
交通ルールを守った自転車利用の促進と魅力ある街づくり事業について 

 
交通ルールを守った自転車利用の促進と 

魅力ある街づくり実行委員会 
 

（１）共働のきっかけ・必要性 

 自転車問題における欧米の成功事例では例外なく，行政，市民間体と民間企業の水平的な連 
携により事業が展開されています。 

  平地が多く「コンパクトな街ふくおか」では，ルール・マナーに則った自転車安全利用の促 

 進を図ることにより，自転車のあるライフスタイルが福岡の街をさらに魅力的にしていくと考 

 えました。 

 それには，安定感・信頼感，他部署との連絡調整機能を有する生活安全課と，斬新なアイ 
ディアと実践力を持つ組織である愛チャリ City 推進協議会の共働により，縦割り行政弊害 
を打破し，相乗効果を生み出すことが期待できます。 
 それぞれ単独では実施し得ないような，従来とは視点の異なる切り口で，効果的かつ波及効 
果の大きい事業の実施や継続的な啓発の取組みも，共働することにより可能となると考えまし 
た。 
 

（２）事業目的 

 

 それぞれの特性とノウハウを活かし、福岡市域における関係機関・団体、地域、ＮＰＯ、事業

者等を横断したネットワークの構築に努め、自転車の交通ルール遵守とマナー向上に取り組み、

魅力ある街づくりを実現します。 

 

 

 

 

  



（３）事業実施目標 

  ①愛チャリ City研究会（毎月１回） 

    ・「愛チャリ City」の実現に向けて様々な立場の人が集い，情報や想いの共有＋自由な議論 

     ＋交流ができる場を創出し，毎月１回を基本に運営します。 

    ・自転車のルール・マナーについてのみならず， 

     自転車を活用した地域振興・街づくり 

     なども考える場にしていきます 

 

 

 

 

 

 

 

  ②愛チャリ教室＆愛チャリイベント（６回） 

    ・座学＋路上での実走をセットにした自転車ルール＆マナーの安全教室を，トータル 6 回 

     開催を目標に実施します 

    ・子供から大人まで，スポーツバイクから完全ママチャリ派まで，幅広い人に参加して 

     もらえる企画の実施が目標です 

 

  ③サイクルフォーラム福岡（１回） 

・①の少人数での「研究会」とは別に，多くの市民に当プロジェクトの取組みを広げるため 

 大会場での「サイクルフォーラム」を１回実施します 

・他都市との連携や情報交換ができる体制作りも目標です 

・会場の参加者のみならず，ここでの情報をさらに多くの人にシェアできるように，映像での

発信に取組みます 

 

  ④愛チャリ City PRESSの発行（見本号＋３回） 

  ・昨年度のパンフレット形式ではなく，定期発行のタブロイド判フリーペーパーをカラーで， 

  １号あたり 10,000部程度発行することを目標とする 

  ・駐輪場スペースとのタイアップや協力店開拓も行い，定期的情報発信の素地を作るのが 

   目標 

  ⑤Web サイトによる発信（通年随時） 

公式サイトのほか，Facebook ページ， 

公式 Twitterのアカウントの運用も行い 

情報の拡散に務めます  



（４）平成 25 年度事業実施内容・成果 

 ①全体的なもの 

 ⽴場や⽬的の異なる組織が，丁寧に考え⽅を擦り合せてひとつの事業を実施できたことは，共

働事業の『成果』でした。また，今回の共働作業の中から⽣まれた「愛チャリ city」という⾔葉

は，自転車愛好者側の想いも自転車の走行ルールを徹底させたい市側の想いも包含しているもの

で，そのコンセプトを得られたことは大きな『成果』となりました。 

 

 片方の意図を実現することがミッションとなってしまう委託や補助等では醸成しづらい内容で

あり，上下関係や受発注の関係ではない「共働事業」というイー ブンな立場で，丁寧な擦り合わ

せをすることで，双方の想いがひとつとなり，より効果的な事業が実現できることを強く感じま

した。 

 

 ②個別の成果 

   
 平成 25 年 11 月に立上がりその後毎月１回開催、年度内に５回実施しました。 
毎回、生活安全課の他に自転車課の職員も参加し、積極的な情報提供と専門家でもあるプロジェ

