
 

 

「富士見市自転車の安全な利用の促進に関する条例（案）」に対する意見募集の結果について 

平成２８年５月６日 

建設部交通・管理課 

富士見市は「富士見市自転車の安全な利用の促進に関する条例（案）」に対する意見の募集を、平成２８年３月１日から平成２８年３月３１日まで行いました。 

その結果、４通（１７件）のご意見をいただきました。お寄せいただいたご意見と当該意見に対する富士見市の考え方は下記のとおりです。 

パブリックコメント実施方法 

 募集期間    平成２８年３月１日～平成２８年３月３１日 

 告知方法    広報ふじみ 市役所ホームページ  

 意見提出方法  郵送、窓口、ファックス、電子メール 

募集意見（１７件） 

番号 意見概要 対応方針 市の考え 

1 私の住む地域は、ゆるやかな坂道と、多くの小さな十字路が交わる地形です。自

転車は坂道を走り降りてきて、そのままカーブや十字路に突っ込んできます。大人

はまだカーブミラーを見ていますが、子供はスピードが出てしまい、カーブミラー

を見る余裕などないと思われます。カーブミラーを小さな十字路でも見通しの悪い

所は左右に付けてもらいたいと思います。子どもたちへは、学校に働きかけ、自転

車の安全な乗り方を指導して頂きたいと思います。又、子どもたちの自転車は無灯

火がとても多いです。暗くなったら乗らないとかライト点灯を働きかけていく必要

があると思います。 

路側帯の右側通行は禁止になりましたが、相変わらず横行しています。ともすれ

ば自転車同士で正面衝突してしまいとても危険です。いっそ消してしまった方が安

全かと思います。 

市役所前の広い歩道は自転車通行可になっていますが、右側通行も多く危険を感

じます。何か対策を望みます。 

自転車交通安全教

育および啓発・広

報活動を推進する

中で対応してまい

ります。 

カーブミラーには必ず死角があり、ミラーに頼った

運転は事故を誘発する恐れもあるため、一時停止に

よる直接目視又は徐行運転を行うことを基本とし

て周知していきます。新たな設置については現場の

状況を確認のうえ対応してまいります。 

各小・中学校においては交通安全教室を行ってお

り、一時停止標識の遵守と見通しの悪い場所での左

右の目視は、基本動作として児童生徒に教えていま

す。ライト点灯・左側通行の原則などの安全ルール

と併せて今後も徹底してまいります。 

児童生徒以外の方へは、各季交通安全運動や自転車

安全利用キャンペーン等における街頭啓発活動を

引き続き行い安全ルールの周知に努めると共に、条

例制定を機に警察や関係団体とも連携を図りなが

ら、啓発活動をさらに推進してまいります。 



2 スマートフォンなどを利用しつつ自転車に乗っている人にひやりとする事が多い。

特にスマホで音楽を聞きながら両耳をイヤフォンでふさいでいる人が非常に多く、

たいへん危険です。スマホを見ながら自転車運転する事、イヤフォンで何かを聞き

ながら運転する事を条例違反とし、罰金を取るなどの厳しい措置を取りたい。 

バイクを利用するが、音楽を聞きながら自転車を乗っている学生らしき人々と通行

するところが重なるので、危険な体験を何度もしました。事故の起きない措置をし

っかり規定して下さい。児童・高齢者のヘルメットなしよりよほど危ない。 

 

