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４－１．目指すべき将来像 
◇本市では、市民や高校生などが通勤通学・買い物などに自転車を利用しており、来街者も千
曲川サイクリングロードでサイクリングを楽しむなど、多様な目的に利用されている。その
一方で、市民の自転車利用が低く、利用も短距離移動に留まるなど、自転車の利活用に課題
を抱えている状態である。また、自転車による死亡事故の発生や、自転車ルール・マナーの
違反など、基本的な自転車ルールの周知や安全性の確保などの課題もある。 

◇市民や来街者がこれまで以上に多様な目的で自転車を活用し、健康増進、環境負荷低減、地
域活性化への寄与など、多様な自転車のポテンシャルをまちづくりに活かすために、下記の
目指すべき将来像を掲げ、本計画を推進する。 

 

 
【本計画の目指すべき将来像】 

  

＜目指すべき将来像＞ 

◎市民や来街者が、自転車を安全で快適に楽しむことができる環境を創出し、自
転車をより身近で快適な交通手段として活用するライフスタイルへ転換する
ことで、地域の賑わい創出や市民の QOL（生活の質）向上を目指す。 
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４－２．基本方針 
◇前章の自転車利用の現状と課題や国の自転車活用推進計画で定める基本目標を踏まえ、本市に
おける基本方針を「基盤整備」「健康・環境」「観光振興」「交通安全」の４つに設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

基盤整備 市民や来街者の安全で快適な 
自転車利用に向けた基盤整備の推進 

健康・ 
環境 

自転車の活用による健康的で環境にやさしい 
ライフスタイルへの転換 

観光振興 千曲川サイクリングロードを核とした 
サイクルツーリズムの推進 

交通安全 自転車事故ゼロを目指した 
自転車ルール・マナーの周知啓発 

◇自転車の活用を推進する上では、安全で快適に自転車が通行できる環境整備は不可欠であり、その
環境があるからこそ、自転車を気軽に楽しく利用することができる。本市では、市民だけでなくサ
イクリングなどの来街者にとっても、安全で快適に自転車を利用できる環境とするために、自転車
ネットワーク路線を選定した上で、自転車通行空間整備などを推進する。 

◇自転車は、生活習慣病を予防し健康寿命を延伸するなど、健康増進に効果があり、移動時に大気汚
染物質を排出しないため環境負荷低減などにも効果があるように、様々なメリットがある交通手段
である。本市では、自転車通勤の促進による自動車利用から自転車利用への転換、自転車を乗るこ
と自体を楽しむサイクリングの普及などを推進することで、健康的で環境にやさしいライフスタイ
ルへの転換を促進する。 

◇本市には、多彩な歴史・文化や自然環境を有する地域資源があり、これらをゆっくりと巡り、魅力
を深く知り、発信するツールとして、移動自体を楽しむことができる自転車の活用は非常に有効で
ある。また、様々なレベルの自転車利用者が楽しめる多彩な地形条件も有している。市民、民間事
業者、行政、交通事業者などの関係者が連携することで、誰もが安全で快適に利用できるサイクリ
ング環境を創出し、千曲川サイクリングロードを核としたサイクルツーリズムを推進する。 

◇自転車は、市民の身近な交通手段であるが故に、自転車による死亡事故や自転車ルール・マナーの
違反などの課題もある。悲惨な自転車での事故をゼロにすることを目指して、自転車ルールやマナ
ーを知り、理解する機会を創出するなど、関係機関と連携し、自転車利用者の年齢層やライフステ
ージに応じた効果的な交通安全教育を実施する。 
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＜SDGs（持続可能な開発目標）への対応＞ 

◇本市では、人口減少・超高齢化など社会的課題の解決と持続可能な地域づくりに向けて、
企業・団体、学校・研究機関、住民などとの官民連携を進め、日本の「SDGsモデル」を
世界に発信する「SDGs日本モデル」宣言に賛同し、SDGsの推進に取り組んでおり、本
計画においても SDGsの理念に沿って、計画を推進する。次頁では、本計画の基本方針
と SDGsにおける 17の目標との対応について示す。 

 
【SDGsの目標】 

（参考）SDGs（持続可能な開発目標）とは 

・平成 27年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」にて記載された令和 12年までに持続可能でよりよ
い世界を目指す国際目標。 

・17のゴール、169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り
残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。 
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基本⽅針 施策項⽬ ⾃転⾞活⽤推進の具体施策 該当する 
SDGs のゴール 

基盤 

整備 

市⺠や来街者の 
安全で快適な⾃転⾞利⽤に

向けた基盤整備の推進 

１) 安全で快適な⾃転⾞ネットワークの整備推進 

施策１ 計画的な⾃転⾞ネットワーク路線整備の推進 

 