クトメンバーや一般市民と活発な意見交換を展開しました。毎回２H の会議室での議論の後、有

志で近所に２次会に行き、さらに愛チャリ City の実現に向けた話しを続ける熱心な会合となりま

した。 
 
  第１回 11/25 19 時〜 場所：赤煉瓦文化館 
    テーマ：左側通行の徹底に必要なこと 
  第２回 12/26 19 時〜 場所：赤煉瓦文化館 
    テーマ：自転車安全教室の方法について 
  第３回  1/21 19 時〜 場所：福岡市役所３階会議室 
    テーマ：自転車通勤について 
  第４回  2/23 11 時〜 場所：福岡市役所 15 階会議室 
    テーマ：愛チャリ City の実現に必要なこと 
  第５回  3/25 19 時〜 場所：福岡市役所 15 階会議室 
    テーマ：福岡市のハード整備の情報共有 
 

  

 

・上記フォーラムに約 90名が参加し，

自転車ツーキニストの疋田氏，WeLove

天神の竹石氏など多様な背景をもつパ

ネリストの他に，福岡県警，福岡市道

路下水道局自転車課，福岡市教育委員

会など自転車に関連する担当部署が参

加し，市民の声に答えました。 

 

・第 1回サイクルフォーラムの内容や

取り組みが，フォーラムの基調講演者

である疋田氏の執筆によって，自転車

専門誌バイシクルクラブ 11月号に「福岡市の⾃転車政策に期待！」というタイトルで 2ページに

渡り紹介され，また広島からの参加者によりフォーラム動画が映像配信サイト「YOUSTREAM」で配

信されました。（http://www.ustream.tv/recorded/38146943） 

 



・「愛チャリ cityFukuoka」の取り組みが，東京都の⽂京ソーシャルイノベー ション・プラット

フォーム運営委員会主催の「対話の場文京ミ・ラ・イ」において，「安定感，信頼感，他部署との

連絡調整機能を持つ⾃治体と，斬新なアイデアと実践⼒を持つ住⺠組織の協働で縦割り行政の弊

害を打破し，相乗効果を⽣む」事例として紹介されました（9⽉18⽇開催）。 

（http://bunkyo-sip.jp/?p=835） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・左側通⾏が大事。 幼児から免許制度に・自転車がどう走るべきか、 ルールを知らなかった 
・共通認識・ルールが徹底すれば罰金はいらない・自転車取締を強化すべき 
・子供のヘルメット着用を必須化するべき・親が交通マナーを守っていない 
・地区の⾃治会の中で指導したらどうか・親か子供にきちんとした指導をすること 
・現場で交通指導をすることは有効・学校で免許制度を導⼊して、子供たちを指導する 
・自動車の免許更新の講習の際に、自転車に関する教育をしていくべき 
・車ユーザーへの指導・啓発・子供たちに教える交通マナーのポイントが違っている 
・自転車レーンが整備されているところが少ない、区間がすぐ終わる・バス停が怖い 

  

 

 

 

 ・自転車愛好家向けの内容にも期待しています 

 ・ 親子で参加できるサイクルフォーラム，安全ｸﾞｯｽﾞ・自転車展示をしてほしい 

 ・ 子供たちへ向けた自転車ライフのあり⽅を取り上げてほしい 

 ・ 市役所前のオープンスペースでやると効果が期待できそう 

 ・ ⾃転車の安全な通行をいかに守れるか 

 ・ 交通取締りの実態および問題点の解決策について教えて欲しい 

 ・ 自転車に関⼼のない⼈がくるような工夫が必要 

 フォーラム参加者の内，アンケート調査に回答いただいた 40名では，

フォーラムの内容について，満足度は 60－97.5%，わかりやすさ 70－

97.5％となっており，77.5％が今後に役立ちそう，と評価していた。 

（9/1 第 1回福岡サイクルフォーラム参加者アンケートより） 



 
 2/23 午前 11 時〜毎月恒例の「愛チャリ研」を行い、その日の議論の結果も踏まえつつ、午後

３時半〜５時 市役所講堂にて「フォーラム」を実施。「愛チャリ City 福岡」の具体像と実現方

法を探りました。 
 著名人を呼び１名の考え方を基調講演として聴くやり方ではなく、６名のまったく立場の違う

パネリストがそれぞれ数分のプレゼンテーションをして、その後パネルディスカスするというユ

ニークな形式のフォーラム。より深い議論になりました。 
 （６名のパネリスト） 
  ・学術的研究者：山口幸生（福岡大学教授）、 
  ・自転車通学免許制を実践する高校の先生：土居弘典（柏陵高校教諭）、 
  ・地域の安全指導をする立場：明瀬 計（福岡市自転車安全利用推進員）、 
  ・自転車販売企業大手の事業部長：齋藤 哲（イオン九州サイクル事業部）、 
  ・メディアプロデューサー：富田剛史（トミタプロデュース）、 
  ・ママチャリ派を代表して：中倉さおり（モデル・MC・タレント）、 
  
