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第５章 基本計画 

１ 施策体系 

 エコサイクルシティ実現に向け、「意識づくり」「空間づくり」「しくみづくり」

の 3 つの基本方針に沿って、以下の施策に取組みます。また、本計画は、市民・

事業者・行政の協働により推進します。 
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２ 具体的な取組み 
 

方針１ 意識づくり 

（１）“健幸”づくりのための自転車利用促進に向けたきっかけづくり  
～きづく～ 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車による“健幸”づくり運動の推進      担当課 都市計画課ほか 
  

健康づくりへの関心が高まるなか、自転車は“健康的な乗り物”として注目

を浴びています。自転車を利用することは有酸素運動となり、代謝を高め、生

活習慣病対策等に効果があるとされています。健康づくりへの効果を把握して

もらうため、自転車利用に対する具体的な効果等を市民に対し情報提供するこ

ととあわせて、自転車利用者の健康診断、体力測定等により、自転車利用前後

の状態をモニタリングし、その結果をわかりやすく公表することを検討します。

これにより自転車利用への動機付けを図ります。 

 

■自転車による“心の健幸”づくり運動の推進    担当課 都市計画課ほか 

自転車利用は、有酸素運動であることとあわせて、不安・ストレスをやわら

げることができるともいわれています。自転車利用の推進による体の健康だけ

でなく、心の健康に対する効果等を広報あんじょうや市公式ウェブサイト等で

紹介し、利用促進に対する意識啓発を行います。 

 

  日常の生活の中で自転車をうまく活用することで、経済的で、環境に

やさしい生活様式を築くことができ、さらには“健幸”を実感すること

が出来るものと考えられます。 

  自転車利用を促進するため、事業の実施においては常に“健幸”の視

点を取り入れながら、自転車の魅力にきづき、「自転車で出かけてみよう」

という意識の醸成を図る取組を進めます。 

①利用促進意識の啓発 
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第５章 基本計画 

 

■“健幸”を意識した「スマートサイクリングマップ」の作成、更新 

担当課 都市計画課 
 

自転車を安全に利用するための交通ルールやマナー、快適に利用するための

乗り方、手入れの仕方をはじめ、短距離移動時の時間短縮効果、経済的といっ

た有益性、さらには市内の自転車で走りやすい道路やサイクリングコースの紹

介とあわせ、自転車の利用と“健幸”に対する影響等、自転車利用に関する様々

な情報をまとめた「スマートサイクリングマップ」を作成します。広く市民に

配布することにより、自転車の利用促進と安全で快適な自転車利用に向けた意

識啓発を行います。なお、マップの作成は市民との協働により実施するものと

します。また、必要な時点において見直しを行います。 

 
■広報あんじょう、市公式ウェブサイト等を通じた、“健幸”づくりに向けた意識

啓発                      担当課 都市計画課ほか 
 

四季折々の景色や匂い、まちなかでの新しい発見等、自転車に乗ることによ

って初めて気づくことはたくさんあります。季節を感じられる場所や最新スポ

ット等の地域情報、クルマから自転車に乗り換えた市民やサイクリンググルー

プの声、自転車利用に伴う“健幸”エピソード等、自転車の楽しみ方を広報あ

んじょうや市公式ウェブサイトで紹介し、利用促進に向けた意識啓発を行いま

す。また、「ケンサチグランプリ」にて選定された各種プロジェクトとの連携を

図り、相乗効果を生み出すような各種意識啓発の実施を検討します。 

 
■将来の“健幸”利用に向けた「キッズサポートプログラム」の開催 

担当課 都市計画課 
 

 子どものうちから自転車に乗ることの楽しさを知ってもらうこととあわせ、

自転車のルールやマナーについて学ぶ機会として、補助輪のない自転車にうま

く乗れない子のサポートを行うための教室や、自転車のルールやマナーに関す

る教室を市民団体や市内事業者等と協働して実施するとともに、エコりんりん

をはじめとした市民団体等の活動を支援します。 

 

 

 

キッズサポートプログラム 

（子ども自転車教室） 
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■自転車“健幸”イベントの開催と「フレンドリーサイクルデー」の実施           

担当課 都市計画課ほか 
 

 市民・事業者・行政の協働により、世代を超えて幅広く気軽に参加できる“ポ

タリング（自転車散歩）”をはじめとした自転車“健幸”イベントを開催します。

また、市民団体や市内事業者の実施する自転車イベントに対し支援します。 

 イベント実施においては、“健幸”の視点を取り入れた内容で実施することを

基本とします。また、市長を含め、市民全員で自転車に親しむ日として「フレ

ンドリーサイクルデー」を開催し、市民と行政の一体感の醸成を図ります。 

 

 

■“健幸”利用促進キャンペーンの実施、検討  担当課 都市計画課・商工課 
 

 広報あんじょうや市公式ウェブサイトへの掲載、ポスター、パンフレット等

を作成し、広く市民や事業者に自転車の“健幸”利用を呼びかけるキャンペー

ンを実施します。また、商店街や市民団体、事業者等と協働し、自転車利用を

促進するための取組について検討します。 

 

