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１－１．計画策定の背景と目的  

◇国では平成 29年に「自転車活用推進法」が施行され、長野県では平成 31年に
「長野県自転車活用推進計画」が策定されるなど、全国的に多様な自転車の活用
が進められている。 

◇本計画は、自転車活用推進法に基づき、自転車の活用を推進することで、地域の
活性化や市民の生活の質（QOL：Quality of Life※）の向上を図ることを目的に
定めるものである。 

・自転車は、子どもから高齢者まで幅広い世代が利用できる、環境にも優しい身近な交通手段
である。また、その活用は、健康づくり、観光振興や地域活性化にもつながるものであるこ
とから、自転車を活かしたまちづくりが注目されている。 

・国では、平成 24年 11月に国土交通省と警察庁が「安全で快適な自転車利用環境創出ガイ
ドライン」を策定するなど、自転車を取り巻く環境も大きく変化してきている。さらに、平
成 29 年５月に「自転車活用推進法」が施行、平成 30 年６月には「自転車活用推進計画」
が策定され、渋滞緩和や環境保全、健康増進、観光振興など、多様な自転車の活用が求めら
れており、全国的に地方版自転車活用推進計画の策定が進められている。 

・長野県では、平成 31年３月に「長野県自転車活用推進計画」が策定、「長野県自転車の安全
で快適な利用に関する条例」が施行されるなど、県全体として自転車利用環境整備を進める
方針が示されている。また、令和元年６月に「Japan Alps Cycling プロジェクト」を設立
し、オール長野で「サイクルツーリズムの聖地」となることを目指している。 

・これらの国や長野県の動向を踏まえ、自転車の活用を推進するために「千曲市自転車活用推
進計画」を策定する。本計画を策定、実現することで、地域の活性化を図るとともに、市民
の生活の質（QOL：Quality of Life）の向上を図るものである。 

・令和２年３月の当初計画では、自転車の活用を推進し、地域の喫緊の課題である観光振興を
目的とした計画を策定した。令和３年３月の改定では、観光面だけでなく、まちづくり、健
康や環境、交通安全などの他の視点も含めた総合的な自転車活用を推進するための計画とし
て策定する。 

  

※：「QOL：Quality of Life」とは、人生の内容の質や社会的にみた生活の質、どれだけ人間らしい生活を送り、人生に幸福を見出してい
るのか、ということを尺度として捉える概念。 
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１－２．計画区域と計画期間 

１）計画区域 

◇本計画の計画区域は、千曲市全域とする。 

・本計画の計画対象区域は千曲市全域とし、市域を跨る取組については、適宜、長野県や近隣
自治体と連携を図り、自転車の活用を推進することとする。 

 

２）計画期間 

◇本計画の計画期間は、令和 2年度～令和８年度の７年間とする。 

・本市の目指すべき将来像などを定めた最上位計画である「千曲市総合計画」を踏まえ、本計
画の計画期間を令和 2年度～令和８年度の７年間とする。 

・令和２～４年度を「短期」、令和５～６年度を「中期」、令和７～８年度を「長期」とし、本
計画に位置付ける自転車活用推進施策の実現を目指す。 

 
【計画期間】 

  

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
（2020） (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) 年度

千曲市自転車活用推進計画
期間：R2（2020）～R8（2026）年度

第二次千曲市総合計画
期間：H29（2017）～R3（2021）年度

第二次
計画

当初計画
検討

改定計画
検討

第二次
計画検討

第三次千曲市総合計画（検討中）
期間：R4（2022）年度～

R1
（2019）

H30
（2018）

H29
（2017）

短期 中期 長期
R2～R4年度 R5～R6年度 R7～R8年度
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１－３．計画の位置付け 

◇本計画は、「第二次千曲市総合計画」を上位計画とし、まちづくりや交通、観光、
健康に関する関連計画を踏まえて定める、本市の自転車政策に関する個別計画と
して位置付けるものである。 

◇なお、本計画は、自転車活用推進法第 11条第２項に基づく、市町村自転車活用
推進計画として定めるものである。 

 
【上位関連計画】 

  

第二次千曲市総合計画（H29年４月策定） 

千曲市都市計画マスタープラン 
（H31年３月策定） 

千曲市観光振興計画 
（H28年 4月策定） 

（H30年 3月策定） 

千曲市中心市街地活性化基本計画 
（H29年 4月策定） 

 