 内容は全編 USTREAM 生中継し、様々な講演やフォーラムを行う NPO 自転車活用推進協議会

小林代表にも極めて貴重な意見と評された「ママチャリ派のわがままプレゼン」なども含め好評

を博しました。 
 （USTREAM のアーカイブサービスが昨年有料化されたので、今は YouTube に録画を移行） 
https://www.youtube.com/watch?v=8vXnuul25Qs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

・自転車安全利⽤の⽇（10⽉8⽇）に福岡市天神の「押し歩き推進区間」において，自転車愛好者

であるボランティアにも⽀援を受け，上記の冊子を 1000部配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 座学による交通ルール・マナーの教育と、実際に自転車に乗って指導を行う実技講習とをセッ

トにした「愛チャリ教室」を、小学生向けと大学生向けに各１回実施しました。 
 早良小での愛チャリ教室では校外に出て公道を実走するなど画期的でしたが、自転車はすべて

当プロジェクトが用意（レンタサイクルを海の中道海浜公園で大量に借りトラックに乗せて運搬）、

また授業内での実施にこだわったため、日程が平日昼間となり、指導にあたるプロジェクトメン

バーの仕事との調整にも苦労するなど実現へのハードルが高い方法となりました。大学の方は当

時の本会会長である山口教授が研究室の助教と共に福岡大学スポーツ科学部の生徒に教えたもの

でいわゆる「特殊な例」。26 年度はそのやり方では実施ができませんでした。 
 １）早良小学校 3/10 実施 

    
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

路上駐車があると道路のかなり真ん中まで出なければならないけど、そのたびに彼は後方確認しながら 
エスコートしてくれた。 
そんな安⼼感があったからかもしれないが、ずっと車道を走る 

感覚は、今までの歩道を走っていた感じとは全然違う。 
なんと言うのか・・・気持ちよく走れた感じ。 
「自転車は車道が原則」と言われるのがちょっと分かる。 
「私もコースケくんみたいなギアが たくさんついてる⾃転車欲しい な」 
思わずそう⾔うと、 
「いいね！じゃぁ今度⼀緒にサイ クルショップに行こうよ」という彼。 
何よ、それってデートのお誘いの つもり？（笑） 
 

 会社まで⼀緒に行こう！と⾔って車道に出ようとする彼を呼び止めた。 
「私の自転車で車道を走るのは危なくない？」 
「自転車は車道が原則、歩道は 例外なの。⼤丈夫⼀緒にゆっくり走るから、僕の後ろを 
ついておいでよ」 
私は少し怖い気もしたが、コースケの後ろを走り出した。 



 ２）福岡大学 3/28 実施 

 

                          （10月 16日時点での閲覧数 4939 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）平成 26 年度事業実施内容・成果 
 

    平成 26年度は，５月〜１０月まで毎月実施しました。 

    前半でテーマに即した資料などのプレゼンテーション〜後半に意見交換・議論〜交流会 

   というパターンで，下記のような内容を扱いました 

  

 開催場所：福岡市役所 15階会議室 

参加者数：毎回十数人〜二十名程度で実施 

 

 ４月２５日→開催告知まで行いましたが，体制が整わなかったため中止としました 

 ５月３０日→京都の自転車ソーシャルビジネス企業の事例報告・・・行政から駐輪場の 

           整備，運営，レンタサイクル事業，マナー啓発など全てを一括して委託さ    

           れている(参加者：20 名) 

 

６月３０日→ブルーレーンや歩道内自転車道など道路種別，交差点種別などで事務局が              

      実践してみた自転車のルール・マナーを守った走り方の研究報告 

          （参加者 メンバー:10 名 一般:1名 行政:5名） 

７月２８日→６月に研究した「自転車の実際の走り方」を様々な種別の道路や交差点で 

  実走できるコースを，イベント「愛チャリ City ライド＃１」向けに作成し



  メンバーが事前試走してみた研究報告 

           (参加者 ﾒﾝﾊﾞｰ：9名 行政:2 名) 