施策２ ⻑野電鉄屋代線跡地の活⽤ 
施策３ 路⾯等の修繕・段差解消 
施策４ 事故発⽣箇所や危険箇所の調査及び対策の実施 

２) まちづくりと連携した総合的な安全対策の実施 施策５ 交通規制の導⼊や⾃動⾞の速度抑制策の実施 
施策６ 無電柱化や他道路事業と併せた⾃転⾞通⾏空間の整備推進 

３) 駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備 
施策７ 鉄道駅やバス停等の交通結節点での駐輪場整備 
施策８ 多様なニーズに対応した駐輪場整備 
施策９ 駐輪マナーの周知啓発 

健康・ 

環境 

⾃転⾞の活⽤による 
健康的で環境にやさしい 
ライフスタイルへの転換 

１) ⾃転⾞通勤の促進 施策１０ 企業における⾃転⾞通勤の推進 

 

 

施策１１ 市役所における⾃転⾞通勤の推進 

２) ⾃転⾞による健康づくりの促進・環境負荷の低減 施策１２ ⾃転⾞による健康づくりの周知啓発 
施策１３ ⾃転⾞による環境負荷低減の推進 

観光 

振興 

千曲川サイクリングロード
を核とした 

サイクルツーリズムの推進 

１) 受⼊環境の整備 

施策１４ レンタサイクル・シェアサイクルの推進 

 

 

施策１５ サイクリング拠点の認定・整備 
施策１６ サイクリスト駐⾞場の整備 
施策１７ サイクルレスキューの体制構築 
施策１８ 多様な⾃転⾞が楽しめるコースの整備 

２) 公共交通機関との連携強化 施策１９ 鉄道駅のサイクリング拠点化 
施策２０ サイクルトレイン・サイクルバスの運⾏検討 

３) ⾃転⾞関連イベントの開催 施策２１ 地域資源を活かした⾃転⾞関連イベントの開催 
施策２２ 市⺠を対象とした⾃転⾞関連イベントの開催 

４) PR の強化 施策２３ サイクリングマップの活⽤ 
施策２４ ポータルサイトの整備・充実 

５) サイクルツーリズムに関する地域連携の推進 施策２５ 先⾏事例の調査・活⽤ 
施策２６ 他地域とのネットワークづくりの推進 

交通 

安全 

⾃転⾞事故ゼロを⽬指した 
⾃転⾞ルール・マナーの 

周知啓発 

１) 年齢に応じた交通安全教育の実施 
施策２７ 若年層・⾼齢者への交通安全教育の充実 

 

 

施策２８ 家庭での交通安全教育の促進 
施策２９ 交通安全意識の啓発 

２) ⾃転⾞の点検・整備の促進 施策３０ ⾃転⾞の定期点検や整備に関する意識啓発 

３) ⾃転⾞損害賠償責任保険の加⼊やヘルメットの着⽤

促進 

施策３１ ⾃転⾞損害賠償責任保険の加⼊促進 

施策３２ ヘルメット着⽤の広報・啓発 
     

全体 ⾃転⾞条例の改正 施策３３ 「千曲市⾃転⾞の安全利⽤及び⾃転⾞等の駐⾞対策に関する条例」の改正 

  



 

 

 

 


	第１章 はじめに
	１－１．計画策定の背景と目的
	１－２．計画区域と計画期間
	１）計画区域
	２）計画期間

	１－３．計画の位置付け
	１－４．計画の策定体制
	１－５．計画の策定過程
	１－６．計画の構成

	第２章 自転車を取り巻く情勢
	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
	（２）安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
	（３）自転車活用推進法
	（４）長野県自転車活用推進計画

	２）自転車通行空間の整備状況
	３）自転車の普及状況
	４）自転車事故の発生状況
	５）全国的な自転車条例の策定状況

	２－２．自転車の基本的な交通ルール
	１）自転車は車両
	２）歩道通行は例外
	３）その他自転車の安全ルール
	（１）飲酒運転は禁止
	（２）二人乗りは禁止
	（３）並進は禁止
	（４）夜間はライトを点灯
	（５）道路標識等に従い一時停止
	（６）信号機に従う
	（７）児童・幼児のヘルメットの着用


	２－３．自転車のメリット
	１）健康増進に効果的
	２）環境にやさしい
	３）経済効果
	４）近距離移動に最適
	５）コロナ禍における３密回避


	第３章 自転車利用の現状と課題
	３－１．本市の概況
	１）地勢
	２）地域資源
	３）人口
	４）交通
	５）観光動向
	６）自転車分担率
	７）自転車事故発生状況
	（１）自転車事故件数
	（２）道路別の自転車事故の死傷者数
	（３）年齢別の自転車事故の死傷者数


