
 

 

 

 

 

 

 

■「佐賀市自転車利用環境整備計画」の策定 

-自転車を活用した健康で環境にやさしいまちを目指して- 

佐賀市建設部道路整備課 百武 直哉 

 

１．はじめに 

本市は佐賀県のほぼ中央部に位置し，南は有明海，北

は脊振・天山山系により福岡県と接しており，地域ごと

に多様な地形を有しています．本市中心部は高度分布の

差がない平坦な地形であり，市役所や県庁をはじめとす

る都市の中枢機能を担う施設や学校等は国道３４号，国

道２０８号および県道佐賀環状東線に囲まれた概ね 4km

四方の範囲に集積していることから，通勤，通学時に利

用する手軽で便利な移動手段として自転車の利用ニーズ

が高いエリアです． 

本市では，市民と本市を訪れる自転車利用者の皆様が

自転車を安全に利用できる環境の創出を目的として，平

成２９年３月に「佐賀市自転車利用環境整備計画」を策

定しました． 

２．これまでの本市の取組 

本市は平成１０年に建設省（現国土交通省）から，自転

車利用環境整備モデル都市の指定を受けて以降，「佐賀市

自転車利用環境整備基本計画」（平成１３年１０月）（以

下，「基本計画」とする），「佐賀市自転車利用環境整備実

施計画書」（平成１７年３月）（以下，「実施計画書」とす

る）を策定し，全国の自治体に先駆けて自転車関連施策

に取り組んできました．しかし，「基本計画」の策定から

１５年以上が経過し，社会情勢や地域が様々な変化を遂

げたことを踏まえ，２つの自転車関連計画を新たに「佐

賀市自転車利用環境整備計画」（以下，本計画とする）と

して一つにとりまとめて策定しました． 

３．佐賀市自転車利用環境備計画について 

（１）現状と課題 

本市の自転車利用環境に関する現状を把握するため，

利用者アンケートや自転車利用に関する交通実態調査，

および現地調査を実施しました．調査結果から，本市の

自転車利用環境は大きく３つの課題が存在することが明

らかになりました． 

①自転車利用者のニーズが変化 

新たな住宅地や複数の大型商業施設の整備，学校の移

転等により，自転車利用者の出発地，目的地となる施設

の分布が変化し，自転車利用者のニーズが高い路線，整

備の必要性が高い路線が変化していることが想定されま

した． 

②歩道を中心とした自転車利用空間の整備 

本市ではこれまで，自転車が自転車歩行者道内を通行

すること目的とした自転車利用空間整備を進め，整備は

概ね完了しています．しかし自転車歩行者道は，自転車

の車道通行の原則を満たしていません．車道通行の考え

に基づき自転車利用空間が整備されているのは，国道２

６４号国立病院前交差点～佐大南交差点間の自転車道

（事業中区間含む），兵庫北の自転車専用通行帯（自転車

レーン）等，市内の一部の区間に留まっています． 

③自転車利用空間整備に関するルールが未整備 

市内で既に整備されている自転車道や自転車専用通行

帯等の自転車利用空間については，整備に関する統一的

なルールが存在しないことから，自転車利用空間の色や

ピクトグラムにばらつきがあり，自転車利用者に対して

有効な意識づけと浸透が図られていません． 

（２）基本方針 

自転車利用環境の整備に向けた基本方針として，コン

セプトと施策の柱を設定しました．コンセプトと施策の

柱は「基本計画」において設定されたものを踏襲するこ

ととしました． 

■コンセプト 

自転車利用者が安全に，便利かつ快適に，そしてモラル

を意識できる走行環境の実現  

日本都市計画学会九州支部 
支部ニュース No.84 （2017年10 月発行） 
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公益社団法人 日本都市計画学会 九州支部 事務局 
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■施策の柱 

 

 