８月２７日→台風の影響で中止となった第１回イベントのリベンジを８／３０に実施する 

      にあたり，走行方法と「歩道の徐行」についての確認と議論 

９月２４日→８／３０に行った Cityライドの映像を編集し，映像を確認しながら，実走 

      した感想・問題点洗い出し〜第２回実走イベントのルート案提示→議論 

１０月２１日→９／２７イベント映像をレビューし仮説を検証。現行法と現在の道路状 

       況での「愛チャリ City の走り方」としていくつかの具体的な視座を得ま 

       した(参加者 ﾒﾝﾊﾞｰ：7名 一般:1名 行政：3 名) 

 

  この「愛チャリ研」に参加いただいた一般参加者のうち何人かが，その後，協議会の 

メンバーとして参加しています。会議当日以外にも時間を使って一緒に資料づくりや 

仮説，検証などに協力してくれるようになりました。 

 

 

  



 

   「自転車ルール・マナーのミニ講座」と「エスコート付き道路実走」をする『愛チャリ Cityラ 

  イド』を８月末，９月末と２回実施しました。 

本来は上半期に３回実施したいと思いましたが，８月３日（日）予定した回は台風の影響 

     で中止となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

    ・愛チャリ Cityライド＃１（リベンジ）『自転車で海まで行こうよ』 

 【参加者 ２０名 /ﾒﾝﾊﾞｰ：12名(子供 3名含) VC(指導者):5名 一般:1名 行政:2 名）】 

 

８月３０日（土） 福岡市役所集合 〜＞ももち浜まで実走 

09:00 受付 

09:30 プチ講座「愛チャリ Cityの走り方」 

10:00 出発～天神から所定のコースを通りながら舞鶴公園で中間レビュー 

   大濠公園をぐるっと４分の３周徐行運転し，唐人町から海へ 

11:30 頃ももち浜の海に到着 全体レビュー 

12:00 頃解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前半（舞鶴公園まで）→ 
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議論や事前試走の末， 

競艇場前の自転車専用レーンや， 

那の津通りの歩道内自転車通行帯も， 

ルールに沿って実走するコースへと変更。 



 

 

 

 後半（ももち浜まで）→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【検証のポイント】 

◎車道と歩道の使い分けを意識し，車道走行中と歩道走行中の従う信号機の違いや 

 停止線でのルールなども検証。 

◎また一般の自歩道では「徐行」を徹底。歩道内自転車通行帯は時速 12km程度， 

 車道は 15〜20km 程度で，道路の違いによる走り分けも検証。 

 

 【得られた結果】 

→子供の参加者を意識して歩道中心のコースとしたところ，徐行の多さに（子供ふくめ

て）ほとんどの参加者が疲れたという結果に・・・ 

→「自転車は車道が基本」とアピールするよりも「自転車は歩道では始終徐行！」 

   と徹底アピールするほうが，結果的に自転車は車道を走るようになる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 ・愛チャリ City ライド＃２『博多の風情と潮風の香り』 

      【参加者 １７名 /ﾒﾝﾊﾞｰ：9 名(子供 3名含) VC(指導者)：5名 行政:3名）】 

 

９月２７日（土） 福岡市役所集合 

 〜＞薬院→平尾→竹下→博多駅→ベイサイドプレイスまで実走 

09:00 受付 

09:30 プチ講座「愛チャリ Cityの走り方」 

10:00 市役所出発 

12:00 頃ベイサイドプレイス到着 

12:30 頃解散。 

 

 【検証のポイント】 

◎前回とは異なり一般の自歩道を走ることをできるだけせずにコース設定。 

 基本的に車道を走るが，敢えて幹線道はなるべくはずして，幹線道と平行して走る 

 裏の道を走行した。 

◎自転車レーンがあるところはコースに組み入れて走り分けた。 

◎「実験」ばかりにならぬよう，クルマでは入れない楽しい道を意識していれた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【得られた結果】 
 



