，今後も管理を行っていきますので

ご理解いただければと思います。 

 

＜伊藤委員＞ 

最終日の本日まで行っている放置自転車クリーンキャンペーンについて，東京都の設定では通常 10 日

間のところ調布市ではラグビーワールドカップに合わせて１か月以上の長期間にわたって取り組んで下

さりありがたく思っています。 

調布警察署管内では自転車利用者が多く，交通事故の自転車関与率が約２割を超えていて非常に高くな

っています。自転車は確かに便利な交通手段でありますが事故に遭う確率が高いので，より一層安全指

導に力を入れていく必要があると自覚しています。今後もよろしくお願いします。 

 

＜齊藤委員＞ 

本協議会には交通安全協会からきていますが，地元の仙川では自治会長を兼任しています。仙川駅前の

スーパーマーケットの前の道路について，午前中は自転車をほとんど見ませんが午後になると自転車で

いっぱいになってしまいます。何年も同じ状況であり，特にここ最近はひどいと感じています。スーパ

ーにも何度も通告していますが対応してもらえず，対応していただきたいと思います。自治会長として，

よろしくお願いします。 

 

＜松岡委員＞ 

調布駅前に園児たちと散歩に行きますが，自転車が置いてあって危険な状況になったということはなく，

放置自転車は減ってきており，歩きやすくなったと思っています。 

 

＜藤井委員＞ 

駅周辺の自転車対策は市だけに任せるのではなく，鉄道事業者としても市と一緒になって取り組んでい

く必要があると認識しています。 

京王線の地下化に伴う地上利用について市と役割分担をしながら進めており，つつじヶ丘駅の新しい駐

輪場についても市と連携しています。引き続き，調布市とはこのような関係を続けていきたいと考えて

おり，駐輪場について対策を練っていきたいと思っています。 

話は変わりますが，現在開催中のラグビーワールドカップでは飛田給駅が多く利用されています。試合

の日はお客様のために鉄道の運行を止めるわけにはいかないという思いが強くあり，おかげさまで今の

ところ試合期間中に止まったことはないものの，ホーム上の監視や試合当日には踏切へ人を派遣して飛

び込みなどがないよう警戒に当たっています。来年に迎えるオリンピックに先駆けるという位置づけで

取り組んでおります。引き続き，残りのラグビーワールドカップと来年のオリンピックについても調布

市とは良好な関係を続けていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 
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＜八田委員＞ 

明日も試合がありますね。全ての踏切に黄色いビブスを身に着けた京王電鉄の職員が立っていると聞い

ています。 

 

＜藤井委員＞ 

新宿から全ての踏切に職員が立っています。 

 

＜八田委員＞ 

踏切内での転倒などによる電車の停止などを防ぐため，面的な安全対策を人的に行っているということ

で，大変だと思いますがよろしくお願いします。 

 

＜相田委員＞ 

シェアサイクルについて。国領では国領東路上自転車等駐車場と旧京王電鉄の敷地上にある駐輪場など

駅周辺にシェアサイクルのステーションがあります。また，駅から離れたところに屋根なしのものと，

さらに離れた場所に屋根付きの駐輪場があり，これまで空白地帯になっていた場所がシェアサイクルに

よってうまく有効活用できていると感じています。他の駅でもシェアサイクルが広まるといいと思いま

す。 

 

＜荒井会長＞ 

以上で全ての議論を終了とします。ご協力ありがとうございます。 

 

＜事務局＞ 

本日頂いた意見を参考に実施計画の案を策定していきます。次回の協議会の開催については，来年２月

の末頃を予定しています。日程の詳細が決まり次第連絡します。 

 

＜荒井会長＞ 

本日はお忙しい中，ありがとうございました。以上で閉会といたします。 

 

閉会 

 

以上 


