
No 項目 意見の概要 市の考え方

1

自転車と歩行者が対面通行となると、衝突の可能性が
あるため危険である。また、現在利用している歩行者
の多くはコース左側を通行しているため、歩行者・自転
車共に左側通行とするルールがよい。

2

左側通行していた歩行者が後ろから来た自分（自転
車）に気づかず右に動いてぶつかりそうになった。自転
車と歩行者が対面通行となると、お互い相手が気づい
ているかわかるのでよい。

3
歩行者は一番左 ランニングは左から2番目 自転車は
左から3番目の後ろから追い抜きが基本のルールにす
ると良い。

4
路面の色分け等で歩行者と自転車をレーンで分けて
はどうか。

5
自転車は道路のセンター左側を通行し、歩行者やジョ
ギングの人は道路の右端を通行するルールがよい。

6

利用者は全て「左側通行」とし、 道路に「左側通行」
「人」「自転車」の標示を行い、通行区分がわかるよう
にする。道路幅が広い処はセンターラインを引いた方
が良い。

7
右側・左側通行は基準となる進行方向がわからないの
で、わかるような表現にしてほしい。

8
自転車のスピード制限速度は具体的に「20㎞/ｈ以下」
とするルールが良い。

9
自転車のスピードについて、大体の目安でこれ以上は
出さないように注意するルールがあると良い。

10
歩行者の定義をルールの序文にも入れ、絵も入れても
らいたい。

歩行者の定義については、道路交通法と同様であり、
一般的に認識していただいていることから序文に標記
する予定はありません。

11 ルールは正確に現地に張り出してほしい。
決定後は看板等により、ルールを現地に掲示する予定
です。

12
全ての項目を一つの看板に書くのではなく、３項目毎
に分け一定間隔で設置してほしい。

13
看板は利用者がすぐに内容を理解できるよう、全てを
黒文字とはせず、「危険・注意」などの重要な部分を赤
や青にするなどの工夫をしてもらいたい。
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自転車にはスピードメーターの設置が義務づけられて
いないため、制限速度を設けることが困難な状況で
す。
しかし、花見川サイクリングコースは歩行者も利用する
場所であることから、追い抜き時は徐行するなど、自転
車の利用に関する注意・啓発等を行ってまいります。

歩行者・自転車の通行区分に関するルールについて
は、様々なご意見をいただきましたので、安全で快適
に利用してもらえるよう、もうしばらく検討させていただ
きます。ご了承ください。

項目別、又は特に周知が必要と思われる項目につい
て別途看板を設置するなど、ルールの掲示方法につ
いては利用者の方がわかりやすい掲示方法を検討い
たします。掲示内容についても利用者の方々にわかり
やすくするよう検討いたします。
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14

自転車が危険とならない範囲のスピードで走るよう注
意する看板は個別に設置した方が良い。ルール全部
が書いてある看板だと、字も小さくなり有効性が無いの
ではないか。

15
「５　自転車はヘルメットを着用し、スピードの出し過ぎ
に注意しましょう。」とあるが、注目すべき点をわかりや
すくするために２項目に分けてはどうか。

16
「７　片手・手放し運転はやめましょう。自転車の並走
は禁止です。」とあるが、注目すべき点をわかりやすく
するために２項目に分けてはどうか。

17
周辺の学校や自治会等へのルール周知もしてほし
い。

18
利用ルールを運用する前段に十分な移行期間をもう
け、利用者に対して周知してほしい。

19
ルールの運用開始後は、現地に職員を配置（休日も）
し、利用者に対してルールの周知を徹底してほしい。

20
一般道との合流地点は誘導矢印、現在あるシーサイド
ジョギングコースの路面標示も実際走る人にわかりや
すいよう左右両側にお願いしたい。

21 ルールは看板ではなく、路面標示してもらいたい。

22
ヘッドホンの規制は歩行者には厳しすぎるのではない
か。

23 イヤホンの規制は行わないでもらいたい。

24
項目に「歩行者の後ろから追い抜く場合は、必ず10m
手前位で声をかけるかベルを鳴らす。」を追加してはど
うか。

25
「歩行者は横断・進路変更の際に後方確認、自転車は
追い越しの際にベル等で注意（警告）の合図を行うこ
と」をルールに追加してほしい。

26 追い越しに関するルールもあると良い。
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ヘッドホン・イヤホン等の規制については一律禁止で
はなく、「安全な通行に必要な音声が聞こえないような
状態にしないこと」等の表現に修正いたします。

道路交通法では、自転車のベルは「警音器」であり、や
むを得ない場合を除き、鳴らしてはならないとされてい
ますので、花見川サイクリングコースにおいても同様に
考えております。
また、声かけについては、マナーとして定着できるかも
含め、今後の参考とさせていただきます。

ルールを全て記載した看板以外にも、特に周知が必要
と思われる項目のみを記載した看板等を設置する予
定です。

ルール策定にあたって、現地等にて職員による広報活
動を行い、ルール周知を図る予定です。

特に周知が必要な内容（特に自転車に対して）につい
ては路面標示も検討いたします。
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27
サイクリングコースと車道（一般道）の交差点では、減
速でなく一時停止です。

