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基本方針２ 日常生活を支援する安全で快適な自転車利用の場づくり 

 

個別方針３ 安全で快適な自転車利用環境の整備 

施策５ 自転車通行空間の整備 

 

（１）目的 

○自転車利用の安全性と快適性向上のため、自転車通行空間の整備を進める。 

 

（２）取組み内容 

○道路の新設・拡幅等にあたり、自転車通行空間を整備し、歩行者、自転車、自動車・自

動二輪車の交通空間の適切な分離を図っている。 

○現況幅員のままの既存道路についても、街渠（がいきょ）のスリム化、電線類地中化な

ど、道路占用物件や通行障害物等の整理・撤去等により、自転車通行空間の適切な確保

を図っている。 

○自転車通行空間の整備・確保にあたっては、道路の状況に合わせ、自転車専用通行帯の

整備だけでなく、自転車走行位置表示の設置（法定外）等を柔軟に使い分けることによ

り、効果的な整備を図っている。 

 

（３）取組み評価 

○自転車は原則として車道通行であることが改めて示される中で、車道上の自転車通行位

置を案内し、自動車との分離を図る自転車通行空間整備の重要性は以前より高まってき

ている。 

○平成２６年度に「世田谷区自転車ネットワーク計画」を策定し、自転車通行空間のネッ

トワークの形成を今後の取組み方針として掲げるとともに、整備対象路線や検討路線に

ついて明らかにした。今後、警察署による「自転車ナビマーク」整備とも連携して進め

ることから、より一体的かつ効率的な整備が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 74 自転車ネットワーク図（再掲、初出 p.29）  
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（４）今後の方向性 

○「世田谷区自転車ネットワーク計画」に基づき、計画的に自転車通行空間整備を進める。

また、検討路線として挙げられている商店街の道路等、自転車の利用が多く、自転車通

行空間の確保が求められていながら、道路幅員や交通量の関係で通行空間の分離が困難

な道路について、ローカル・ルールづくりや誘導サインの工夫等、歩行者、自転車、自

動車の安全に共存できる方策を検討・実施する。 

 

（５）今後の取組み 

○「自転車ネットワーク計画」に基づく自転車通行空間整備の推進【新規】 

※これまで機会に応じて個別に実施してきた自転車通行空間整備を、平成２６年度に策

定した「自転車ネットワーク計画」に基づき、計画的に推進する。 

・道路新設・拡幅時の整備 

・街渠のスリム化、道路占用物の整理等による整備 

・路面表示（ナビライン）による自転車走行位置表示 

・利用環境・ルール検討路線※10への対応検討 

・自転車安全利用啓発との連携 

・計画に沿った整備促進及び進捗管理 

 

【スケジュール】 

主な取組み 前期（平成 23～27年度） 後期（平成 28～32年度） 

「自転車ネットワーク計画」に基づく

自転車通行空間整備の推進 
  

 

 

（６）取組みの主な役割 

 

 

 

 

 

 

【自転車通行空間の整備形態】 

 

 

 

 

 

   

     図 75 自転車専用通行帯         図 76 自転車走行帯        図 77 自転車走行位置表示 

（図 75～77再掲、初出 p.28）  

                                                   

*10 駅前商店街通りなど、車道を通行する歩行者が著しく多い路線については、自転車通行空間の整備の仕方の工

夫や、歩行者の安全確保を図るためのルール制定等が必要なため、「利用環境・ルール検討路線」として、今

後対策の検討が必要な路線として位置付けている。選定箇所については p.29を参照。 

新規        継続 

区民 ⇒ ●自転車通行空間の適正な利用、違法駐車・道路不法占用等の防止 

事業者⇒ ●自転車通行空間整備への協力 

行政 ⇒ ●自転車通行空間の整備、自転車通行空間適正利用の周知 
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施策６ 自転車利用者へのサポート体制の充実 

 

（１）目的 

○自転車利用者へのサポートの充実により、安全性・快適性の向上を図る。 

 

（２）取組み内容 

○一部の自転車等駐車場で、空気入れの配備、簡単な修理への対応、サイクルマップの配

布、「サイクル情報コーナー」の設置等を行っている。 

○利用者の要望を踏まえ、一部レンタサイクルポートで電動アシスト自転車、チャイルド

シート付自転車の増台を行っている。 

○自転車安全利用啓発の一環として、電動アシスト付３人乗り自転車の特性や選び方の説

明・試乗体験、自転車用ヘルメットの製品紹介、自転車に対応した保険の案内等を行っ

ている。 

 

（３）取組み評価 

○区の進める「まちなか観光」の情報を伝えるなど、利用者に役立つ情報を優先して提供

する必要がある。 

○レンタサイクルとして、区民ニーズの高い電動アシスト自転車、チャイルドシート付自

転車を提供することにより、利用者サービスの向上を図れている。また、整備の行き届

いた質の高い自転車に乗ってもらうことにより、自転車に乗る喜びを提供できている。 

○自転車利用者に役立つ情報を、自転車等駐車場やレンタサイクルポートで伝えていくと

ともに、交通ルールやマナーを学ぶ場である交通安全教室、自転車安全講習でも提供す

ることにより、自転車利用の質を総合的に高めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 78 レンタサイクルマップ                図 79 コミュニティサイクルポート 
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（４）今後の方向性 