 

 

 自転車を日常あまり使わない人でも、自転車の有益性や楽しさを実際に

体験することで、自転車の魅力を再認識し、日常の生活で自転車を使って

みようという意識が芽生えてきます。 
 “健幸”の実現に向けた自転車イベントやキャンペーン活動等、自転車

を使うきっかけとなる取組を市民とともに進めます。 

②自転車利用機会の提供 
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第５章 基本計画 

 

※一般社団法人日本自転車普及協会ウェブサイトから転載 
 

 

①血糖値を下げ、糖尿病の予防に 
健康診断等で「血糖値が高いので気を付けて下さい。」と言われた

ことはありませんか。血糖値が高いと糖尿病にかかりやすくなります。

食事をすると糖質が吸収されて血糖値が高くなりますが、健康な人の

場合、すい臓からインシュリンというホルモンが分泌され、血糖値を

正常な状態に戻してくれます。しかし、何らかの原因でインシュリン

がうまく分泌されない場合、血糖値は高いまま下がらず、糖尿病の原

因となります。サイクリングによってインシュリンが正しく働き、糖

尿病の予防になることがわかっています。また普段から日常的に自転

車に乗ることで、少ない量のインシュリンで効率良く血糖値が下がる

ことがわかっています。 

 

②コレステロールを下げ、動脈硬化の予防に 
コレステロールには※LDLコレステロールと呼ばれる悪玉コレステ

ロールと、※※HDL コレステロールと呼ばれる善玉コレステロールが

あります。日常的に自転車に乗ることで、善玉コレステロールが増加

して血液の流れが良くなり、動脈硬化・心筋梗塞等の生活習慣病の予

防になります。 

  

 

 

 

 

③体の免疫 UPで強い体に 
人にはウィルスや細菌等から体を守る免疫力が備わっています。免

疫力が弱いといろいろな病気にかかりやすくなります。普段から自転

車に乗ることで、体内のリンパ球が増加して免疫力を高め、病気に強

い健康的な体を作ることができます。  

 １．サイクリングにはどんな効果があるの？  

  

◆自転車にのって健康になろう ～自転車と健康～ 
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④抗酸化作用を高めていつまでも健康な体に 
私たちは酸素がなければ生きていけませんが、体内では酸素がある

一部の分子と結びつき、老化の原因と考えられる活性酸素という物質

に変わります。若い時には活性酸素の働きを阻止する抗酸化作用とい

うものがありますが、40代を過ぎた頃からその力は衰えていきます。

日常的に自転車に乗っている人は、一般の人に比べて高い抗酸化能力

を持っていることが研究でわかっています。自転車に乗って抗酸化能

力を高め、いつまでも若々しい健康な体を目指しましょう。 

 

⑤体の余計な脂肪を落としてすっきりとした体に 
私たちが食事でとった脂肪は血液の中に運ばれ、筋肉で燃焼されま

す。しかし燃焼しきれなかった脂肪は、お腹周りや背中等に蓄えられ

て体脂肪となったり、血液の中でさまよい、血管をつまらせる原因に

なります。脂肪を燃焼させるためには、体内に充分な酸素を取り入れ

ながら体の大きな筋肉を動かし続ける有酸素運動がおススメです。自

転車のほかに水泳、エアロビクス、ウォーキング、ジョギング等が有

酸素運動の代表です。有酸素運動をすることにより、余計な脂肪を燃

焼させてすっきりとした体にすることができますが、運動をしたから

といって逆に食べ過ぎることがないよう気をつけましょう。 

 

⑥有酸素運動で心肺機能を高めましょう 
有酸素運動をすると大量の空気が肺へ送られ、心臓のポンプ作用に

より全身の隅々まで血液が送られます。このような運動を続けていく

と心肺機能が上がり、運動をする前と比べて呼吸の乱れがなくなった

り、長い時間運動することができるようになります。これは呼吸・循

環器系が発達して最大酸素摂取量が増加したからです。 

 

⑦自転車に乗ってストレス解消 
周りの景色を見ながら風を切って走るのは気持ちがいいものです。

ストレス社会と言われる現代で、仕事や人間関係など悩みも様々です。

サイクリングをすると精神的健康度が良好な状態になり、特に抑うつ

症状に効果があると最近の研究でわかっています。体だけではなく、

心の健康のためにも、サイクリングをしてはいかがでしょうか。  
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第５章 基本計画 

 

 
健康のために自転車に乗るには、自転車に乗る時間によって、運動の強度を変えることが

効果的です。人それぞれ体力に違いがありますが、乗る人の感覚で運動の強度を「軽く」「普

通に」「やや強く」「強く」の４段階に分けてみましょう。 

 

 

 