 →参加者からは，「走りやすく，楽しかった」との声が多かった 

 →自転車は車道が基本だが，何もクルマが多い幹線の車道を走る必要はなく， 

  裏道を気をつけて走る方がストレス無く楽しい走りができる 

   ※裏道ならではの危険ポイントもあるので当然注意は必要 

 →幹線を通らずに走り，急に見なれた場所に出ると，いつもの街なのに意外な 

  新鮮さ・・・つまりそれほど「幹線道路」でしか街の地図が頭に描けていない 

 →幹線道路沿いは大きな建物・雑居ビルが多いが，裏道には小さな面白い店 

  がいろいろあった・・・自転車なら気軽に立ち寄れる→クルマ族とは違う街の形 

  があり得るのではないか 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  この回は自転車レーンを整備する部局である道路下水道局自転車課の係長にも参加頂き

ました。 

  自転車課係長は，「研究会」にも出席いただいており，一般市民の声を直接聴ける機会と     

 して参考にしていただいています。 

 

 なお，年度当初は，昨年度に早良小で行った「愛チャリ教室」のように，小学校や，地 

域で自治会の方を集めて行う「自転車安全教室」を，全 6回の実施を計画していました。 

 しかし，昨年度から交渉をしていた，いくつかの学校・自治会と交渉を続けましたが， 

新年度になり双方の担当者が代わり，検討に時間を要したこと，校外での実走に対し慎重 

な意見があることなどから，「道路の実走は難しい」との回答を得て実現できませんでした。 

 

 那珂南校区の自治会長が，愛チャリ City研究会に何度も参加して頂いており，ご協力を 

いただき那珂南校区での「愛チャリ教室」の実施を提案しましたが，可能性があるとして 

も３月にできるかどうか・・・ということから，提案を取り下げることとなり，年度内に 

   学校授業での愛チャリ教室，または自治会での地域住民対象の愛チャリ教室の実施は実現 

   できませんでした。 

 



・ 各事業の企画／運営 
・ 必要各所連絡／調整 
・ Web サイトの作成／管理 
・ 報告／記録の作成 
・ 事業費の収支管理 

・ 各事業の企画／運営のサポート 
・ 警察／行政関係部署との連携/調整 
・ 交通ルール及び条例等の情報提供／内

容監修 
・ 開催場所提供 
・ 広報協力 

 愛チャリ研究会の報告等を Web サイトで発信しております。 

 

（６）ＮＰＯと市の役割分担 

◎ 愛チャリ City 推進協議会  ◎福岡市市民局生活安全課 

 

（７）共働事業のメリット・成果 

  生活安全課単独での取組みにおいては，日常的にチラシ等による啓発ばかりでしたが，共働 
 事業によって実際の自転車ユーザーの生の意見を反映できるようになりました。それも会議机 
 上での意見交換だけでなく，仮説を実際の道路実走で検証し，現状の問題点の洗い出しを行い， 
 徐行走行の難しさ等を体感し，フィールド実践できたことは，今後の啓発等の取組みにおいて 
 メリットであり成果であったと考えます。 
 
  自転車のルール・マナーの徹底を訴えようとしても，法整備も道路整備も過渡期と言える現 
 在，現実にどう走ればいいのかを明確に答え，実行することは困難な状況となっています。 
  自転車をほぼ使わない人，日常の道具として利用している人，趣味としている愛好家とでは， 
 自転車への想いも必要性もまったく異なりますので，「原則論」や「一般的な道徳論」で割り切 
 るのではなく，フィールド実践を“様々な自転車利用レベルの一般市民”と安全利用の観点か 
 ら，現実に即した走り方の議論を重ねていくことは，行政単独では成し得ないことではなかっ 
 たかと考えますか。 
 
  また，この活動では，主にハード面を担う自転車課が積極的にご参加いただいている点も大 
 きな意義があります。共働事業によって，異なる局の自転車課と一緒にフィールドを実践し， 
 横断的な意見交換をすることが実現しました。ブルーレーンや歩道内自転車通行帯などの道路 
 を一般の利用者がどう感じるか，また「愛チャリ City ライド＃２」で得た視座“幹線道ではな 
 い道が，Ａ街からＢ街に繋がっていることが分かっていれば，自転車はそちらの方が走りやす 
 い”などの情報は，今後の道路計画の参考となったのではないかと期待しています。 
 
