
公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2018 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, May, 2018 

 

 

正会員：福島工業高等専門学校都市システム工学科（National Institute of Technology, Fukushima College） 

 

 

１．はじめに 

現在，各地で検討作業や策定が進められている立地適正

化計画においては，都市機能の集約や誘導を図ることとと

もに，自家用車に依存しない，公共交通機関を中心とする

ネットワークの構築が課題とされている。また，2017年5

月1日には「自転車活用推進法」が施行された。これによ

り，都道府県や市町村には地域の実情に応じた自転車活用

の推進に関する計画を定めるように努めることが求められ

ている。その基本理念の一つである「交通体系における自

転車による交通の役割を拡大すること」を地方都市におい

て実現していくためには，交通弱者の中でも高校生などの

未成年者において利用を推進することが重要である。特に,

通学距離が幅広く，課外活動が多様で活発な年代である高

校生にとっては，公共交通機関や自転車は身近な交通手段

として存在しているはずである。 

高校生の年代を対象とした通学手段に関しては，地方都

市や被災地において減少する鉄道やバス利用の実態と利用

者数の推移に関する報告が多いなかで，学術調査・研究と

しては降雪地域における夏季と冬季の通学交通挙動の把握

を目的とした調査・研究 1）がある。また，自転車について

は利用者を対象とした経路選択モデルの構築と目的とした

もの 2）や通学における自転車利用促進のための環境整備を

検討したもの 3），中高生の利用実態と交通ルールの認識や

交通安全教育にアプローチした報告 4）5）6）をみることがで

きる。その結果，冬季における自転車から公共交通機関へ

の交通手段の変化や，主に経路選択や走行路に着目した自

転車の利用実態と利用促進のための必要事項が個別の調

査・分析を通して明らかにされている。そのようななかで，

地方都市を対象として，通学の実態および自転車所有の有

無や日常生活における利用の実態について総合的にアプロ

ーチした調査・報告には乏しいのが現状である。 

 本研究は，いわき市平地区を対象として高校生の通学と

日常生活における自転車利用の実態を明らかにすることを

目的とするものである。具体的には，通学手段を選択する

理由や利用者の特徴を明らかにすることを通して通学時の

課題を明らかにするとともに，自家用車に頼らない交通体

系構築にむけた必要事項を提示していく。 

 

２．研究の対象と方法 

（１）研究の対象 

 本研究は，1966（昭和 41）年に 14市町村が広域合併し

たいわき市のなかでも，いわき駅やいわき市役所本庁舎が

位置する平地区を対象とする。平地区は，人口 102,549 人

といわき市の人口350,237人のおよそ3割を占めている（１）。

いわき駅を利用する鉄道の一日あたりの乗者数は，広域合

併後は 1968（昭和 43）年の 13,340人をピークとして減少

傾向にあり，2015（平成27）年では6,142人とピーク時の

半数以下に減少している。再開発事業により 2007 年に橋

上駅となった駅前には，広場やバスターミナルなどの他に

屋内で夜間施錠されるいわき駅前東自転車等駐車場と同駅

の北と西に自転車専用駐車場が整備されている。 

（２）研究の方法 

 いわき駅を最寄り駅とする5つの高等学校および1つの

高等専門学校（高専）を対象として，その生徒・学生の通

学状況と自転車利用の実態を明らかにすることを目的とし

てアンケート調査を実施した。その概要をみたものが，表

1 である。調査は，各学校の教頭先生を窓口として依頼・

訪問の上クラスごとに配布し，ホームルームなどを通して

実施してもらった。調査項目は，通学時の移動手段をはじ

め5問16項目にわたり設定し，高専を対象としてのみ，自

動車運転免許を取得・所持することのできる 4年生，5年

生も対象とするため，入学後の通学手段の変化についての

高校生にみる通学と自転車利用の実態について 
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問（2項目）を設定した。 