①３０分以上乗る場合 
・「やや強く」の感じで走りましょう。 

・体力のない人や初めて乗る人は「普通に」から始めましょう。 

・体力に自信のある人やトレーニングを積んできた人は「やや強く」〜

「強く」で走りましょう。 

 

②１時間以上乗る場合 
・時間が長いので「普通に」の感じで走りましょう。 

・体力のない人や初めて乗る人は「軽く」で走りましょう。 

・体力に自信のある人やトレーニングを積んできた人は「普通に」〜

「やや強く」で走りましょう。 

 

 

 
  

 ２．効率よく自転車に乗るには？          

道は平坦なところばかりではありません。登り坂もあれば、下り坂もあります。行きは快適に追い風でも、帰りは
向かい風を受けてペダルを漕ぐのが大変な時もあります。楽しくサイクリングをするためには、変速ギアを変えること
によって負荷を調整できる、マウンテンバイク・クロスバイク・ロードバイクなどのスポーツ自転車がおススメです。 
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①長時間の運動が可能 
体重がサドルで支えられている自転車では、ランニングとは異なり着地に伴う衝撃が

なく、また同じ距離を走ったときの消費カロリーもランニングの約1/3 と少ないため、

長時間の有酸素運動が可能になります。激しい運動をしてすぐバッタリではなく、長時

間のほどよい運動ができます。 

 

②筋肉への負担が少ない 
同じ有酸素運動でも、例えばランニングでは、キック時は筋肉は縮み、

着地の時は筋肉が引き伸ばされながら力を発揮しています。一方、自転

車では筋肉が縮むことだけでペダルが漕がれます。筋肉が伸ばされる運

動を行うと、筋肉の線維が破壊されて筋肉痛が起きやすいことも分かっ

ています。例えば、階段を降りる方（筋肉が伸ばされる）が、階段を登

る（筋肉が縮む）よりも、筋肉痛になりやすいのです。自転車では筋肉

が引き伸ばされながら力を出すことがないので、筋肉への負担も小さく、

ケガも少ないことから健康増進のために有効です。 

 

③サルコペニア（加齢に伴う筋量の低下）予防に 
年齢を重ねると、下半身の筋力が落ちてきます。体全体の2/3の筋肉量が下半身にあ

ると言われています。足腰の衰えを感じる前に、次のような自転車の練習をしてはいか

がでしょうか。週に3回、5分間だけ最大に近い運動量で自転車を漕いでみましょう。3

ヶ月もすると、ふとももの筋力がアップし、歩くことが楽しくなるかもしれません。 

 

④脂肪の代謝に効果的 
自転車に乗ることに慣れてきたら、休日を利用して遠出をしてみては

いかがでしょうか。運動のエネルギーは、主に糖質と脂肪が分解するこ

とによって供給されます。運動の強度が高く時間が短いほど糖質が分解

され、逆に運動の強度が低く時間が長いほど脂肪の分解が盛んになりま

す。したがって、長時間運動を行うことができる自転車は、筋肉の中で

脂肪を燃焼させるのに効果的な運動であることが分かります。 

 

出典：一般社団法人日本自転車普及協会ウェブサイト（http://bikecology.bpaj.or.jp/）  

  ３．他にもいろいろサイクリングの特徴     
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（２）自転車を正しく利用するための意識づくり ～まもる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学校、幼・保育園における交通安全教室の実施 担当課 学校教育課・市民安全課ほか 
 

 自転車利用に必要な交通ルールの理解、自転車運転に関する知識・技能を身

につけるため、自転車教室や大型車教室※等の交通安全教室を実施します。 

 また、学校行事、児童会・生徒会活動や学級活動、総合的な学習の時間等に

おいて、定期的に自転車点検活動や安全な自転車の乗り方の指導を行ったり、

交通安全運動に積極的に参加したりして、児童生徒の交通安全意識の高揚と自

転車運転におけるマナーの向上を図ります。 

 幼・保育園においては、園児が正しい交通ルールやマナーを身に付けられる

よう、安全歩行訓練等を行います。 
 
 

※大型車教室：トラックを使った交通安全教室。内輪差や運転席から 
        の死角等を体験する。 

 
■地域における安全意識やマナーの向上         担当課 市民安全課 

 

 地域ぐるみで、安全意識やマナーを向上させるため、町内会や老人クラブを

中心とした交通安全教室を開催します。 

 特に高齢者の死亡事故が多いことから、老人クラブ単位の交通安全シルバー

リーダーを養成し、リーダー自らが各種催し等の多様な機会を活用した交通安

全教室を企画・開催します。 
  

 道路を利用するすべての人がルールやマナーを守れば、自転車、歩行者、

クルマが共存でき、安全で快適に道路を使うことができるようになります。 

 交通安全教室等、交通ルール、マナーを守って自転車を正しく安全に利

用する意識をつくるための取組を学校や地域等と連携しながら進めます。 

①安全意識・マナーの向上 
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■事業所における安全意識やマナーの向上  担当課 都市計画課、市民安全課 
 