「自転車利用空間ネットワーク」を中心とし，自転車

利用上の拠点の一つとなる「自転車駐輪施設」，自転車利

用に関するモラルやマナー向上，および自転車利用促進

を目指す「社会環境」の３つに対する施策を柱とし，取り

組みます． 

（３）自転車利用空間ネットワーク計画 

「基本計画」において策定した自転車利用空間ネット

ワークを基本に，本市の情勢の変化に照らしてネットワ

ーク路線の追加と削除について検討し，ネットワークの

見直しを図りました． 

①ネットワーク路線の選定 

下表に示す７つの視点に基づき，見直しました． 

 

No. 見直しの視点 

1 地域内における自転車利用の主要路線として

の役割を担う，公共交通施設，学校，地域の

核となる商業施設およびスポーツ関連施設な

どの大規模集客施設，主な居住地区などを結

ぶ路線 
2 自転車と歩行者の錯綜や自転車関連の事故が

多い路線の安全性を向上させるため，自転車

通行空間を確保する路線 
3 自転車通学路の対象路線 

4 地域の課題やニーズに応じて自転車の利用を

促進する路線 
5 自転車の利用増加が見込める，沿線で新たに

施設立地が予定されている路線 
6 既に自転車の通行空間（自転車道，自転車専

用通行帯，自転車専用道路）が整備されてい

る路線 
7 その他自転車ネットワークの連続性を確保す

るために必要な路線 

②整備形態の選定 

自転車利用空間ネットワークに選定された路線に対し，

整備形態（自転車道，自転車専用通行帯，車道混在等）を

選定しました．整備形態は以下に示すフローに基づき選

定しました． 

 

 
 

整備形態 概略図 

自転車道 
（一方通行） 

  
自転車専用 
通行帯 
（自転車ﾚｰﾝ） 

  
車道混在 

  
③整備優先度 

自転車利用空間ネットワークとして選定した路線のう

ち，整備優先度が高い路線を「短期整備路線」として選定

しました．短期整備路線以外は「中長期整備路線」および

「整備時期未定路線」としました． 

 
  

図１ 施策の柱 

 

表１ ネットワーク見直しの視点 

 

図２ 整備形態選定フロー 

 表２ 整備形態の種類 

 

図３ 短期整備路線の選定条件 

 



（４）自転車駐輪環境整備 

「実施計画書」に基づき，通勤・通学などの長時間駐輪

向け駐輪施設と，買い物などの短時間駐輪向け駐輪施設

の整備を進めてきた結果，JR佐賀駅周辺において順次自

転車駐輪施設が整備され，放置自転車が減少しているこ

とがわかりました．自転車駐輪環境整備に向けた基本方

針は一定の効果を上げていると言えます．したがって，

本計画においても「実施計画書」における駐輪施設整備

の基本方針を引き継ぎ，自転車駐輪環境整備を推進する

こととしました． 

 
 
