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２－１．全国的な動向 

１）近年の自転車関連の法令制定・改正状況 

（１）法令の制定・改定の経緯 

◇近年では、道路交通法の改正による自転車の歩道通行規定の明確化や、自転車ルール違反者
に対する講習制度の導入などが進められ、自転車ルールを周知徹底するための制度が整備
されてきている。また、平成 24年 11月に「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライ
ン」が発出され、自転車ネットワーク計画の策定手順や自転車通行空間の整備方法が示され
たことで、自転車が安全で快適に利用できる道路環境整備の基準が定められた。さらに、平
成 29年５月に「自転車活用推進法」が施行され、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いる。 

【自転車関連の法令制定・改正状況】 

年月 法令等の名称 内容 

平成 20 年６月 改正道路交通法施行 ◇普通自転車の歩道通行可要件の明確化 

平成 23 年 10 月 警察庁通達 ◇自転車は「車両」という基本的な考え方に基づき、
自転車と歩行者の安全確保を目的とした対策を通達 

平成 24 年 11 月 安全で快適な自転車利用環境 
創出ガイドラインの策定 

◇自転車ネットワーク計画の策定手順や自転車通行空
間の整備方法を明確化 

平成 25 年 12 月 改正道路交通法施行 ◇路側帯における自転車の左側通行を規定 

平成 27 年６月 改正道路交通法施行 ◇自転車の運転による交通の危険を防止するための講
習に関する規定の整備（危険行為 14類型を規定） 

平成 28 年７月 安全で快適な自転車利用環境 
創出ガイドラインの改定 

◇自転車歩行者道の活用を整備形態の選択肢から除外 
◇路面表示の仕様の標準化等を追加 

平成 29 年５月 自転車活用推進法施行 
◇自転車専用道路の整備や駐輪場整備、交通安全に係
る教育及び啓発、健康の保持増進などの 14 項目の
基本方針を設定 

平成 30 年６月 自転車活用推進計画策定 
（全国版の計画） 

◇自転車活用推進法に基づき、自転車の活用の推進に
関して基本となる計画として策定（計画期間：H30
年度～R２年度） 

令和２年６月 改正道路交通法施行 ◇H27 年改正時の危険行為 14 類型に加え、あおり運
転が「妨害運転」として追加 
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（２）安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

◇平成 24年 11月に国土交通省・警察庁より「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライ
ン」が発出され、自転車の車道通行を前提とした自転車通行空間整備の標準的な考え方が提
示された。また、平成 28年 7月の改定では、歩行者の安全確保の観点から、自転車の車道
通行を大原則とする方針を強化している。 

 
【自転車通行空間の整備事例】 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（H28.7改定版、国土交通省・警察庁）  
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（３）自転車活用推進法 

◇平成 29 年 5 月に「自転車活用推進法」が施行され、自転車専用道路の整備や駐輪場整備、
交通安全に係る教育及び啓発、健康の保持増進等の 14項目の基本方針を設定している。 

◇平成 30年 6月には「自転車活用推進計画」が策定され（計画期間：平成 30年度～令和 2
年度）、「都市環境」「スポーツ・健康」「観光」「交通安全」の４つの視点で目標を設定する
とともに、自転車活用推進法における自転車の活用の推進に関する基本方針を踏まえて、具
体的に実施すべき施策を定めている。 

 
 
  

【自転車活用推進計画における４つの目標】 

目標１：自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 
１．自転車通行空間の計画的な整備推進 
２．路外駐車場等の整備及び違法駐車取締りの推進 
３．シェアサイクルの普及促進 
４．地域のニーズに応じた駐輪場の整備推進 
５．自転車の IoT化の促進 
６．まちづくりと連携した総合的な取組の実施 

目標２：サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現 
７．国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進 
８．サイクルスポーツ振興の推進 
９．自転車を活用した健康づくりの推進 
10．自転車通勤等の促進 

目標３：サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現 
11．国際的なサイクリング大会等の誘致 
12．世界に誇るサイクリング環境の創出 

目標４：自転車事故のない安全で安心な社会の実現 
13．安全性の高い自転車普及の促進 
14．自転車の点検整備の促進 
15．自転車の安全利用の促進 
16．学校における交通安全教育の推進 
17．自転車通行空間の計画的な整備推進 
18．災害時における自転車活用の推進 



第２章 自転車を取り巻く情勢 

13 

 

（４）長野県自転車活用推進計画 

◇平成 31 年３月に、長野県では「長野県自転車活用推進計画」が策定され、「安全・安心」
「利用環境」「健康・環境負荷」「観光」の視点で自転車を活用することを位置付けている。
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。 

 

 
【長野県自転車活用推進計画の実施すべき施策】 

出典：長野県自転車活用推進計画（H31.3、長野県）より作成 

 
  