調査対象である A，B，C の 3 つの高校はいわき駅の北

側，D，Eの 2つの高校および Fの高専は南側に位置して

いる（２）。また，いわき駅からの距離はA校：1.6km，B校：

1.1km，C校：2.5km，D校：3.0km，E校：7.2km，F校：

3.2kmとなっている（３）。 

 

３．通学の実態 

（１）通学時の交通手段について 

 通学時の交通手段についての回答（複数可）を学校ごと

に割合としてみたもの（４）が，図1である。複数の交通手段

を利用して通学する生徒・学生が多いなかで，「徒歩」の回

答割合が 19.6％と最も高くなっている。特に，いわき駅の

北側に位置する 3校においてA校 30.5％，B校 26.9％，C

校26.0％と高くなっている。次いで「自家用車（送迎）」が

19.0％，「自転車」が 18.8％，「鉄道」が 18.0％となってい

る。そのようななかでD校の「自転車」（46.6％）や E校

の「スクールバス」（23.3％）が他の学校と比較して高い（５）

など，学校により通学手段に特徴をみることができる。 

（２）鉄道利用者の交通手段について 

 いわき駅を最寄り駅とすることより，通学手段としての

鉄道利用に着目してみると，回答者のうち鉄道を利用する

割合はA校41.8％，B校41.1％，C校41.1％，D校33.9％，

E 校 15.8％，F 校 39.9％といわき駅からの距離が離れてい

る E 校を除いては，およそ 40％前後が利用する状況にあ

る。この鉄道利用者の自宅から最寄り駅まで，またいわき

駅から学校までの交通手段についてその割合をみたものが

表2である。これをみると，「最寄り駅まで」の交通手段に

ついては，全体として「路線バス」の割合が低く，およそ

半数程度が「自家用車（送迎）」に頼っていることがわかる。

その一方で，「自転車」と「徒歩」の割合の合計は，A 校

43.7％，B校42.4％，C校44.6％，D校67.8％，E校39.5％，

F校38.2％となっている。このようななかでD校において

は「自家用車（送迎）」の割合が31.0％と他の学校と比較し

て低くなっており，その一方で「自転車」の割合が 49.8％

と半数近くを占めている。ここで，最寄り駅まで「自家用

車（送迎）」を利用する者と「徒歩」もしくは「自転車」を

利用する者に分けてその選択理由（2 つまで）の回答割合

をみたものが図 2である。両者の回答について自由度 8，

有意水準 5％によるカイ 2乗検定をしたところ，統計的に

有意な結果を得ることができた。両者に共通して「時間が

かからない」（「自家用車（送迎）」25.9％，「徒歩・自転車」

24.8％）の回答割合が最も高いなかで，両者を比較すると

「徒歩・自転車」においては「楽・疲れない」（19.0％）と

「お金がかからない」（11.2％）の割合が高く，「自家用車

（送迎）」においては「勉強・読書ができる」（8.7％）と「寝

ることができる」（9.6％）の割合が高くなっている。このこ