  加えて，他都市との連携にも繋がっていきます。８月の愛チャリ City ライド＃１には，広島 
 県の尾道から高速道路公社の理事が個人的に参加してくださいました。自転車を趣味とするこ 
 の方は，自転車政策に積極的な尾道の観光大使も務めていて，愛チャリ City 福岡の発信をいつ 
 も注目をしているとのことでした。 
  東京の NPO 自転車活用推進研究会（以後「自活研」という。）の理事長や事務局長とも，愛 
 チャリ研究会にも出席するメンバーの紹介で繋がることができました。 
  この自活研は，東京・目黒の自転車関連団体が集中するビルにあり，自転車活用に関する情 
 報が政策面からビジネスまで集まる「自転車情報のハブ」と言える組織です。自転車政策に強 
 い影響力を持っている小林理事長に直接お会いし，福岡での「愛チャリ City」推進の取組みを 
 知っていただけたことは，福岡市の活動が全国のキーマンに広がり，又繋がるのに役立つに違 
 いありません。 



（８）共働する上で苦労した点・工夫した点 

  今年度当初に行った団体の組織体制の変更は，事務処理業務に想定以上の時間とエネルギー 
 を要し，共働事業のスタートに影響が生じました。 
  「愛チャリ City 推進協議会」は，常設の事務所に専任の事務局員を置き活動する組織ではな 
 く，それぞれ別の仕事を持ちながら「愛チャリ City」の実現に向け活動をしておりました。 
  「愛チャリ City 推進協議会」が実質的に運営実施している事業はありませんので，共働事業 
 のための実行委員会の事務局業務を，平日の昼間に動けるフリーランスやオーナー経営者が分 
 担する形で行っていたことから，通常の運営に加え，こうしたイレギュラーな状況への対応は 
 より大変でした。 
  パートナーである生活安全課は，市役所内の事務処理や事業の実行などに関し様々なサポー 
 トを担いましたが，それでも実行委員会として十分に対処できなかったり，大幅な計画遅れが 
 生じたことは，「愛チャリ City 推進協議会」の組織構造上に問題があったと認識しております。 
  

（９）担当者の声・市民の声 

  市との共働事業をしているという信頼性で，他地域の自転車政策キーマンとも繋がりやすい。 
  また意外と他県からも注目されており，今後ますます連携を強めるといいのではと思った。 
  （愛チャリ City 推進協議会メンバー） 
 
  安全利用推進部門の企画したイベントに自転車道整備部門が参加し，得た知見から幹線道の 
 裏の道路にブルーのラインを引く提案を検討しているという。また，現実にその推進のために 
 は「一般市民の声」が強い見方となるので皆さん協力して欲しいと呼びかける…といった動き 
 が出ており，ただ研究や検討の場という以上に実際の施策に役に立つ場になったのが素晴らし 
 い。  （愛チャリ City 研究会ご参加の市民） 
 

（10）平成２７年度への展開 

  ①２６年度の活動について 

   事業の実施にあたり，「愛チャリ City推進協議会」の組織変更に伴う事務処理業務の遅れ 

  から，事業の進捗を含めた事業内容の見直しや方向性の再検討など，共働事業を遂行するた 

  めの方策を実行委員会で検討し進めていましたが，「愛チャリ City推進協議会」の人材確保 

  等の諸問題により活動が困難な状況となったため，平成 26年 11月末日をもって辞退いたし 

  ました。 

  ②生活安全課の展開 
   生活安全課は，今後も引き続き，交通安全フェアや各種キャンペーンなど様々な機会を通 
  じて，自転車安全利用をはじめとする交通ルールの遵守，交通マナー向上のため，改正道路 
  交通法の施行に伴う，新たな制度の周知も併せて更に積極的な広報・啓発に取り組みます。 
  ③愛チャリ City 推進協議会の展開 
   愛チャリ City 推進協議会は、今後も引き続き「では自転車は現実にどう走れば良いか」と 
  いう問題に向き合い、安全で快適な自転車利の具体的な方法検討とルール・マナーの啓発、 
  他の交通手段利用者へのアピールなどに努めて行きます。 
 
   現在の道路整備状況といわゆるママチャリ等が多数派である現状、また長年培われた市民 
  の「常識」とを鑑みれば、改正道路交通法の現時点での徹底は無理があることは誰しも感じ 
  ることであり、一方的ルール周知だけでは市民に不満が残ります。「現実にどう走れば良いか」 



  に答えを出すことは非常に難しい課題ですが、諦めず、今後も行政や地域自治会、企業など 
  と協調しながら「愛チャリ City の走り方」を模索・普及の努力をして参ります。 
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