自転車活用推進法 
（H29年５月施行） 

自転車活用推進計画 
（H30年 6月策定） 

千曲市地域公共交通網形成計画 
（H31年３月策定） 

長野県自転車活用推進計画 
（H31年 3月策定） 

長野県自転車の安全で快適な 
利用に関する条例 
（H31年３月施行） 

安全で快適な自転車利用環境 
創出ガイドライン 

（H24年 11月策定、H28年７月改定） 

＜国＞ ＜長野県＞ 

千曲市自転車活用推進計画 
（R2年３月策定、R3年 3月改定） 

＜千曲市＞ 
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１－４．計画の策定体制 

◇自転車施策に関連する各種団体により「千曲市自転車活用推進計画検討委員会」
を組織し、委員会での審議結果などを踏まえ、本計画を策定した。 

・本計画の策定にあたり、自転車施策に関連する（一社）信州千曲観光局や旅館事業者、交通
事業者、学校関係者、警察、道路管理者などにより組織した「千曲市自転車活用推進計画検
討委員会」を令和２年８月に設立した。委員会では、事務局からの提案を踏まえ、計画内容
について審議し、本計画を策定した。 

・また、本市では、平成 28年８月に戸倉上山田温泉旅館組合や市内外の自転車愛好家、行政
機関（長野県千曲建設事務所・千曲市）により構成される「科野さらしなの里サイクリング
推進委員会」を設立し、継続的に千曲川サイクリングロードを軸としたサイクリング環境の
検討、整備を行っている。この推進委員会は、計画検討委員会における観光面の分科会とし
て位置付け、主に観光面における自転車活用を実践する役割を担う。 

・計画策定の事務局は、千曲市建設課が担い、自転車施策に関連する庁内の様々な部局と連携
するために庁内調整会議を設置し、関係課と調整した上で、計画案を作成した。 

 
【計画の策定体制】 

  

案提示 意見

千曲市自転車活用推進計画検討委員会
委員：信州千曲観光局・旅館事業者・交通事業者・学校関係者・警察・道路管理者・スポーツ協会等
役割：事務局案を踏まえ計画内容を審議

事務局
（千曲市建設課）

庁内調整
会議

科野さらしなの里
サイクリング

推進委員会
調整

適宜
報告

意見

分科会
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１－５．計画の策定過程 

◇本計画の改定にあたっては、令和２年度に４回の千曲市自転車活用推進計画検討
委員会、３回の庁内調整会議を開催し、議論・審議を行った。 

 
【計画の策定過程】 

年 月 日 会議・調査名 内容 

令和元年度 

11 月 19 日 
第 28 回科野さらしなの里 

サイクリング推進委員会 

・当初計画策定の流れ、検討スケジ

ュールに関する協議 

１月 28 日 
第 29 回科野さらしなの里 

サイクリング推進委員会 
・当初計画骨子案について協議 

２月 25 日 
第 30 回科野さらしなの里 

サイクリング推進委員会 
・当初計画素案について協議 

３月末日 当初計画の策定 

令和２年度 

４月 当初計画の公表 

6 月 22 日 第１回庁内調整会議 
・今年度策定する計画の視点や拡充

内容などについて協議 

８月 19 日 
第１回千曲市自転車活用推進計画 

検討委員会 

・市民・高校生アンケート調査の実

施について協議 

８～９月 市民・高校生アンケート調査の実施 

10 月 16 日 第２回庁内調整会議 
・目指すべき将来像・基本方針（素

案）について協議 11 月 5 日 
第２回千曲市自転車活用推進計画 

検討委員会 

12 月 10 日 第３回庁内調整会議 

・改定計画（素案）について協議 
12 月 21 日 

第３回千曲市自転車活用推進計画 

検討委員会 

１月 28 日 

～2 月 26 日 
パブリックコメント 

３月 22 日 
第４回千曲市自転車活用推進計画 

検討委員会 
・改定計画（案）について協議 

３月末日 改定計画の策定・公表 
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１－６．計画の構成 

◇本計画は下記の６章構成とする。第３章で市民・高校生アンケート調査結果など
を踏まえた現状と課題を整理し、第４章で目指すべき将来像・基本方針を示し、
自転車活用推進の具体施策については第５章で示す。 

 

 
【計画の構成】 

  

１ はじめに 

２ 自転車を取り巻く情勢 

 

３ 
 
 
 
 
 
 

自転車利用の現状と課題 

４ 目指すべき将来像・基本方針 

５ 
 

自転車活用推進の具体施策 

６ 推進体制・目標指標 

基盤整備 健康・環境 観光振興 交通安全 

本市の概況 
・人口、交通 
・観光入込客数 
・自転車分担率 
・自転車事故等 

自転車利用環境の現状 
・自転車通行空間整備 
・駐輪場整備 
・サイクリングコース整備 
・自転車交通安全教育等 

アンケート調査結果 
・自転車利用者の意識（ルー
ルの認知状況、施策の満足
度、今後求める施策等） 

・自転車通行経路等 
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