 事業所における交通安全研修において、自転車利用者に対する運転マナーの

ほか、自転車の持つ健康的、経済的といった有益性、ルールについても研修を

行い、運転マナー向上を図るとともに、クルマと自転車を賢く使い分けること

を促進します。 
 
■高齢者向け自転車大会の開催             担当課 市民安全課 

 

高齢者向けに自転車大会を開催し、自転車利用の法規履行、走行と安全走行

の優劣を競うことで、正しい交通ルールの定着とマナーアップを図ります。 

 
 
■自転車免許制度の継続                担当課 市民安全課 

 

 交通ルールとマナーを身につけるため、警察、交通安全協会と協力し、小中

学校で行う交通安全教室において、自転車の正しい乗り方講習会、筆記試験、

実技訓練を実施のうえ、自転車免許証を交付します。 

 
■自転車の走行ルール、マナーに関する啓発の実施          

           担当課 都市計画課、市民安全課 
 

 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の策定等により、既存の

自転車歩行者道における自転車の通行場所等、自転車の走行ルールに対する関

心が高まっています。また、自転車の走行マナーの向上に対する市民の意識も

高まっています。そのため、既存の自転車歩行者道における通行方法、自転車

安全利用五則等に重点を置いた交通ルールの遵守、マナー向上に関する啓発を

行うとともに、広報あんじょうや市公式ウェブサイトを通して自転車に関する

ルール、マナーを、外国人を含め、広く市民に周知するための啓発活動を行い

ます。また、自動車の運転手に対しても自転車との共存についての啓発活動を

行い、安全な自転車走行環境の創出に努めます。 

啓発活動の実施に際しては、明治用水緑道等における街頭指導の実施を検討

するとともに、エコりんりんをはじめとした各種市民団体や市内事業所と積極

的に協働して実施します。また、e ラーニングの導入等、効果的な方法、仕組み

について研究します。 
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■防犯登録の推進             担当課 都市計画課、市民安全課 
 

 自転車の盗難、盗難自転車が駅前等に放置され、市民生活に支障を来たす状

況を改善することを目的に「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」が施行され、「自転車防犯登録」が義務づけられて

います。防犯登録を推進するため、自転車販売店、広報あんじょうや市公式ウ

ェブサイト等で定期的にＰＲします。 

 
■自転車保険の加入促進                担当課 都市計画課 

 

 自転車の交通事故は減少しているものの、最近では自転車が加害者となり、

その賠償金が高額になる事故も多く見られます。自転車には保険加入が義務付

けられていないうえ、自転車利用者も保険に対する関心が低い現状にあります。

万が一のために、自転車利用者も保険に加入することが必要です。自転車保険

（ＴＳマーク等※）制度の周知や加入促進を自転車販売店、広報あんじょうや市

公式ウェブサイトで定期的にＰＲします。特に、ＴＳマークについては、自転

車安全整備士が点検整備した、安全な普通自転車に貼付されるものであること

から、小中学校、高等学校をはじめ、多世代に対しＰＲします。 
 
 

※ＴＳマーク：TRAFFIC SAFETY（交通安全）の頭文字をとったもので、 
       道路交通法令に定められた大きさ、構造、性能等の基準に 
       適合した安全な普通自転車であることのしるしであり、賠 
       償責任、傷害保険がついている。 
  

 自転車を正しくに利用するためには、利用する人がルールやマナーを守

ることに加えて、利用に関する制度を理解することが必要です。 
 自転車に関係する制度について、周知・徹底を図るとともに、良好な景

観の保全や歩行者の安全のため、放置自転車対策を継続します。 

 

②自転車に関する制度の周知・徹底 
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第５章 基本計画 

 

■自転車等放置禁止区域の周知徹底           担当課 維持管理課 
 

 本市では、ＪＲ安城駅、名鉄新安城駅、名鉄南安城駅周辺を自転車等放置禁

止区域に指定し、放置自転車等の撤去を実施しています。近年は放置自転車数

は減少傾向にあるものの、未だ放置自転車が見られます。市広報紙、ウェブサ

イト、禁止区域内における啓発活動を通して、その内容について周知・徹底を

図ります。また、状況に応じて自転車等放置禁止区域の拡大・縮小を検討しま

す。 

 

■放置自転車対策、放置自転車の返還の推進  担当課 維持管理課、都市計画課 
 

 自転車等放置禁止区域では、毎年 200 台を超える自転車が撤去されています

が、そのうち所有者へ返される自転車は、全体の 4 割程度です。 

 放置自転車を減らすため、必要に応じ放置禁止区域等での見回りを強化する

キャンペーン活動を行うとともに、市広報紙やウェブサイトを通して啓発を行

うことにより、返還率の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車安全利用五則 

 １．自転車は、車道が原則、歩道は例外 
    道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって歩道と車道の区

別があるところは車道通行が原則です。 
２．車道は左側を通行 

自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。 
３．歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行 