とより，体力的なことや金銭的なことを理由として「徒歩」

や「自転車」を利用しているということができる。また，

「時間に縛られない」についてはともに回答割合が低い

（3.5％と 3.2％）ことより，最寄り駅までの移動において

はそれほど影響していないことがわかる。 

同様に，「いわき駅から」の交通手段についてみてみると，

表1 アンケート調査の概要 

調査期間
2015年12月
2016年12月

調査方法 配票調査法

調査対象

●自身について

●通学時の移動手段について

●日常生活における自転車利用について

●自転車を利用する上で感じること

●レンタサイクルについて

●入学後の通学手段の変化について（高専のみ）

①通学手段変化の有無

②変えた・変えない理由

属性

調査項目

性別，学年，居住地区，学校

いわき駅を最寄駅とする高等学校5校，高等専門学校1校

対象校（配布・回収数）

A（619），B(586)，C（635），D（752），E（653），F（1,022）　合計（4,267）

①学年　②性別　③居住地区

①利用する交通手段　②選択理由

③通学経路　④自転車を利用していて感じること

①利用頻度　②利用目的

③自転車を利用しない理由

①使いにくいと感じる点　②必要だと思うもの

①レンタサイクルを知っているか

②どこにレンタサイクルがあれば利用するか

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A

B

C

D

E

F

割合

学
校

鉄道 スクールバス 路線バス 自家用車(送迎) 自転車 徒歩 その他

図1 通学時の交通手段について 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自家用車

（送迎）

徒歩・自転車

時間がかからない 時間に縛られない 楽・疲れない

お金がかからない 勉強・読書ができる 友達と会話できる

寝ることができる 食事がとれる その他

図2 最寄り駅までの交通手段の選択理由 

表2 鉄道利用者の他交通手段利用 

路線バス
自家用車

（送迎）
自転車 徒歩

スクール

バス
路線バス 自転車 徒歩

A 0.4 55.9 13.8 29.9 0.0 1.6 16.7 81.7

B 0.8 56.8 15.4 27.0 0.0 0.0 0.9 99.1

C 0.8 54.5 5.9 38.7 11.5 7.0 3.7 77.9

D 1.3 31.0 49.8 18.0 5.2 3.4 90.1 1.3

E 2.2 48.4 21.5 28.0 50.0 30.7 19.3 0.0

F 3.0 48.8 30.8 17.4 16.5 64.4 16.5 2.7

(%)

最寄り駅まで いわき駅から
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駅の北側に位置する3校においては「徒歩」の割合が高く

