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1. 計画の策定にあたって
計画策定の主旨
（１） 計画策定の経緯
自転車は、買物や通勤、通学など、日常生活における身近な移動手段や、サイクリングなどのレ
ジャーの手段などとして、多くの人々に利用されています。近年、排気ガスや騒音を出さない環境
負荷の低い交通手段として見直されているほか、健康志向の高まりや、ライフスタイルの変化を背
景に、その利用ニーズが更に高まっています。
一方、自転車は道路交通法上の「軽車両」であり、「車道の左側端」を通行することが原則と
されているものの、ルールやマナーに対する意識が低いことなどから、歩道通行などの無秩序な
利用が常態化しており、全国的にみると過去１０年間の全交通事故件数、自転車対自動車の事故
件数が４割減となっているにもかかわらず、自転車対歩行者の事故件数は横ばいの状況にありま
す。
国では、２０１２年（平成24年）11月に、歩行者の安全と自転車の安全で快適な走行が出来
るよう「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（国土交通省道路局・警察庁交通局）」
（以下「ガイドライン」という。）を策定し、２０１７年（平成２９年）５月には自転車の利用
促進と安全利用を推進するため「自転車活用推進法」（以下「推進法」という。）が施行されま
した。推進法では、各自治体に自転車走行空間の計画的な整備を促進するよう求めています。
本市でも、安全で快適な自転車走行環境整備を計画的に進めるため、２０１３年（平成２５年）
８月に「ちばチャリ・すいすいプラン～自転車の街・千葉市を目指して～」（以下「すいすいプ
ラン」という。）を策定し、２０１８年（平成３０年）度末までに約３５ｋｍを整備してきまし
た。２０１７年（平成２９年）７月には、自転車を活用したまちづくりを進めるため、「千葉市
自転車を活用したまちづくり条例」（以下「条例」という。）を施行し、2018年（平成３０年）
3月には、「自転車の活用と利用促進」、「自転車の利用環境の整備」、「交通安全の確保等」
の３つの施策を柱とした「千葉市自転車を活用したまちづくり推進計画」（以下「推進計画」と
いう。）を策定しました。条例や推進計画では、歩行者の安全と自転車が安全で快適に車道を通
行できるよう、自転車走行環境の整備を推進することとしています。
（２） 見直しの視点
すいすいプランは、策定後から５年が経過しており、ＰＤＣＡサイクルにおける振り返りを行
う時期となったことや、国がガイドラインを改定したことから、以下の「見直しの視点」に基づ
き、見直しを行いました。
① 自転車の走行実態に応じたネットワークの見直し
ルート検索や走行中のナビゲーションが可能な自転車ナビゲーションアプリの「走行ログデー
タ」を活用
新たに中学生・高校生が通学に自転車を多く利用する路線『自転車通学路』の設定
② 整備計画（整備優先度）の見直し
通行量や事故等が多い路線に重きを置き、優先的に整備する短期計画路線を選定
③整備形態の見直し
国のガイドライン改定に伴う整備形態の再検討
④コストの縮減を考慮した整備手法の見直し
路面標示の仕様等の変更
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計画の位置づけと役割
（１） 計画の位置づけ
本計画は、21世紀を展望した市の行政運営の基本的方針である「千葉市基本構想」、２０１２
年（平成24 年）度からの10 年間のまちづくりの基本方針や施策展開の方向性を示す「千葉市新
基本計画」を上位計画とし、「千葉市都市計画マスタープラン」や「千葉市総合交通政策」、
「千葉市環境基本計画」などと連携した自転車走行環境改善のための総合計画の位置付けを有し
ています。
また、「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」に基づき策定された「推進計画」の個別計
画にも位置付けられ、自転車を活用したまちづくりの推進に資する「自転車の利用環境の整備」
に位置付けられています。
千葉市基本構想（２１世紀を展望）

自転車活用推進法
【2017年（平成29年）
5月1日施行】

千葉市新基本計画
【計画期間：2012年（平成24年）度～2021年（令和3年）度】

千葉市新基本計画第３次実施計画
【計画期間：2018年（平成30年）～2020年（令和2年）度】

千葉市自転車を活用した
まちづくり条例
【2017年（平成２９年）7月1日施行】

千葉市自転車を活用したまちづくり推進計画
【計画期間：2018年（平成30年）度

千葉市自転車走りやすさマップ
～自転車の街・千葉市を目指して～

【2013年（平成25年）３月】

（３０年後のネットワークを
見据えた計画）
【201３年（平成 25 年）８月策定】
【2019年（令和元年）８月改定】

千葉市自転車等の駐車対策に関する
総合計画
【計画期間：2017年（平成29年）度

【関連計画】
千葉市都市計画マスタープラン
蘇

千葉市総合交通政策・第3次施策の推進計画

【計画期間：2016年（平成 28 年）度～
【計画期間：2018年（平成30年）度
2025年（令和７年）度】

千葉市環境基本計画

第10 次千葉市交通安全計画

【計画期間：2011年（平成 23 年）度

【計画期間：2016年（平成28年）度
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（２） 計画の役割
この計画は、本市における自転車の走行環境に係わる総合計画として、自転車走行環境の整備
の方針、具体的な整備路線及び整備手法などを示すものです。

計画の構成と対象
（１） 計画の構成
本計画は、大きく８つの章で構成し、すいすいプラン５年経過時点の指標の達成状況、自転車
関連の法令や基準の策定等の状況及び通学を含む自転車の利用実態と課題を把握した上で、計画
の目標及び基本方針を定め、整備対象路線や整備計画を見直し、計画実現に向けた取組方法につ
いて示す構成としています。
（２） 計画の期間
本計画では、策定（２０１３年（平成２５年）８月）から概ね３０年後の自転車ネットワーク
（マスタープラン）を見据え、５年間ごとの短期計画を立てたうえで、効率的に整備を行います。
今回は、第２次計画期間として２０１９年（令和元年）度から２０２３年（令和５年）度までの
優先的に整備する路線を抽出し、整備手法を選定します。
なお、社会情勢の変化等を鑑み、短期計画期間終了時（概ね５年後）には、本計画の見直しを
行うこととします。
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