   歩道では、すぐに停止できる速度で走行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止し

なければなりません。 

４．安全ルールをまもる 
  ・飲酒運転は禁止   ・二人乗りは禁止 ・併走は禁止 
  ・夜間はライトを点灯 ・信号を守る   ・交差点でも一時停止と安全確認 

５．子どもはヘルメットを着用 
    児童、幼児の保護責任者は、児童、幼児に乗車用のヘルメットを被らせる用にしまし

ょう。 

※警察庁ウェブサイトhttp://www.npa.go.jp/より 
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方針２ 空間づくり 

（１）安全で快適な走行空間づくり ～はしる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 自転車が都市交通手段としてその機能を果たすためには、安全で快適に、

利用できる走行空間が必要です。 

 自転車、歩行者、クルマの共存をめざし、また“健幸”都市の実現に向

けた走行空間の整備、改修を進めます。明治用水緑道を生かした自転車走

行空間のネットワークの形成に向けた取組をより一層進めるとともに、道

路上で歩行者と自転車、さらには自動車が安全、快適に共存できるように

通行区分の明確化や段差解消等の改修を進めます。 

 

①自転車走行空間の整備 
 

市道デンパーク通り線 
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自転車ネットワークの形成 

 

自転車ネットワークの整備を進めることで、安全で快適に利用できる走行空

間を確保し、利用推奨ルートとして自転車の利用促進を図ります。 

自転車利用は、日常の生活圏内での利用と生活圏をこえた広域的な利用が考

えられます。そのため、鉄道駅、学校、市街地を取り巻く『生活圏ネットワー

ク』、生活圏を相互に結ぶ『交流ネットワーク』、生活圏を越えた自転車利用の

ための『広域ネットワーク』を整備の柱とし、安全で快適な連続性のある走行

空間を創出します。 

具体的なネットワークの形成にあたっては、明治用水緑道を幹線とし、これ

を中心に主要駅や主要施設、学校等を結ぶ道路・河川敷等を補助幹線として位

置づけます。 

 
◆生活圏ネットワーク 

 

 日常生活では、すべての道路で自転車が利用されています。しかし、自転車

利用の側面から、そのすべてを整備していくことは困難です。 
 現状に応じ整備を進めるため、自転車利用者が多く集まる鉄道駅、学校、市

街地へのアクセスの向上や安全性を確保する自転車走行空間の整備を進め、幹

線、補助幹線と結ぶことで生活圏ネットワークを形成します。 

 
◆交流ネットワーク 

 

 自転車の利用範囲の拡大を図るため、既存道路を活用し、鉄道駅、学校、公

共施設、商業施設を中心とした日常生活圏を相互に結び、人、まちのつながり

を持たせる交流ネットワークを形成します。 

 
◆広域ネットワーク 

 

 健康づくりへの関心の高まりや余暇の拡大により、今後、自転車利用は増加

することが予想されます。明治用水緑道、矢作川等を活用し、観光・歴史資源

であるデンパーク、安祥文化のさと、油ヶ淵水辺公園等を結ぶことにより、本

市の魅力を再発見し、楽しく、快適に自転車利用ができる広域ネットワークを

形成します。 
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■ 自転車ネットワーク 
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自転車利用のための道路整備方針 

 

 自転車は、道路交通法では車両であり、本来は車道を走るルールとなってい

ます。しかし、車道での走行は、必ずしも安全であるとはいえません。一方、

歩道での走行は、歩行者に危険を及ぼす可能性があり、歩行者の安全性や自転

車の快適性が確保されていません。これは、自転車の走行空間が道路上で整備

されていないことに起因しています。そこで本市では、自転車走行空間の整備

に当たっては「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に基づき、自

転車が安全、快適に走行できる空間を確保することを道路整備の基本とします。 

◆幹線（明治用水緑道） 

 安城市の自転車ネットワークの幹線である明治用水緑道については、走行環

境整備と適切な維持管理を進めることで、幹線としての機能を確保します。 

◆補助幹線 

 幹線や交通結節点、拠点施設等への移動のための補助幹線については、以下

の方針に従って整備を進めます。 

○新設・拡幅する道路 
 新しく整備する道路、拡幅を行う既存の道路においては、その地域の

自転車利用の実態や既存道路の交通状況をふまえ、自転車走行空間の整

備を推進します。 

○既存の道路 
 既存道路のうち拡幅しない道路では、段差の解消や自転車走行空間の

設置等の整備を進めます。 
また、自転車ネットワークでの位置づけや道路幅員、通行量等をふま

えながら、道路空間を有効に活用・再配分し、地域の特性に応じた走行

空間を整備することにより、歩行者と自転車、さらには自動車が安全、

快適に利用できる環境を確保します。 

◆生活道路等 
幹線や補助幹線にあたらない生活道路等は、自転車交通量等を把握しながら、

地域の実情に応じ、自転車走行空間の整備を研究します。 
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◆幹線（明治用水緑道） 