（５）社会環境整備 

社会環境整備に関するメニューについては「実施計画

書」に基づき，これまで実施されてきたメニューを踏襲

しつつ，新たな取り組みも交えて実施します．（表-4） 
４．計画の推進 

策定した「佐賀市自転車利用環境備計画」の計画期間

は１０年です．計画に基づく取り組みは，コスト面を考

慮した上で優先順位をつけながら実行していきます． 
 

 
計画策定だけで終わることなく，本計画を着実に推進

していくためには，進捗状況の確認と整備による効果の

検証，評価が必要です．検証，評価結果を踏まえ，必要に

応じて見直しを図ります． 

 
区分 メニュー 概要 

ルール・ 

マナー 

指導 

啓発 

ｲﾍﾞﾝﾄ 

自転車の事故防止と安全意

識の啓発に向けて，小・中学

校を中心に自転車の正しい

乗り方やルール，マナーな

どを指導 

学校以外では，交通安全指

導員による街頭指導 

仕組み 

づくり 

ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ 観光や仕事，買い物などで

佐賀市を訪れた人が，佐賀

のまちを自転車で自由に回

遊できる仕組み 

ｺﾐｭﾆﾃｨ 

ｻｲｸﾙ 

レンタサイクル同様，佐賀

市を訪れた人がより自由に

自転車を利用して回遊でき

る仕組み 

走行環境 

づくり 

自動車の 

流入抑制 

道路幅員が狭い道路におい

て，安全に自転車で走行で

きるような環境づくり 

ﾉｰﾏｲｶｰ 

ﾃﾞｰ 

ノーマイカーデーの取り組

みに合わせて，自転車とバ

スのパークアンドライドを

周知，促進し，自動車に頼ら

ない移動ができる環境づく

り 

イベント 

支援 

自転車 

ｲﾍﾞﾝﾄの 

支援 

佐賀市において実施される

イベントを支援し，自転車

を身近に感じる機会を創出 

５．おわりに 

自転車は健康増進や環境負荷低減等の観点から有効な

移動手段であるだけでなく，本市が目指すコンパクトな

まちづくりを実現する上での欠かせない移動手段です．

今後は本計画に基づき，市民をはじめとする関係者の皆

様のご理解，ご協力を賜りながら，自転車利用環境の着

実な整備を進めて参ります． 
  （2017年8月入稿） 

 
  

図４ 駐輪施設整備の基本方針 

 

表４ 社会環境整備メニュー 

 

表３ 計画推進スケジュール 

 



                          
第 2回 日本都市計画学会九州支部幹事会議事録 

 
日 時：平成29年6月3日（土） 14:00～15:30 
場 所：九州大学箱崎キャンパス  

工学部建築学科建築３番教室 
出席者：坂井猛，橋本信幸，吉武哲信，三島伸雄，有馬

隆文，大井尚司，黒瀬武史，趙世晨，鶴崎直樹，日暮光

一郎，日高圭一郎，箕浦永子 以上１２名 

 