自転車交通安全教

育および啓発・広

報活動を推進する

中で対応してまい

ります。 

道路交通法及び埼玉県道路交通法施行細則におい

て、自転車を運転する者が守らなければならない事

項が定められており、これを守らない場合は、道路

交通法による罰則が適用されることとなります。今

後も引き続き警察や関係団体とも連携を図りなが

ら、危険な運転をする自転車利用者に対する街頭啓

発活動等を通して、交通安全意識の向上を図ってま

いります。 

3 条例制定大変良いことと思います。条例を実効のあるものとするために市民からの

自転車通行に関する危険個所の通報受付と受付窓口も明確にしてください。例え

ば、鶴瀬駅西口は、駅に至る歩道は自転車通行可になっていますが、ロータリーは

不可になっています。ただしその表示がわかりにくいので、ロータリーの歩道に自

転車が突っ込んできます。「ここから先自転車は降りて！」といった標識を立てて

欲しいものです。 

また、鶴瀬駅北側踏切では、踏切のすぐそばで歩行者・自転車が道路を横断し、踏

切内で自動車が止まらざるを得ないことがあります。その時にエンストすると重大

事故にもつながりかねません。踏切そばで道路を横断しないような規制措置をお願

いしたいのですが、そうした案件も受付・処理してくれる体制ができることを望み

ます。 

啓発・広報活動を

推進する中で対応

してまいります。 

道路の通行規制は警察で行いますが、ご相談・お問

い合わせについては市役所で受付いたします。交通

標識以外の注意喚起看板については、設置可能な場

所については、必要性の高いものから市において設

置していますので、個別にご相談ください。 

自転車・歩行者のマナーについては、街頭啓発活動

等を通して、交通安全意識の向上を図ってまいりま

す。 

4 第１条 「自転車を利用する者（以下「自転車利用者」という。）」について 

 「運転する者」よりも広い概念かと思われますが、「自転車を利用する者」とは

何かを定義した方がいいのではないでしょうか。 

 自転車以外の法律ですが、自動車損害賠償保障法第２条第３項には、「保有者」

という概念があります。それを参考に、自転車の「運転する者」と「保有する者」

を併せて「利用する者」と定義すれば、条例案第５条の「自転車利用者の責務」の

実効性が高まるように思います。 

 例えば、家族・友人その他私的に何人かでシェア、商業的レンタサイクル、会社

保有（所有又はリース）の自転車を配達で使用…などのケースでは、実際に運転す

原文の内容とし、

啓発・広報活動を

推進する中で対応

してまいります。 

自転車利用の形態は様々なケースが考えられるこ

とから、包括的な表記としております。個々に定義

しておりませんが「保有する」方も含めて、自転車

利用者の皆さんのご理解ご協力が得られるよう、周

知に努めてまいります。 



る者よりも保有者の方が当該自転車に対する支配が強く、保有者にも案第５条の責

務を負わせた方が良い部分もあるということです。 

 なお、「所有権」以外の利用権原を含めた「保有」という表記は他の自治体にな

さそうですが、「所有する者」を含む趣旨での自転車条例がある自治体もあります。 

5 第２条第５号「自転車損害保険等」について 

 「損害保険」は、自分の損害＋他人の損害を填補する広い概念ですので、「賠償

責任保険等」と限定する表記にしてはどうでしょうか。自転車についての条例です

から、「自転車」を省いて表記しても誤解はないと思います。 

 「自分の損害」が含まれているタイプの自転車保険ですと、生命保険、（自転車・

歩行中のケガも範囲とする）自動車保険の人身傷害補償特約などと重複加入・出費

となってしまいます。必要な保険を確実に選択してもらえる表記としたいです。 

原文の内容とし、

啓発・広報活動を

推進する中で対応

してまいります。 

自転車保険につきましては、その種類も加入者の事

情も様々であると考えられることから、広い概念で

規定しているものです。今後、啓発活動及び広報活

動を推進していく中で周知してまいります。 

6 第２条第５号「自転車が関係する交通事故により生じた損害」について 

 表現があいまいに思われますので、「自転車の利用によって生じた他人の生命又

は身体の損害」とした方がいいのではないでしょうか。自転車小売業者で加入でき

る「TS マーク貼付自転車傷害保険」の賠償責任条項による補償はこの範囲となり

ます。 

 なお、条例（案）解説「制定の背景」にある、「多額の賠償金の支払いを命じる

判決」は「生命又は身体の損害」のケースと思われますので、「財産の損害」まで

は必要ないといえます。ただ、例えば、自転車側の過失で自動車が回避のため道路

を逸脱して大破したり、鉄道事故を生じさせたりしたケースを想定するなら、必要

があるかもしれません。 

原文の内容とし、

啓発・広報活動を

推進する中で対応

してまいります。 

自転車保険につきましては、その種類も加入者の事

情も様々であると考えられることから、広い概念で

規定しているものです。今後、啓発活動及び広報活

動を推進していく中で周知してまいります。 

7 第５条第２項 「自転車が関係する交通事故の防止に関する知識」について 

 「防止」を「防止及び対処」とした方がよいと思います。負傷者の救護、警察・

消防への報告・通報、二次災害の防止などの教育を受けた記憶がありません。 

原文の内容とし、

自転車交通安全教

育の中で対応して

まいります。 

道路交通法において救護義務が規定されているこ

ともあり、本条例では防止を基本とした表記にした

いと考えております。対処につきましては第１０条

の自転車交通安全教育を実施していく中で周知し

てまいります。 

 

 



8 第５条第３項 「定期的な点検及び整備」について 

 条文の「定期的な」を「必要な」に変えてはどうでしょうか。そして、解説など

で、「必要な点検及び整備」には、乗車前に行うものと、定期的に行うものがある

旨、啓発してはどうでしょうか。国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」

第３章第１節「２ 自転車の点検」は、定期的な点検及び整備のほかに、乗車前の

点検を求めています。 

 