■明治用水緑道の環境整備               担当課 公園緑地課 
 

 自転車ネットワークの幹線として、より安全、快適に走行できるようにする

ための整備を県と協力しながら進めます。死角や段差の解消、歩行者と自転車

の通行帯の明確化、街路灯の設置により安全性の向上を検討します。また、駐

輪場や現在位置、距離等を確認できる自転車用サイン、休憩施設を整備するこ

とにより利便性の向上を図ることを検討します。 

 
■協働による維持管理                 担当課 公園緑地課 

 

 自然環境に恵まれた明治用水緑道を四季折々の景色を感じながら利用できる

よう、愛護会等、市民との協働による維持管理システムの構築、維持を図りま

す。また、自転車利用者のみならず、誰もが通りたくなる緑道をめざし、草刈、

除草等、適正な維持管理をします。 

 
 

  明治用水緑道 
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◆補助幹線 

■道路の環境整備          担当課 維持管理課・土木課・農務課 

 新たな道路整備においては、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」

に基づく整備を行うことで歩行者と自転車、さらには自動車の通行空間を区分

し、共存を図ります。 

 既存の自転車歩行車道については、自転車の通行に支障となる段差等を順次

改修を行います。幅員の狭い箇所については、標識、照明灯、植樹帯とあわせ、

車道幅員についても見直しを行い、通行空間の再配分を検討します。また、用

水路等の上部整備を行うことで、自転車の走行空間の確保を進めます。 

 

■自転車通行区分の明確化          担当課 維持管理課・土木課 
 

 自転車ネットワークで位置づけられる路線は、「安全で快適な自転車利用環境

創出ガイドライン」に基づき、原則として車道上に自転車が通行する空間を整

備し、視認性の高い路面表示等により、自転車の通行区分を明示します。 

 整備にあたっては、道路の幅員、通行量、地域の意向等を考慮し、交通規制

や路側帯の拡幅等をあわせて検討する等、警察との協議を進めながら、安全な

自転車走行空間の確保に努めます。 

 

  
市道安城三河安城線 
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■違法な道路占用物件の追放             担当課 維持管理課 

 

 道路上の駐輪や駐車、道路を占有している立看板等は違法であり、自転車や

歩行者の安全な通行の妨げとなります。市広報紙やウェブサイトを通じてその

周知を図るとともに、地元や県、警察と協力し、路上の違法看板、工作物等の

撤去指導を行い、地域ぐるみで排除に努めます。 

 

■自転車走行空間の設置検討   担当課 土木課・維持管理課・都市計画課 
 

 自転車ネットワークで位置づけられる路線以外の道路においても、自転車、

歩行者の通行量が多い道路については、道路の現況及び位置づけや地域の意向

等を考慮し、警察との協議を進めながら、順次、自転車走行空間の設置・拡大

を検討します。 

 なお、自転車走行空間を設置した場合には、当該路線の利用者等に対しアン

ケート調査を実施する等、整備による効果を調査、把握します。 

 

  市道大東住吉線 

 
 

 

 

 
 

 



 

 60 

 

（２）安心で便利な駐輪空間づくり ～とめる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主要駅周辺駐輪場整備          担当課 都市計画課・維持管理課 
 

 鉄道利用者の駅までの交通手段は自転車が多いことから、既存駐輪スペース

の状況を確認しながら、必要に応じ鉄道事業者と協力する等して、駅周辺での

駐輪空間の確保に努めます。 

 特に、区画整理事業の進捗状況等により、今後利用者の増加が見込まれるＪ

Ｒ安城駅、名鉄桜井駅等の駐輪場は、利用状況を見ながら整備の必要性につい

て検討を行います。その他の駅においても、利用状況をふまえ、適切な駐輪空

間の確保に努めます。 

 
■民間による自転車駐輪場の整備促進    担当課 都市計画課・維持管理課 

 

 まちなかでの駐輪空間を確保するため、商業地域・近隣商業地域で一定規模

以上の建物を建築する際に駐輪場の設置を促す「自転車等の放置防止に関する

条例」を定めています。 

 今後も条例の適用による駐輪場の整備を進めるとともに、地域の実情をふま

えながら、適用地域、適用建物用途の拡大等、必要に応じ見直しを実施します。 

 

 

 

 自転車は、目的地のすぐ近くまで行くことができる乗り物です。停めた

い場所に駐輪場があることで、歩道上等の駐輪がなくなり、自転車や歩行

者の安全性が確保されます。また、駅周辺に駐輪場を整備することで鉄道

利用が便利となり、サイクル・アンド・ライドが推進されます。 
 “健幸”の実現のために利用する自転車を、停めたい場所に、いつでも

安心して停めることのできる駐輪施設の整備を進めます。 

 

①駐輪空間の整備 
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方針３ しくみづくり 

（１）自転車利用の利便性を高めるためのしくみづくり ～つかう～ 

 

 

 

 

 

■自転車サイン整備の実施               担当課 都市計画課 
 

 市内の自転車利用を促進するために、駅等の起点から、目的地に到着するま

でに必要となる各種サインを、本市サイン計画に沿って自転車走行空間の整備

とあわせて実施します。 

 