安全 
安心 

利用 
環境 

健康 

観光 

＜Japan Alps Cycling プロジェクト＞ 

・自転車を通じて長野県の魅力を発信していく団体として設立。 

・日本アルプスの景観を核にした、長野県を一周する「Japan 
Alps Cycling Road」を整備（諏訪・北アルプス地域から先行
着手し、全体で約 800kmを予定）。 

・山岳や高原など長野県の特徴を活かしたコースによる自転車
を活用した観光地域づくりを目指している。 

【Japan Alps Cycling プロジェクトの案内看板】 
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２）自転車通行空間の整備状況 

◇平成 31 年３月時点で、自転車ネットワーク計画策定都市数は 169 自治体（DID を有する
市区町村の約 20％）となっている。また、自転車通行空間の整備状況では、歩行者と分離
された自転車通行空間の整備延長は約 2,260kmとなっている。 

 
【自転車ネットワーク計画策定都市数の推移】 

出典：国土交通省道路局調べ（H31.３時点） 

 
【歩行者と分離された自転車通行空間の整備状況】 

出典：国土交通省道路局・警察庁交通局調べ（H31.３時点）  
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３）自転車の普及状況 

◇国内の自転車保有台数は、平成 18年の 6,722.5万台から平成 28年の 7,238.3万台と年々
上昇している。また、全国的な自転車の普及率も、平成 18 年の 52.6%から平成 28 年の
57.0%と６割程度に上昇している。 

 
【自転車の普及率】 

出典：第 1回自転車の活用推進に向けた有識者会議（国土交通省）資料より作成 

 

４）自転車事故の発生状況 

◇国内の自転車事故件数は、平成 22 年の 151,683 件から令和元年の 80,473 件と 10 年前
から 47％減少している一方で、自転車事故率は、近年増加傾向にある。 

 
【全交通事故と自転車事故の発生状況】 

出典：「交通事故の発生状況（警察庁）」より作成  
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５）全国的な自転車条例の策定状況 

◇近年、全国の地方自治体において自転車関連条例の制定・施行が進められている。特に、条
例では、自転車損害賠償責任保険の加入やヘルメット着用の義務化、努力義務化が位置付け
られている。 

【近年の主な自転車関連条例の事例】 

自治体名 自転車損害賠償責任 
保険加入 

ヘルメットの着用 

北海道 自転車利用者 ：努力義務化 
自転車貸付業者：義務化 努力義務化 

仙台市 自転車利用者     ：義務化 
事業者・自転車貸付業者：努力義務化 努力義務化 

長野県 義務化 - 

富山県 努力義務化 - 

金沢市 義務化 
努力義務化 
・保護者（中学生以下の子に対して） 
・高齢者（70歳以上の方に対して） 

名古屋市 自転車利用者：義務化 
事業者   ：努力義務化 

努力義務化 
・65歳以上 

京都府 義務化 義務化 
・保護者と一緒に同乗する６歳未満 

兵庫県 自転車利用者・事業者：義務化 
努力義務化 
・保護者（幼児又は児童に対して） 
・高齢者 
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２－２．自転車の基本的な交通ルール 

１）自転車は車両 

◇道路交通法において、自転車は軽車両と位置付けら
れ、軽車両は車両の一つと位置付けられており、自転
車も原則、車道を通行することとなる。 

◇また、自転車は軽車両であることから、車道を通行す
る場合は、車道の左側端を通行しなければならない。 

 

 

 

２）歩道通行は例外 

◇自転車が例外的に歩道を通行できるのは、以下の場合に限られる。それ以外の場合は、車道
を通行しなければならない。 

①道路標識等により、自転車が歩道を通行
できるとされている場合 

②自転車の運転者が、13歳未満の児童や幼児、70歳
以上の高齢者等、自転車により車道を通行するこ
とが危険と認められる場合 

③車道や交通の状況に照らして、自転車の通行の安
全を確保するために、やむを得ないと認められる
場合 

 

  

  

【原則、車道を通行する自転車】 
出典：内閣府 HP 

【自転車は車道が原則、歩道は例外】 
出典：内閣府 HP 

【根拠規定】道路交通法第 63条の４  
【罰 則】３ヶ月以下の懲役又は５万円以下の罰金（歩道

通行要件を満たさないにもかかわらず歩道を
通行した場合）等 

【根拠規定】道路交通法第 17条、第 17条の２、第 18条、
第 20条、第 63条の３ 

【罰 則】３ヶ月以下の懲役又は５万円以下の罰金等 
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３）その他自転車の安全ルール 

（１）飲酒運転は禁止 

◇酒気を帯びて自転車を運転してはならない。また、酒気を帯び
ている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがあ
る者に酒類を提供したりしてはならない。 

 

 