「６　交差点や合流では減速しましょう」については、
「コースへの合流地点では減速しましょう」に修正いた
します。

28
ヘルメットについては現在付けている人がほとんどい
ないので、ルールにするのは反対。

29
ヘルメットは着用することを推奨する程度でよいと思
う。

30
車両進入禁止（自転車を除く）であれば、ルール項目
に入れ、周知を徹底してほしい。

ルール項目は、サイクリングコースを利用する歩行者・
自転車を対象としております。また、車両の進入が禁
止されている入口については、進入禁止の標識等をす
でに設置しております。

31 喫煙禁止の項目があると良い。

千葉市では「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱
の防止に関する条例」により、「何人も、路上喫煙等を
しないように努めなければならない(第９条第１項）。」と
されています。条例で喫煙が禁止されているのは、千
葉駅周辺等の取締り地区のみとなります。

32
ルール案９のヘッドホンの利用について、サイクリング
コースで主に使用されているのはイヤホンが多い。

33
「片手・手放し運転はやめましょう」とあるが、これはス
マホや傘を利用する際の行為だと思う。

34
歩行者の通行について、並んで歩けるのは２人までと
してほしい。

35
国道１４号下のトンネル内は歩行者・自転車共に一列
で利用し、自転車は徐行することをルール項目に入れ
てほしい。

36

・パーソナルモビリティの使用禁止
・ローラーブレード等の禁止（父兄同伴の子供は除く）

上記をルールに追加してほしい。

37
団体がトレーニングでコースを利用する場合は届出制
とする。

貴重なご意見をいただきありがとうございます。
花見川サイクリングコースを利用する歩行者と自転車
が相互に安全で快適に通行できるよう、今後の環境整
備の参考とさせていただきます。
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自転車のヘルメット着用については、「千葉市自転車
を活用したまちづくり条例（第12条第2項第3号）」にも
示されておりますが、安全のため着用をお願いいたし
ます。
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38
ルール案８について、「夜間は前照灯及び赤色の尾灯
をつけること。つけない場合は反射材を身に着けるこ
と。」に変更してはどうか。

39
「ライトは自転車から５～７ｍ前に焦点を合わせること」
をルールに追加してほしい。

40

・ペットを散歩する人はリードを伸ばさず、他の利用者
の迷惑とならないよう注意すること
・ペットの糞尿は砂と水にて撤去後、掃除を行うこと

上記をルールに追加してほしい

41
海岸部分（花見川河口～ヨットハーバー）の現状の通
行区分をルール項目に入れてほしい。

42
日中も自転車のライトを点灯することをルールとしては
どうか。

ルールでは、安全上必ず守ってもらいたい夜間点灯を
明記しております。

43
花見川サイクリングコースは道路交通法の適用を受け
るのでしょうか。

道路交通法は警察の所管となります。「花見川サイク
リングコースは道路法の道路ではないため、道路交通
法の適用を受けない」との回答を千葉県警察からいた
だいております。

44
高速で走るスポーツ自転車による事故が最近多くなっ
ているため、サイクリングコースからスポーツ自転車を
排除してはどうか。

自転車の事故は、自転車の形ではなく、乗り方の問題
と考えます。自転車に乗る全ての方がルールを守るこ
とにより、事故を減らせると考えます。

45
現地にて、利用者に対してルール策定に向けた説明
及びアンケート（実態調査結果と市（案）等について）を
実施してほしい。

46
野良猫の悪臭が有るため、捕獲駆除を願う。エサやり
をするものを注意し指導願いたい。

47 自転車専用レーンの設置を検討してはどうか。

48
国道１４号線下のトンネルへの進入口に自転車通行の
路面標示はあるが、歩行者用の標示がないので付け
てもらいたい。
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貴重なご意見をいただきありがとうございます。
花見川サイクリングコースを利用する歩行者と自転車
が相互に安全で快適に通行できるよう、今後の環境整
備の参考とさせていただきます。
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49
国道１４号線下のトンネル出入り口手前に減速ハンプ
（原則帯）の設置を検討してはどうか。

50

ルール（案）の歩行者の項目は国道１４号下のトンネル
内ではあてはまらない。「トンネル内では一列で歩くこ
と」と、トンネルの入り口とトンネルに向かう三又路に看
板を付けて、ルールにも付け加えてほしい。

51
この構造で「サイクリングコース」という名称は無理が
ある。名称を変更してはどうか。

52
清凉寺墓地からのカーブ下り坂が見通しが悪く危険な
ため、一時停止の道路標識が必要です。

53
「手作り公園」付近は見通しが悪いにもかかわらず、原
則しない自転車が多いので対策をお願いしたい。

54
美浜区の花見川側の緑地帯をもう少し改善し、歩きや
すい地面に歩行者のコースを作ってほしい。

55 海沿いに筋トレ器具を設置してもらいたい。

56
近年、ＬＥＤライトが一般化し、非常に眩しい。前照灯の
光軸についても千葉市が率先して指導してほしい。

57
タイヤ、ライトなどのチェック・調整ができる簡易ステー
ションを定期的に設けると良い。

58
千葉市以外（八千代市、佐倉市）とも協力して全体で
ルール策定、整備をしていただきたい。

59
亥鼻橋を瑞穂橋のようにサイクリングコースと一般道
の立体交差としてもらいたい。

60
浪花橋から汐留橋の区間を少しでも拡幅してもらいた
い。

61 上流部の未舗装区間を舗装してもらいたい。

貴重なご意見をいただきありがとうございます。
花見川サイクリングコースを利用する歩行者と自転車
が相互に安全で快適に通行できるよう、今後の環境整
備の参考とさせていただきます。
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