 

 

 

 

 

  

■レンタサイクル利用の促進              担当課 都市計画課 
 

 市内に１１か所で展開するサイクルポートについて、利用状況を確認すると

ともに新たなニーズを把握し、レンタサイクルの更なる利用促進を図ります。

また、必要に応じレンタサイクル車両の更新を行います。 

デンパーク、丈山苑等の観光施設だけでなく、交通結節点を結ぶ広域ネット

ワークでの利便性を高めるため、幅広い年齢層を対象としたレンタサイクルを

配備します。 

また、レンタサイクルの利用時間の拡大等を検討することで、利用促進を図

ります。 

 安全で快適に、また“健幸”の実現のために自転車を利用することがで

きるよう、自転車走行空間の整備とあわせて自転車用のサインを設置する

ことで、迷うことなく自転車を使えるようになります。 
  

①自転車利用に役立つ情報の提供 
 

 日常生活の中で自転車を利用することの不便さを解消し、利便性を高め

ることで、自転車利用が促進されます。 
 レンタサイクル事業の拡充等、“健幸”を実現するための自転車を使いや

すくする取組を進めます。 

②自転車利用に役立つサービスの提供 
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■放置自転車の再利用           担当課 都市計画課、維持管理課 
 

 撤去後、引き取り手のない放置自転車は、リサイクル自転車取扱店へ譲渡し、

取扱店を通じて販売しています。新品の自転車が比較的安価で手に入ること、

修理に手間や費用がかかることから、リサイクル自転車の販売は年間 50 台程度

です。今後も引き続き、レンタサイクル、庁用自転車等へ積極的に有効活用を

図り、自転車の廃棄に対する啓発活動を行うことで、放置自転車の更なる削減

を図るとともに、不要となった自転車をリサイクルする仕組みについて研究を

行います。 

 

 
■「まちの自転車屋さん」の継続・拡大     担当課 商工課、都市計画課 

 

 現在、市内自転車販売店の協力により、空気入れの無料貸し出しや簡単な点

検等、自転車利用に役立つサービスが提供されています。このようなサービス

を提供したり、楽しく、新しい自転車生活を提案する販売店を「まちの自転車

屋さん」として、誰もが気軽に立ち寄れるよう、看板・ステッカー等により、

店頭にわかりやすく表示しています。今後も継続して自転車マップ等に掲載す

ることによりその周知を図るとともに、既存自転車店、新規出店店舗に対し協

力依頼を行います。 

 

 

■「サイクルステーション」設置の検討         担当課 都市計画課 
 

 自転車利用促進の拠点として、主に明治用水緑道に近接している既存または

新規自転車店舗等を、自転車に関する情報提供、パンク修理等のメンテナンス、

休憩所、更衣室等の機能を備えた「サイクルステーション」として指定し、自

転車利用者の利便性を高めるとともに、自転車活用マップ等でＰＲします。 

 また、アンフォーレをはじめとした公共施設等においても自転車に関する情

報提供スペースを設置する等、自転車を利用しやすい環境を創出することを検

討します。 
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（２）クルマと自転車を賢く使い分けるためのしくみづくり ～かわる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新たなレンタサイクルシステムの検討         担当課 都市計画課 
 

 中心市街地をはじめとしたまちなかにおける自転車利用の拡大を図るため、

鉄道やバス等の公共交通機関や、安城市における既存の交通体系と連携した、

市民が「使いたくなる」ような新たなレンタサイクルシステムについて民間事

業者等と協働して研究を行い、社会実験等を通して、実施の可能性について検

討します。 

 
■サイクル・アンド・ライド※の推進    担当課 都市計画課・維持管理課 

 

 鉄道駅での駐輪場を整備することにより、鉄道と自転車の乗継ぎの利便性を

高めるとともに、市広報紙やホームページでの積極的なＰＲにより、サイクル・

アンド・ライド※を推進します。 

 
■サイクル・アンド・バスライド※の推進  担当課 都市計画課・維持管理課 

 

 バスと自転車の乗継ぎの利便性を高めるため、公共施設の駐輪場や空地を利

用してバス利用者用の駐輪場を整備する等、クルマに過度に依存しないための

しくみづくりついて検討します。 

 
 

 

 

 クルマと自転車を賢く使い分けるためには、出発地から公共交通、公共

交通から目的地をつなぐ手段として、自転車の持つ自由度の高さをうまく

活用することが必要です。 
 既存の交通体系を見直し、公共交通の利便性を高めるとともに、サイク

ル・アンド・ライド等、鉄道やバスと自転車との連携を強化することで“健

幸”の実現を目指します。 

①公共交通機関との連携 
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■自転車と公共交通利用の促進     担当課 都市計画課、環境都市推進課 
 