（２）二人乗りは禁止 

◇自転車は原則として二人乗りをしてはならない。 

 

 

 

（３）並進は禁止 

◇自転車は、道路標識等により認められている場合を除き、他の
自転車と並進してはならない。 

 

 

（４）夜間はライトを点灯 

◇自転車は、夜間にライトを点灯しなければならない。また、反射
器材を備えていない自転車（尾灯をつけているものを除く。）を夜
間に運転してはならない。 

 

  

【根拠規定】道路交通法第 55条、第 57条 
都道府県公安委員会規則 

【罰 則】５万円以下の罰金等 

【根拠規定】道路交通法第 19条、第 63条の５ 
【罰 則】２万円以下の罰金又は科料 

【根拠規定】道路交通法第 52条、第 63条の９ 
道路交通法施行令第 18条 
道路交通法施行規則第９条の４ 
都道府県公安委員会規則 

【罰 則】５万円以下の罰金等 

【根拠規定】道路交通法第 65条 
【罰 則】５年以下の懲役又は 100万円以下の罰金（酒酔

い運転を行った場合等）等 【飲酒運転は禁止】 
出典：内閣府 HP 

【二人乗りは禁止】 
出典：内閣府 HP 

【並進は禁止】 
出典：内閣府 HP 

【夜間はライトを点灯】 
出典：内閣府 HP 
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（５）道路標識等に従い一時停止 

◇自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているとき
は、一時停止しなければならない。 

 

 

 

（６）信号機に従う 

◇自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければなら
ない。特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行
者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩
行者用信号機に従わなければならない。 

 

 

 

（７）児童・幼児のヘルメットの着用 

◇児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に
乗車させるときはヘルメットをかぶらせるように努めなければ
ならない。 
 

  

【根拠規定】道路交通法第 43条 
【罰 則】３ヶ月以下の懲役又は５万円以下の罰金等 

【根拠規定】道路交通法第７条 
道路交通法施行令第２条 

【罰 則】３ヶ月以下の懲役又は５万円以下の罰金等 

【根拠規定】道路交通法第 63条の 11 

【道路標識等に従い一時停止】 
出典：内閣府 HP 

【信号機に従う】 
出典：内閣府 HP 

【児童・幼児のヘルメットの着用】 
出典：内閣府 HP 
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２－３．自転車のメリット 

１）健康増進に効果的 

◇厚生労働省では、身体活動や運動の重要性について普及啓発を推進するために、平成 25年
に取りまとめた「健康づくりのための身体活動基準 2013」において、日常生活で体を動か
す具体例として「自転車に乗る」ことを掲げており、自転車は適度な運動強度を維持しやす
い身体活動となっている。 

【自転車を利用した身体活動の例とメッツ※数】 

身体活動 メッツ数 

電動アシスト付き自転車に乗る 3.0メッツ 

楽に自転車に乗る（8.9km／時） 3.5メッツ 

自転車に乗る（≒16km／時未満、通勤） 4.0メッツ 

サイクリング（約 20km／時） 8.0メッツ 
出典：厚生労働省資料「健康づくりのための身体活動基準 2013」より作成 

 

 

２）環境にやさしい 

◇自転車は、車のように二酸化炭素（CO2）をはじめとした大気汚染物質を排出しないため、
地球環境にやさしい乗り物となっている。 

 
【輸送量あたりの二酸化炭素の排出量】 

出典：国土交通省資料「運輸部門における二酸化炭素排出量（2018年度）」より作成 
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※：「メッツ」とは、身体活動の強さを安静時の何倍に相当するかで表す単位。 
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３）経済効果 

◇サイクルツーリズムの経験者※は年間で約 1,500万人、その推定市場規模は年間で約 1,200
億円と有望な市場の一つになっている。 

 
【サイクルツーリズムの経験者と市場規模】 

出典：「サイクリスト国勢調査 2018（（一社）ルーツ・スポーツ・ジャパン）」より作成 

 

 

４）近距離移動に最適 

◇自転車は、約 500mから 5km弱の距離において、徒歩や自動車、バス、鉄道のどの交通手
段よりも目的地までの所要時間が短く、優位性が高くなっている。 

 
【交通手段別の移動距離と所要時間の関係】 

出典：自転車通勤導入に関する手引き（R1.5自転車活用推進官民連携協議会）  

経験者 市場規模

年間
約1,500万人

年間
約1,200億円

※：1年以内に「生活圏ではない地域」を訪れ自転車で走った経験者。 
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５）コロナ禍における３密回避 

◇政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」により決定された「新型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日決定、随時改定）において、自転車通勤の
推進を位置付けており、感染症対策として３密（密閉、密集、密接）を回避する有効な手段
と位置付けられている。 

 
【「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」における位置付け】 

出典：厚生労働省 HP 
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