○引き続き、自転車等駐車場、レンタサイクルポートを拠点とした利用者サポートの提供

を進め、利用者のニーズに合わせ充実を図る。 

○自転車安全講習の実施、子育て支援イベントへの参加、区ホームページへの掲載等、様々

な機会をとらえて、自転車の安全で快適な利用に役立つ情報を効果的に提供する。 

 

（５）今後の取組み 

○自転車等駐車場における簡単な修理やマップの提供【継続】 

○自転車等駐車場やレンタサイクルポートでの自転車利用に関する情報の提供【継続】 

○利用者の用途にあわせた自転車のレンタサイクルでの提供【継続・充実】 

・チャイルドシート付自転車、電動アシスト自転車等、利用者の用途にあわせた自転車

をレンタサイクル、コミュニティサイクルで提供 

○自転車安全講習や啓発イベント等での自転車利用に役立つ情報の提供【新規】 

○外国人観光客等の増加に対応した情報提供の充実【新規】 

 

【スケジュール】 

主な取組み 前期（平成 23～27年度） 後期（平成 28～32年度） 

自転車等駐車場における簡単な修理

やマップの提供 
  

自転車等駐車場やレンタサイクルポ

ートでの自転車利用に関する情報の

提供 

  

利用者の用途にあわせた自転車の 

レンタサイクルでの提供 
  

自転車安全講習や啓発イベント等で

の自転車利用に役立つ情報の提供 
  

外国人観光客等の増加に対応した 

情報提供の充実 
  

 

 

（６）取組みの主な役割 

 

 

 

 

 

 

  

新規        継続 

区民 ⇒ ●自転車等駐車場やレンタサイクルの適正かつ積極的な利用 

事業者⇒ ●自転車利用者に対するサービス向上（指定管理者） 

行政 ⇒ ●自転車等駐車場やレンタサイクルポートの設備・体制の充実 
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個別方針４ 環境や利便性に配慮した自転車等駐車場の整備 

施策７ 既存自転車等駐車場の有効活用 

 

（１）目的 

○既存自転車駐車場の質の向上により、より利用しやすい施設とする。 

 

（２）取組み内容 

○利用度が高く、自転車等駐車場が不足している区域において、既存自転車等駐車場の立

体化等による増台、定期利用者基準の見直し等を検討している。 

○利用度の低い自転車等駐車場について、利用促進方策を検討している。 

○レンタサイクルの導入、コミュニティサイクルによるネットワーク化等を進め、自転車

のシェアリングによる駐輪需要の適正化を図っている。 

○自転車等駐車場の案内、満空表示等、有効活用のための情報提供について検討しており、

一部自転車等駐車場で地域案内図に日ぎめ駐輪場を掲載している。 

○３人乗り自転車等の大型車への対応、交通系ＩＣカード（PASMO、Suica 等）への対応

を図っている。 

 

（３）取組み評価 

○レンタサイクル、コミュニティサイクルによる自転車シェアリングについては、レンタ

サイクルポートを設置した駅周辺の放置自転車台数が減少しており、駐輪需要の適正化

に寄与していると考えられる。 

○立体化による増台は空間的な制約条件が厳しく実現に至っておらず、今後さらに検討を

進める必要がある。 

○利用度の低い自転車等駐車場の周辺に放置が生じている場合について、駐車場利用の促

進を図る必要がある。 

○３人乗り自転車等の大型車への対応、交通系ＩＣカード（PASMO、Suica 等）は今後も

必要であり、順次進めていく。 

 

 

 

図 80 レンタサイクルポートにおける太陽光発電活用 
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（４）今後の方向性 

○新たに自転車等駐車場を整備できる用地が確保できる場合は限られており、既存自転車

等駐車場の有効活用について、月ぎめ・日ぎめの利用状況の把握等に基づき、利用区分

の見直しや定期利用者の利用基準の再検討等、今後も引き続き有効活用策の可能性を探

り、できるところから実施する。 

○民間事業者との協働、民間活力の有効活用による、既存自転車等駐車場の有効活用につ

いても検討する。 

 

（５）今後の取組み 

○立体化による収容能力の向上【継続】 

○自転車等駐車場の登録方法の見直し【継続】 

○低利用駐車場の利用効率の改善【継続】 

○レンタサイクル導入による駐車需要の適正化【継続】 

○自転車等駐車場周辺の案内強化【継続】 

○環境や利便性に考慮した設備改善【継続・充実】 

・既存駐車場設備等の老朽化に対応した計画的・効率的な改修・修繕 

・大型自転車等、多様な車種に対応した設備改修 

・交通系ＩＣカード（PASMO、Suica等）への対応推進 

・駐車需要の増えている大型自転車向け駐車スペースの確保 

 