 自動車に依存しない交通体系を確立するため、その日の天候、気分等により、

自転車とバス、鉄道等の公共交通機関を賢く使い分ける「COOL CHOICE（ク

ールチョイス）」について広報あんじょうや市公式ウェブサイトを通じて広く市

民に呼びかけるとともに、推進するための施策の導入について検討します。 

 
 

■サイクルトレイン※の研究              担当課 都市計画課 
 

 自転車の利用範囲を拡大するため、鉄道等の公共交通機関への自転車の持ち

込みについて、事業者と協議を進め、社会実験を行う等、実施の可能性につい

て研究します。 
 
※サイクル・アンド・ライド、サイクル・アンド・バスライド：まちなかへのクルマの流入

を抑制して、鉄道、バスの利用を促進するために、自転車で鉄道駅やバス停に来て、鉄道

やバスに乗り換えるシステム。 本計画では、鉄道に乗り換える場合をサイクル・アンド・

ライド、バスに乗り換える場合をサイクル・アンド・バスライドと表記する。 
※サイクルトレイン：自転車を折りたたんだり、袋にいれたりせず、そのまま、鉄道等に持

ち込んで移動するしくみ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンタサイクル（北部公民館 平成 26 年 1 月開設） 
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■自転車通勤促進事業所への支援        担当課 商工課、都市計画課 
 

 クルマと自転車を賢く使い分けるため、市内事業所に対し自転車利用に対す

る啓発活動を行うとともに、事業所内の通勤計画の策定と併せ、駐輪場等の自

転車通勤のための施設整備に取り組む事業所に対する支援について研究します。 

 

■市職員の率先行動                  担当課 人事課ほか 
 

 市民、事業者等に自転車利用の促進を広く呼びかけるにあたり、市職員が率

先して実践します。業務で出かけるときは、可能な限り庁用自転車を利用する

とともに、マイカー通勤の抑制を図るため、現在月１回実施しているノーカー

デーの実施を継続するとともに、その拡大について検討します。 

 また、自転車通勤を優遇する制度の継続を検討するとともに、状況に応じ、

駐輪場整備の必要性について検討します。 

 
  

 毎日の通勤をマイカー通勤から公共交通機関や自転車通勤へ変えること

で、交通渋滞が緩和され、排気ガス、騒音等が軽減されます。 
 交通手段を賢く使い分け、“健幸”を実現するため、事業者に対し自転車

通勤がしやすい環境整備を働きかけるとともに、その支援策についても検

討します。また、市職員が率先して自転車通勤を実践する取組を進めます。 

②自転車通勤の促進 
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計画推進 

市民・事業者・行政の協働による自転車まちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■市民団体、企業との協働によるまちづくり       担当課 都市計画課 

 

 エコサイクルシティ計画の考え方をみんなで共有し、計画を推進していくた

めには、事業を実施する市民団体や地元企業と協働することが必要不可欠です。

イベント等の実施に際しては、エコりんりんをはじめとした各種市民団体や、

市内事業所と積極的に協働して実施します。 

 
■推進体制の継続                   担当課 都市計画課 

 

 市民・事業者・行政が緊密に連携し、施策を進めていく組織として、実行委

員会組織による推進体制を継続します。ここでは、各市民団体や事業者が進め

る取組についての情報交換や本計画の推進にあたっての調整を行います。 

 

■災害時における自転車利用        担当課 都市計画課、危機管理課 

 地震等をはじめとした大規模災害時に、自動車が使えない場合の代替手段と

して、レンタサイクル車両や公用自転車を利用し、通信、交通の途絶した場所

との連絡等を実施し、被災者の支援を行います。 
  

 “健幸”の実現に向けた自転車まちづくりを進めるためには、市民・事

業者・行政がそれぞれの果たすべき役割を正しく認識し、協働により取り

組むことが大切です。お互いが良きパートナーとして、エコサイクルシテ

ィの実現に向けた取組を進めるための体制を構築します。 
 また、大規模災害時等における自転車の活用について研究します。 
 
市民・事業者・行政の役割 

市 民 は… 自転車を日常生活で積極的、継続的に利用します。 
事業者は… 環境配慮等、社会的責任を認識し、自転車利用を促進します。 
行 政 は… 計画に沿って、自転車利用を促進する取組を進め、職員は 

       率先して行動します。 

自転車まちづくりの推進体制 
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計画推進体制 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

本計画は、着実に計画を推進し自転車利用の促進を図るため、計画の実施にあたっては、

公共団体の代表者、交通関係事業者、商業団体等の代表者、地域企業の代表者、自転車ま

たは環境に係る市民団体の代表者等で構成する「エコサイクルシティ実行委員会」を組織

し、市は毎年度の実施内容及び実施状況を報告します。委員会は、計画の実施内容、進捗

状況、改善策等の確認を行い、市に意見するとともに、施策の達成度評価及び改善策の検

討等についても意見するものとします。 

また、各種事業の実施にあたっては、市は関係機関をはじめ市民・市民団体、企業等、

各種団体と協働しながら実施するものとします。 
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