なっており，特にいわき駅から 1.1ｋｍの距離にある B 校

においては 99.1％とほとんどの生徒が徒歩により登校して

いることがわかる。「自転車」についてはA校16.7％，B校

0.9％，C 校 3.7％となっており，この利用者の性別に着目

すると，女性はC校の1名のみで他はすべて男子生徒とな

っている。同じく駅の南側に位置する3校についてみてみ

ると，D校において「自転車」が90.1％と圧倒的に多くな

っている。いわき駅からの自転車利用者（311名）のうち，

46.9％（D 校においては 52.4％）が自宅から最寄り駅まで

も自転車を利用しており，複数台の自転車を所有して利用

していることがわかる。その他の学校については，駅から

の距離が7.2㎞と最も遠いE校においては「スクールバス」

が50.0％となっており，「路線バス」（30.7％）とあわせてお

よそ 80％の生徒がバスにより通学している。その一方で，

いわき駅から延びる幹線道路に面して複数のバス路線が通

っているF校においては，「路線バス」が64.4％と高くなっ

ているが「スクールバス」（16.5％）とあわせて，同じくお

よそ 80％の学生がバスにより通学していることがわかる。

このように，駅から学校までの交通手段については距離や

地形，交通環境が影響しているということができるが，そ

のようななかにあっても D 校における自転車利用の割合

は著しく高いということができる。その背景として，D校

は男子生徒の割合が 94.1％と他の学校と比較して著しく高

いこと，軟式野球やウェイトリフティングをはじめとする

他の学校にはないクラブがあるなどクラブ活動も盛んで，

特に自転車競技部もあることが学校ごとにみた場合の自転

車利用割合の高さに表れているということができる。 

（３）バスの運行と利用実態について 

 対象とする 5つの学校においては，B校を除いてスクー

ルバスが運行されている。それぞれの学校までの学校登校

日のバスの運行状況についてみたものが，表3である。こ

れをみると，朝方については C 校と D 校においては 2 本

ずつ，夕方については A 校と C校において 2 本ずつと必

ずしも利用者にとっては十分な運行本数にないことがわか

る。その一方で，いわき駅からの幹線道路沿線にあるF校

においては朝方14本，夕方27本，さらにいわき駅以外か

らの運行本数 22 本と他の学校と比較しても本数，路線と

もに多い状況にあることがわかる。鉄道との連絡をみてみ

ると，朝方の通学時間帯にいわき駅に到着する鉄道は 6：

37，7：24，7：46，8：11の4本存在する。それに対して学

校までのバスの運行状況をみると，C 校においては 7：45

と 8：10，D校においては 7：50と 8：10発車というよう

に，鉄道の到着とバスの発車の接続がよくない状況にある

ことがわかる。A校についてみても，7：15，7：36，7：46，

8：02 発車と同様の状況にあることがわかる。一方，いわ

き駅からの距離が D 校とほぼ同じ F 校についてみると，

7：25以降は 5～10分おきに発車しており，同時刻にスク

ールバスと路線バスが同時に発車するケースが4回ある。

そのため，他の学校と比較して鉄道とバスの接続がよい状

況にあるということができる。夕方についてみてみると，

16 時～21 時まで 8 本の鉄道が発車する状況下で道路渋滞

も発生するなかで，やはりF校を除いてバスの到着と鉄道

の発車時刻の接続がよいケースが少ない状況にあるという

ことができる。 

 この「鉄道」－「バス」を通学手段として利用する者の

選択理由についてみたものが，図3である。「楽・疲れない」

の回答割合が 25.2％で最も高く，次いで「時間がかからな

い」（同 18.5％），「友達と会話できる」（同 14.5％）となっ

ている。一方，「時間に縛られない」（同2.3％）ことや「お

金がかからない」（同 4.6％）ことは，それほど大きく影響

していないことがわかる。 

（４）徒歩について 

 該当者が存在しないE校を除いた「鉄道」－「徒歩」の

通学手段選択者について，その選択理由を学校ごとにみた

ものが図4である。「時間がかからない」については，その

回答割合がB校35.7％，A校29.2％，C校26.6％と駅から

近いほどその割合が高くなっている。また，C校において

は「友達と会話できる」の割合が 21.7％と他の学校と比較

して高くなっており，すべて女子生徒となっている。この

図4 通学手段の選択理由（鉄道－徒歩） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A

B

C

D

F

時間がかからない 時間に縛られない 楽・疲れない

お金がかからない 勉強・読書ができる 友達と会話できる

寝ることができる 食事がとれる その他

朝 夕

A 4 2 100 11 0

C 2 2 170 12 2
D 2 6 220 17 2

E 5 5 350 28 3
F 14 27 210 8 22

いわき駅

以外からの
運行本数

所要

時間
（分）

運賃
（円）

運行本数

学校

表3 学校までのバスの運行状況 

時間がかからな

い

18.5%

時間に縛られない

2.3%

楽・疲れない

25.2%

お金がかからない

4.6%

勉強・読書が

できる

7.6%

友達と会話できる

14.5%

寝ることができる

12.2%

食事がとれる

1.1%

その他

14.1%

図3 通学手段の選択理由（鉄道－バス） 

- 10 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2018 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, May, 2018 

 

 
 