	３－２．自転車利用環境の現状
	１）自転車通行空間の整備状況
	２）駐輪環境の整備状況
	３）サイクリングコースの整備
	４）サイクリングマップの作成
	５）サイクリングイベントの開催
	６）サイクリストの受入環境
	７）自転車交通安全教育などの実施状況
	８）千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例

	３－３．自転車利用に関するアンケート調査
	１）アンケート調査概要
	（１）調査目的
	（２）市民調査の概要
	（３）高校生調査の概要
	（４）配布回収状況

	２）アンケート調査結果
	（１）自転車の利用状況
	①世帯での自転車の保有台数
	②日常的に主に利用する移動手段
	③自転車の利用頻度
	④１日あたりの自転車走行距離

	（２）自転車の走行環境
	①歩道がある道路における自転車の通行位置
	②自転車利用で危険に感じること
	③市内道路の自転車での走りやすさ

	（３）自転車の駐輪環境
	①市内の駐輪環境の要望施策
	②市内の駐輪場の利用しやすさ

	（４）自転車ルールやマナー
	①自転車ルールの認知・遵守（市民）
	②徒歩やクルマの運転で自転車を「危険だ」と思う時
	③自転車のルールについて学んだ経験

	（５）自転車の利用促進
	①健康を意識して日常的に取り組んでいる運動
	②サイクリングへの興味

	（６）自転車利用全般
	①自転車損害賠償責任保険への加入の有無、加入する予定
	②今後、市で取り組むべき自転車施策



	３－４．現状と課題の整理

	第４章 目指すべき将来像・基本方針
	４－１．目指すべき将来像
	４－２．基本方針

	第５章 自転車活用推進の具体施策
	５－１．基盤整備
	１）安全で快適な自転車ネットワークの整備推進
	施策１ 計画的な自転車ネットワーク路線整備の推進
	①日常利用路線
	ア）路線選定の考え方
	イ）整備形態選定の考え方

	②サイクリング利用路線
	ア）路線選定の考え方
	イ）整備形態選定の考え方

	③千曲市自転車ネットワーク路線

	施策２ 長野電鉄屋代線跡地の活用
	施策３ 路面等の修繕・段差解消
	施策４ 事故発生箇所や危険箇所の調査及び対策の実施

	２）まちづくりと連携した総合的な安全対策の実施
	施策５ 交通規制の導入や自動車の速度抑制策の実施
	施策６ 無電柱化や他道路事業と併せた自転車通行空間の整備推進

	３）駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備
	施策７ 鉄道駅やバス停等の交通結節点での駐輪場整備
	施策８ 多様なニーズに対応した駐輪場整備
	施策９ 駐輪マナーの周知啓発


	５－２．健康・環境
	１）自転車通勤の促進
	施策１０ 企業における自転車通勤の推進
	施策１１ 市役所における自転車通勤の推進

	２）自転車による健康づくりの促進・環境負荷の低減
	施策１２ 自転車による健康づくりの周知啓発
	施策１３ 自転車による環境負荷低減の推進
	①市民・事業者における環境負荷の低い交通手段への転換促進
	②市役所における環境負荷の低い交通手段への転換推進



	５－３．観光振興
	１）受入環境の整備
	施策１４ レンタサイクル・シェアサイクルの推進
	施策１５ サイクリング拠点の認定・整備
	施策１６ サイクリスト駐車場の整備
	施策１７ サイクルレスキューの体制構築
	施策１８ 多様な自転車が楽しめるコースの整備

	２）公共交通機関との連携強化
	施策１９ 鉄道駅のサイクリング拠点化
	施策２０ サイクルトレイン・サイクルバスの運行検討

	３）自転車関連イベントの開催
	施策２１ 地域資源を活かした自転車関連イベントの開催
	施策２２ 市民を対象とした自転車関連イベントの開催

	４）PRの強化
	施策２３ サイクリングマップの活用
	施策２４ ポータルサイトの整備・充実

	５）サイクルツーリズムに関する地域連携の推進
	施策２５ 先行事例の調査・活用
	施策２６ 他地域とのネットワークづくりの推進


	５－４．交通安全
	１）年齢に応じた交通安全教育の実施
	施策２７ 若年層・高齢者への交通安全教育の充実
	施策２８ 家庭での交通安全教育の促進
	施策２９ 交通安全意識の啓発

	２）自転車の点検・整備の促進
	施策３０ 自転車の定期点検や整備に関する意識啓発

	３）自転車損害賠償責任保険の加入やヘルメットの着用促進
	施策３１ 自転車損害賠償責任保険の加入促進
	施策３２ ヘルメット着用の広報・啓発


	５－５．全体
	施策３３ 「千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例」の改正


	第６章 推進体制・目標指標
	６－１．推進体制
	６－２．目標指標