【スケジュール】 

主な取組み 前期（平成 23～27年度） 後期（平成 28～32年度） 

立体化による収容能力の向上   

自転車等駐車場の登録方法の見直し   

低利用駐車場の利用効率の改善   

レンタサイクル導入による駐車需要

の適正化 
  

自転車等駐車場周辺の案内強化   

環境や利便性に考慮した設備改善   

 

 

（６）取組みの主な役割 

 

 

 

 

 

 

  

新規        継続 

区民 ⇒ ●自転車等駐車場やレンタサイクルの適正かつ積極的な利用 

事業者⇒ ●自転車等駐車場の設備改善への協力（指定管理者） 

行政 ⇒ ●自転車等駐車場利用実態、利用者ニーズの把握と計画的な運営・設備改修 
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施策８ 新たな自転車等駐車場の整備 

 

（１）目的 

○区による整備のほか、鉄道事業者による駅利用を目的とする駐輪への対応、商業施設の

附置義務による整備等、多角的な手法により必要な自転車等駐車場の確保を図る。 

 

（２）取組み内容 

○道路整備に併せ、東急世田谷線世田谷駅近くに新たに自転車等駐車場（世田谷駅南）を

区で整備した。 

○鉄道事業者に自転車等駐車場の整備を要望している。 

○商業施設に附置義務分の自転車等駐車場を整備させるとともに、買い物客の多い区域で

買い物利用に対応した自転車等駐車場（三軒茶屋北第三）を区で整備した。 

○移転分を含め、区が新規に整備する自転車等駐車場では、３人乗り自転車等、大型車へ

の対応、また交通系ＩＣカード（PASMO、Suica等）への対応を図っている。 

○歩道空間を活用した自転車等駐車場の整備について検討した。 

 

（３）取組み評価 

○鉄道事業者への自転車等駐車場整備要望に関しては、小田急線沿線について連続立体化

に伴い実現してきている。 

○商業施設の附置義務分については、これまで規定台数が整備されてきているが、入口や

店舗への動線の関係で、あまり利用されず、店頭（の路上）に駐輪されてしまう場合が

ある。また、附置義務については建築時の義務付けのため、竣工後の用途転換による店

舗入居の場合は該当せず、結果として必要な自転車等駐車場が整備されていない事例が

見られる。 

○既設の歩道空間を活用した自転車等駐車場整備については、歩道幅員の狭さや植栽帯の

存在等により進んでいない。 

○３人乗り自転車等の大型車への対応、交通系ＩＣカード（PASMO、Suica 等）は今後も

必要であり、順次進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 81 世田谷駅南自転車等駐車場        図 82 鉄道事業者運営駐輪場のマーク 

奥に大型車用スペースを確保               ＊小田急電鉄（株）HPから転載 
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（４）今後の方向性 

○駐輪需要を充足できていない駅周辺への対応を進める。 

○鉄道事業者への自転車等駐車場整備要望については、今後の小田急線および京王線の連

続立体化の進捗に合わせ、引き続き要望していく。 

○商業施設の駐輪需要への対応については、附置義務による整備を引き続き進めるととも

に、民間事業者と協働した買い物に対応した自転車等駐車場の整備のあり方について、

短時間駐輪、店舗至近への駐輪、午後～夕方に駐輪需要のピークがある等、買い物目的

の自転車の駐輪特性を踏まえ、共に検討する。 

○区による新規整備の際の大型車、交通系ＩＣカード（PASMO、Suica 等）への対応を今

後も進める。 

○歩道空間を活用した自転車等駐車場整備についても引き続き検討を進める。 

 

（５）今後の取組み 

○鉄道事業者等による自転車等駐車場の整備【継続】 

○買い物等のための短時間駐輪需要に対応した自転車等駐車スペースのあり方の検討 

【継続・充実】 

○歩道上を活用した自転車等駐車スペースの整備【継続】 

○駅周辺未利用地を活用した駐輪施設の整備【継続】 

○駅周辺をはじめとした自転車等駐車場の整備・充実【継続・充実】 

・区による地下空間の活用を含めた路外駐車場の整備 

・民間駐車場整備の支援 

 

【スケジュール】 

主な取組み 前期（平成 23～27年度） 後期（平成 28～32年度） 

鉄道事業者等による自転車等駐車場

の整備 
  

買い物等のための短時間駐輪需要に

対応した自転車等駐車スペースのあ

り方の検討 

  

歩道上を活用した自転車等駐車スペ

ースの整備 
  

駅周辺未利用地を活用した駐輪施設

の整備 
  

駅周辺をはじめとした自転車等駐車

場の整備・充実 
  

 

 

（６）取組みの主な役割 

 

 

 

 

 

  

新規        継続 

区民 ⇒ ●自転車等駐車場の適正かつ積極的な利用 

事業者⇒ ●自転車等駐車場の整備、附置義務駐輪場の整備 

行政 ⇒ ●自転車等駐車場の整備、民間駐車場の整備促進 