ことについて，A校，B校についてみてみると，やはり「友

達と会話できる」との回答者は，すべて女子生徒となって

いる。このことより，通学における「徒歩」という手段を

通しては，特に女性において「友達との会話」を楽しんで

いるということができる。駅からの距離が3㎞程度離れて

いるD校（4名），F校（5名）については，駅北側の3校

と異なり，F 校においてはすべて「その他」の回答となっ

ており，「それしかない」，「仕方なく」などの記述にみるよ

うに，選択せざるを得ない理由があげられている。 

（５）自家用車（送迎）について 

 全体として 19.0％の割合を占める自家用車（送迎）につ

いて，その選択理由をみたものが図5である。「楽・疲れな

い」の回答割合が 23.4％と最も高く，次いで「時間がかか

らない」（同 20.8％），「お金がかからない」（同 18.1％）と

なっている。先にみた「鉄道」－「バス」の選択理由と比

較して，「お金がかからない」と「時間に縛られない」（同

12.7％）の割合が高くなっており，上記4つの理由で75.0％

を占めている。「勉強・読書ができる」や「友達と会話でき

る」（ともに 1.3％）の割合が低く，異なる利用形態となっ

ている。「その他」（同 12.1％）については，「バスがない」

や「駅が遠い」などの他の交通手段が利用できないことや

「親の仕事の都合上」の理由があげられている。 

（６）自転車について 

通学手段として自転車のみ利用している者といわき駅

から自転車を利用している回答者を抽出して，その選択理

由の割合をみたものが図6である。「自転車のみ」の利用者

は，「お金がかからない」の回答割合が 42.1％と最も高く，

次いで「時間に縛られない」（同26.6％），「時間がかからな

い」（同15.0％）とこの3つの理由の合計が83.7％と大部分

を占めている。その一方，いわき駅から自転車を利用して

いる者についてみてみると，「時間がかからない」の回答割

合が 22.4％と最も高く，次いで「友達と会話できる」（同

19.0％），「楽・疲れない」（同16.8％）となっている。自転

車のみ利用している者の中には，他の者が鉄道やバスを利

用する距離にある地区に居住している者もいることより，

「お金がかからないこと」や「時間に縛られない」ことを

重要視する者が通学手段として自転車を利用しているとい

うことができる。 

また，「自転車を利用していて感じること」について，通

学時の自転車利用形態ごとにその回答割合をみたものが，

図 7である。「天候に左右されること」がともに 75％以上

と共通の課題としてあげられる一方，「自由が利く」こと

（64.8％，65.3％）や「渋滞がなくスムーズ」（51.9％，52.4％）

であることが特に「自転車のみ」と「いわき駅から」の利

用者において回答割合が高くなっており，平地区の市街地

における課題であるということができる。一方，「遠距離に

は不便」なことはそれぞれ20％程度の回答割合となってお

り，利用に大きく影響を与える要因とはなっていないこと

がわかる。そのようななかで，「駐輪スペースが少ない」こ

とについては「いわき駅から」の利用者の 43.4％があげて

おり，いわき駅に特有の課題として指摘することができる。 

（７）通学手段の変更 

 高専を対象とした調査において，4－5年の高学年生を対

象として，1－3年の低学年時からの通学手段の変更の有無

について尋ねた。その結果，4年生で53名（回答者中に占

める割合 31.9％），5年生で 50名（同 30.1％）変更してい

ることがわかった。その変化については，自転車からの変

更は45件（同43.7％）と最も多く，次いでバス（同25.2％），

鉄道（同 16.5％）となっている。このうち，最も多い自転

車からの変更について，その理由を図8にみてみると「楽・

疲れない」の回答割合が 37.7％と最も高くなっており，そ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自転車のみ

駅から自転車

時間がかからない 時間に縛られない 楽・疲れない

お金がかからない 勉強・読書ができる 友達と会話できる

寝ることができる 食事がとれる その他

図6 通学手段の選択理由（自転車） 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00
渋滞がなくスムーズ
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駐輪スペースが少ない
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図7 自転車を利用していて感じること 
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勉強・読書が
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その他
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図5 通学手段の選択理由（自家用車(送迎)） 
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のうち「自家用車」への変更が 53.8％を占めている。次い

で変更した理由として多い「時間に縛られない」（同21.7％）

についてみると，やはり「自家用車」への変更が 53.8％と

多い形となっている。このように，自動車免許を取得する

ことによる通学手段の変更をみることができる。「その他」

（同15.9％）の理由としては，「引越ししたため」（2件）の

ほかに「盗まれたため」（4件）があげられており，自転車

利用のための環境整備上の課題が通学手段の変更に影響し

ていることがわかる。 

 