議事内容 

1. 前回幹事会議事録の確認（三島） 

・事前メール審議にもとづき，平成 29年 4月 8日（土）

開催分の平成 29 年度第 1 回幹事会の議事録を確認し

た． 

2. 九州支部総会報告（実施報告，課題等）（鶴崎） 

・平成 29 年度総会時における研究発表（口頭発表）と

学生ポスターセッションについて実施報告があり，今

後の課題について協議がなされた． 
・研究発表（口頭発表）の応募数が少ないため，早くか

ら募集をかけるなど対策を考える． 
・学生ポスターセッションの審査にあたり，３グループ

にまとまって巡回したが，５グループ程度で巡回した

ほうが望ましい． 
・次年度の実施については次回幹事会で改善案を提示

することとし，幹事会で内容を協議していく． 
3. 平成 29年度顧問幹事（箕浦） 

・平成 29 年度顧問幹事が確定した旨の報告があり，承

認された． 

4. 平成 29年度支部幹事会内の役割分担（箕浦） 

・平成 29 年度支部幹事会内の役割分担について提案が

あり，承認された． 

5. 平成 29年度年間スケジュール（案）（箕浦） 

・平成 29 年度年間スケジュールについて案が提示され

た． 

・提案とおり進めていき，変更が生じた場合は直ちに周

知する． 

6. 平成 29年度幹事会議題（箕浦） 

・平成 29 年度の各回幹事会における議題について説明

があった． 

・それぞれの役割で年間スケジュールを考慮しながら

順次進めていくものとする． 

7. 平成 29 年度都市計画サロン・支部主催シンポジウム

（箕浦） 

・平成 29 年度の都市計画サロンと支部主催シンポジウ

ムについて説明があり，承認された． 

・今年度は熊本地震災害調査特別委員会の活動を中心

に，都市計画サロンでは各部会からの報告と内容協議，

支部主催シンポジウムでは全体の報告会を実施する

こととして進めていく． 

8. 平成 29年度支部トピックス（4月掲載分）（趙） 

・年間予定と No.325の掲載報告があった． 

・九州支部内の各県から記事を執筆いただくことを方

針として，記事依頼を進めていく． 

9. 平成 29年度支部ニュース（有馬） 

・年間予定について報告があった． 

10.熊本地震災害調査特別委員会（黒瀬） 

・報告書は，支部主催シンポジウムの開催時に配布する

よう作成する． 

・報告書のフォーマット，構成は今後再考していく． 

・原稿締切 9月末，入稿 12月半ばを目標とする． 

11.名義後援（３件）（箕浦） 

・名義後援があった 3件（「AURG」「福岡県美しいまちづ

くり建築賞」「アジア景観デザイン学会」）について内

容を協議し，名義後援を承諾することとなった． 

12.会計報告（箕浦） 

・5月までの会計報告があり，承認された． 

13.理事会・定時総会報告（3月 13日，4月 17日，5月

26日分）（坂井） 

・理事会および提示総会について報告があった． 

・「九州支部熊本地震災害調査活動における特定費用準

備資金充当について」，理事会で承認されたことが報

告された． 

14.その他 

・特になし． 

 

                          
第 3回 日本都市計画学会九州支部幹事会議事録 

 

日 時：平成 29年 8月 5日（土） 14:00～15:30 

場 所：九州大学箱崎キャンパス 

工学部建築学科建築１番教室 



出席者：坂井猛，橋本信幸，吉武哲信，大井尚司，

加知範康，黒瀬武史，堤昌文，日暮光一郎，日高圭

一郎，箕浦永子 以上１０名 

 

議事内容 

1.前回幹事会議事録の確認（吉武） 

・事前メール審議にもとづき，平成 29年 6月 3 

日（土）開催分の平成 29年度第 2回幹事会の議

事録を確認した． 

2.平成 30年度新規研究分科会の募集について（黒

瀬） 

・今年度は募集を実施することとし，要項につい

て確認した． 

・募集要項について，一部修正の指摘があった． 

・審査方法について協議され，基本的には提案通

りで承認されたが，審査委員は役職ではなく

「幹事」の表記に変更したほうがいい旨の指摘

があった． 

3.九州まちづくり賞の募集について（橋本） 

・募集要項について提案があり，内容を確認し

た． 

・応募期間を１か月早めて 11月 1日～11月 30日

とする旨の提案があり，協議のうえ承認され

た． 

・選考委員会の委員長は三島幹事長とすることと

なった． 

4.熊本地震災害調査特別委員会（吉武） 

・報告書をもとに書籍として出版する旨の提案が

あり，今後協議を進めることとなった． 

・今年度の学術研究論文報告会でワークショップ

を開催する旨の提案があり，今後協議を進める

こととなった． 

5.都市構造評価研究特別委員会（橋本） 

・九州支部が企画・実施してきた研究が本部直下

の委員会となり，これまで 2年間実施されてき

た活動内容について報告があった． 

6.支部トピックス（7月掲載分）（代理：箕浦） 

・7月号 No.327掲載の支部トピックスについて

報告があった． 

7.支部ニュース（No.83，7月発行分）の確認（日

高） 

・7月発行の No.83について報告があり，承認さ

れた． 

8.会計報告（代理：箕浦） 

・6月末までの会計報告があり，承認された． 

9.理事会報告（7月 24日分）（坂井） 

・理事会について報告があった． 

10.その他（第４回幹事会日程の変更について）（箕

浦） 

・第 4回幹事会を 11月 18日（土）に変更する提

案がなされ，承認された． 

 

                                                    

■支部ニュースに関する問合せ・連絡先 

 支部ニュースに関するお問い合わせやご意見等がご

ざいましたら下記までご連絡ください．各種イベント

（シンポジウムや講演会等）のお知らせ等を掲載する

ことも可能です．案内文を下記までお寄せください． 

【公益社団法人日本都市計画学会九州支部事務局】 

TEL: 092-642-3346  FAX: 092-642-3349 
E-mail: cpij-q@arch.kyushu-u.ac.jp 

 

 