４．日常生活における自転車利用の実態 

（１）自転車の利用頻度 

 日常生活における自転車の利用頻度について全体として

みたものが，図9である。これをみると，「ほぼ毎日利用す

る」という回答割合は27.4％に止まり，「持っているがほと

んど利用しない」という回答割合が28.7％と最も高く，「持

っていないため，利用しない」（同26.1％）とあわせると半

数以上の生徒・学生がほとんど利用していない現状にある

ことがわかる。特に，性別でみると女性において「ほぼ毎

日利用する」は同じく 4.2％に止まり，「持っているがほと

んど利用しない」（同39.9％），「持っていないため，利用し

ない」（同47.7％）と87.6％の生徒・学生が自転車をほとん

ど利用していない状況にあることがわかる。 

（２）自転車の利用目的 

 自転車の利用頻度と利用目的（複数）の回答数をともに

点数化（６）してみた両者の相関係数は 0.70であった。そこ

で，「持っていないため，利用しない」という回答者を除い

た利用頻度ごとにその割合を表 4 にみてみると，「ほぼ毎

日」利用している人の 95.1％が「通学」をあげており，利

用頻度が低くなるとその割合も低下するなかで「週1～3日

程度」においても 59.6％が利用目的としてあげている。こ

れを点数化してみると，1 つの利用目的のみを回答した者

のうち，「通学」4.3，「駅・バス停まで」2.4，「買い物」1.3，

「アルバイト」1.3，「遊び」1.4，「サイクリング」1.2とな

っており，また「2 つ以上の利用目的」4.1 となっており，

高校生にとって自転車を利用する機会の中心は，通学時で

あるということができる。一方，「持っているがほとんど利

用しない」においては，「その他・利用しない」という回答

割合が57.3％と高く，目的としては「遊び」が23.5％，「買

い物」が15.7％に止まっている。 

（３）自転車を利用しない理由 

 「自転車を利用せず，他の交通手段に変える理由」（複数）

について，「持っていないため，利用しない」と「持ってい

るがほとんど利用しない」いう回答者を除く利用頻度ごと

にみたものが表5である。これをみると，「ほぼ毎日」の回

答割合 89.1％をはじめ，利用頻度に関係なく「雨天」が大

きく影響していることがわかる。そのようななかで，利用

頻度が低い自転車利用者については，「強風」や「暑いとき」，

「寒いとき」，「目的地が遠いとき」の回答割合が利用頻度

が高い利用者と比較して高くなっている。このことより，

利用頻度が低い者は，天候や距離に関することをはじめ複

数の条件に影響を受けているということができる。このこ

とについて利用目的との関係をみてみると，1 つの利用目

的のみを回答した者についてその回答数は「通学」3.0，「駅・

バス停まで」，「買い物」，「アルバイト」，「遊び」，「サイク

リング」はともに3.5となっており，また「2つ以上の利用

目的」が3.8となっている。このことからも，「通学」以外

の利用目的においては，利用を変更する理由が多くあげら

れていることがわかる。 

（４）利用頻度と通学手段選択理由について 

 自転車の利用頻度において，「持っていないため，利用し

ない」および「持っているがほとんど利用しない」という

回答者の通学手段の選択について，その回答割合をみてみ

ると，「楽・疲れない」（20.9％，21.3％）をはじめ同様の回

答割合であることがわかる。そのなかでも，「時間に縛られ

図8 通学手段を変更した理由（自転車からの変更） 

時間がかからない

10.1%

時間に縛られない
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い
7.2%

勉強・読書ができる
0.0%

友達と会話できる
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寝ることができる

2.9%

食事がとれる

0.0%

健康・体力の向上
1.4%

その他
15.9%
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27.4%

週4日以上

6.6%

週1～3日程度

6.0%
月1日程度

5.2%

利用しない(所持)

28.7%

利用しない(不所持)

26.1%

図9 日常生活における自転車の利用頻度 

通学
駅・バス停

まで
買い物 アルバイト 遊び サイクリング

その他・

利用しない

ほぼ毎日 95.1 25.6 30.9 12.1 52.6 13.4 1.4

週4日以上 89.2 24.3 35.1 8.4 49.4 13.5 0.8

週1～3日程度 59.6 23.2 36.4 6.6 46.5 18.0 1.8

月1日程度 21.8 18.3 36.6 4.0 53.5 19.3 5.0

利用しない(所持) 5.9 4.1 15.7 0.7 23.5 9.6 57.3

（％）

表4 利用頻度にみる自転車の利用目的 

表5 他の交通手段に変える理由 

　　　　　　　　　理由
利用頻度

雨天 強風 雪
暑い
とき

寒い
とき

天候が

崩れそ
うなとき

天気予

報が悪
いとき

体調が

すぐれ
ないとき

目的地

が遠い
とき

遅刻し

そうな
とき

その他

ほぼ毎日 89.1 24.1 60.2 4.4 6.4 31.0 33.9 30.7 16.7 23.9 7.2

週4日以上 86.9 31.1 63.7 6.8 11.2 39.4 46.6 38.2 15.1 29.9 15.5

週1～3日程度 91.2 49.6 69.7 14.5 27.2 43.4 43.0 41.7 23.7 26.3 10.5

月1日程度 77.7 44.6 61.9 17.3 23.3 40.1 41.1 35.6 34.2 19.8 12.9

（％）
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ない」（6.3％，6.1％）はその割合が低い形となっている。 

そこで，自転車利用の目的として大きな割合を示す通学手

段選択理由について，全体としてみた場合にその割合が大

きい上位4つについての回答（選択の有無）と利用頻度と

の関係を一致係数（７）として算出してみたものが表 6 であ

る。これをみると，「お金がかからない」の0.71や「時間に

縛られない」の0.73にみるように，高い利用頻度において

一致係数が高くなっており，利用者頻度が低くなるにつれ

て係数も低くなっている。また，「楽・疲れない」について

は「ほぼ毎日」の利用者の係数が0.55と低く，利用頻度が

低くなるにつれて高くなっている。このことからも，通学

手段において「お金がかからない」ことや「時間に縛られ

ないこと」を重要視する生徒・学生が，自転車を利用する

傾向にあるということができる。 

（５）レンタサイクルの利用について 

 調査項目の一つとした「レンタサイクルの利用」につい

て，自転車を「持っていないため，利用しない」という回

答者を抽出して分析した。その結果，87.7％が何らかの形で

利用したいと回答しており，「利用する上で最も重要視する

こと」としては，「料金」の回答割合が56.9％と半数以上を

占める形となっている。そこで，「いわき市にレンタサイク

ル（無料）が導入された場合，どこにあれば利用しますか」

という設問に対する回答（複数）をみてみると，「駅前」の

回答割合が 50.5％で最も高く，次いで「学校」（15.0％），

「通学路」（9.0％）と通学目的での利用をあげる回答を多

くみることができる。これについて，現在の通学状況との

関係をみてみると，「駅前」との回答者のうち「自家用車（送

迎）」で通学している者の割合が 45.6％，「徒歩」が 41.1％

となっている。「自家用車（送迎）」のうち 57.7％が最寄り

駅まで，他は学校までの利用者となっている。同様に，「学

校」との回答者についても 44.1％が「自家用車（送迎）」，

43.0％が「徒歩」であり，「自家用車（送迎）」のうち最寄り

駅までは48.1％となっている。「通学路」についても「自家

用車（送迎）」が44.9％，「徒歩」が41.1％であり，「自家用

車（送迎）」のうち54.2％が最寄り駅までの利用者となって

いる。これらのことより，通学時の自宅から最寄り駅まで

または学校までの交通手段として，無料であることという

条件はあるものの，自家用車（送迎）から自転車へ移行す

ることができる可能性をみることができる。 

 

５．おわりに 

本調査・研究の成果として第一に，いわき駅を最寄り駅

とする6つの学校の生徒・学生を対象として，通学時の交

通手段の現状についてその選択理由とともに明らかにし，

交通手段を選択する生徒・学生の特徴を明らかにすること

ができた。第二に，通学時の鉄道利用者の駅からの交通手

段について，駅からの距離や性別，学校ごとにみる違いを

明らかにすることができた。そこでは，バスの運行や鉄道

とバスの接続についての課題が交通手段の選択・利用に影

響していることがわかった。第三に，自転車の所有と利用

実態を明らかにすることができた。生徒・学生にとって自

転車を利用する機会の中心は，通学時である一方，女性を

中心に所有していなかったり，ほとんど利用しない者が多

い状況がわかった。その上で，自転車利用について，通学

時および日常生活における実態を明らかにすることができ

た。利用頻度が高い者にとっては通学を中心に利用し，「お

金がかからない」ことや「時間に縛られないこと」を利用

する理由としている。その一方，利用頻度が低い者にとっ

ては，「楽・疲れない」ことを気にしたり，天候に加えて風

や気温，距離などの条件も考慮している。 

高校生の年代は，運転免許を所持しない交通弱者である

ため，通学手段については利用時の条件に対応した多様な

選択肢が設けられなくてはならない。今回の調査において

も，鉄道で勉強していたり，女子生徒においては徒歩によ

る通学を通して友達と会話を楽しんでいることがわかった。

また，自転車を所有していなかったり，ほとんど利用して

いなかったりする状況の中で，レンタサイクルを利用した

いという意向を確認することができた。料金設定の問題は

あるものの，自転車は勉強や部活動などの多様なスケジュ

ールにも柔軟に対応することができる有効な交通手段であ

る。鉄道とバスの接続など公共交通機関の円滑な運行とと

もに，駅前駐輪場の整備をはじめまちづくりにおける自転

車利用のための環境整備を図らなくてはならない。 

補注 

（１）平成27年国勢調査結果による。 

（２）A校，B校，E校は普通高校であり，平成28年度の大学受験（進学）率はそれぞ

れ98.4％，85.6％，66.7％となっている。C校は商業高校，D校は工業高校であり，女性

の割合はそれぞれおよそA校：51％，B校：63％，C校：82％，D校：6％，E校：58％，

F校：29％となっている。 

（３）Googleマップを用いて，通常の道路経由で計測した。ここで，A校，B校につい

ては，いわき駅北側の丘陵地に位置しており，通学には必ず坂道を上る必要がある。同

様に，いわき駅よりE校とF校への道のりにおいても，長い坂道があり上る必要がある。

E校は，平地区郊外の高台にあるいわきニュータウンに位置している。 

（４）F校（高専）は，3年生まで（547票）のデータを集計・分析した。 

（５）平均値＋標準偏差の値より大きい割合を「他の学校と比較して回答割合が高い」

ととらえ，平均値－標準偏差の値より小さい割合を「他の学校と比較して回答割合が低

い」ととらえた。 

（６）利用頻度の選択肢について，「ほぼ毎日利用する」=5点，「週 4日以上」＝4点，

「週1～3日程度」＝3点，「月1日程度」＝2点，「持っているがほとんど利用しない」

＝1点，「持っていないため，利用しない」＝0点として点数化した。 

（７）2つの項目の類似度を表す係数であり，0－1型データについて， 

𝑆𝛼𝛽 =
𝑎+𝑑

𝑝
 の関係の下，a = ∑ 𝑥𝛼𝑖𝑥𝛽𝑖

𝑃
𝑖=1 ，d= ∑ (1 − 𝑥𝛼𝑖)(1 − 𝑥𝛽𝑖)

𝑃
𝑖=1 によって表さ

れる。a：各変量についてともに1の場合の数，d：各変量についてともに0の場合の数。 
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表6 通学手段選択理由と自転車利用頻度の一致係数 

ほぼ毎日 週4 週1～3 月1
ほとんど使用
しない(所持)

使用しない
(不所持)

時間がかからない 0.60 0.67 0.68 0.67 0.58 0.60

時間に縛られない 0.73 0.79 0.79 0.78 0.61 0.63

楽・疲れない 0.55 0.69 0.70 0.71 0.63 0.62

お金がかからない 0.71 0.71 0.69 0.68 0.54 0.56
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