原文の内容とし、

啓発・広報活動を

推進する中で対応

してまいります。 

自身が利用する自転車の安全性が確保されている

ことが重要であることから、自転車の日常の点検及

び整備に努めるものとしております。今後、啓発活

動及び広報活動を推進していく中で周知してまい

ります。 

9 第６条各項の「幼児、児童又は生徒」について 

 保育所（園）・学校の責務を定めた条文ではなく、特に身分に言及する必要はな

いので、一括して「子ども」と表記してはどうでしょうか。義務教育年齢層を指す

必要があれば、（15 歳に達した日以後の最初の３月 31 日が終了するまでの者）と

限定することになるかと思います。 

 参考条文：八潮市（第２条第５号）、当市いじめ防止条例第６条、当市食育推進

条例第５条第２項、労働基準法第 56条１項。 

 

原文の内容で対応

します。 

高校生までを保護者の責任の範囲とし、学校教育法

で定める、幼児（幼稚園児）、児童（小学生）又は

生徒（中学生・高校生）という表記としております。 

10 第６条第３項 について 

 第５条各項の自転車利用者の責務のうち、第４項の保険に関する責務のみ、保護

者の責務にもなっています。第５条第３項（点検・整備）、同条第５項（防犯）に

ついても、子どもの発達に応じて、保護者がこれらを補助したり実施したりするこ

とを責務としてもよいのではないでしょうか。 

原文の内容とし、

啓発・広報活動を

推進する中で対応

してまいります。 

日常的な点検・整備や防犯対策についても、基本的

には、第１項の家庭教育の中で保護者の指導をして

いただくものと考えております。幼児・児童・生徒

を対象とした自転車損害保険への加入については、

保護者の責務として強調する意味からもあえて独

立項目としております。 

 

11 第７条第１項「従業員に対し…啓発」について 

 通勤に利用する従業員に対する条文としては妥当ですが、業務に利用する従業員

に対するものとしては、もう少し強い表現にできないでしょうか。現状の法秩序と

齟齬は生じません。使用者責任を定めた民法第 715条は、ほぼ無過失責任に近い運

用がなされており、条文上も「監督」という表現が使われています。 

 

原文の内容で対応

します。 

事業者は、従業員に対する啓発・教育その他の取組

を積極的に行うものとしております。 



12 第７条に追加その１ 

 事業活動において従業員に自転車を利用させる事業者にも、保険加入の努力義務

を規定した方がいいと思います。なお、従業員が生活者個人として加入する賠償責

任保険では、職務遂行中の事故は保障対象外です。 

 

原文の内容で対応

します。 

第７条第２項において「事業者は、…自転車の安全

な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に

行うよう努めなければならない。」としており、保

険加入も自転車安全利用の取組の一つとして自主

的に対応するものとしております。 

13 第７条に追加その２ 

 損害保険代理店等にも、「自転車損害保険等への加入の必要性」（第９条第１項）

について、顧客に情報の提供及び助言を行うよう努めてもらう条文が必要ではない

でしょうか。火災保険や自動車保険に付帯させれば、保険料や更新忘れ防止の面で

メリットがあります。 

 なお、固定資産税・軽自動車税の納税通知書封筒に、自転車に関する文言が含ま

れることを条件に、損害保険代理店の有料広告を掲載することも考えられます。「火

災保険（or くるまの保険）に自転車の賠償責任保険を付けることができます。ぜ

ひ当店にご相談ください」など。 

 家庭では、税の書類を保険書類と同じ場所に保管することが多く、保険の更新の

タイミングで、自転車の賠償責任保険への加入を促すことになります。応募する広

告主がいない年は、単に市からの PRとしての文言を書けばよいかと思います。 

原文の内容とし、

啓発・広報活動の

手法として参考に

させていただきま

す。 

第１１条第３項で「自転車損害保険等への加入の促

進を図るため、啓発活動及び広報活動を行う」と規

定しておりますので、今後の啓発活動および広報活

動の手法として参考にさせていただきます。 

14 第９条第１項「自転車の購入者に対し」 

 購入時以外や、他店での購入者にも対応できるよう、「その顧客に対し」の方が

適切かと思います。例えば、幼児座席等部品の取り付け、パンク修理の際に、自転

車の定期的な点検及び整備に関する助言は有効です。 

原文の内容で対応

します。 

購入時における各種手続き及び機能説明などに併

せて、情報の提供及び助言を行うことが効果的であ

ると考えております。 

15 第 12条 「道路環境の整備」について 

 ここの登場する役者は、「市」と「関係機関」という道路を管理する側のみの記

載となっています。自転車利用者側にいる「関係団体」等との協働関係も触れた方

がベターかなと思います。第３条がここにもかかるのであればそれで十分かもしれ

ませんが、例えば、配達で自転車を使う事業者、ＰＴＡ、学校など自転車利用者側

からの情報提供・意見聴取などがイメージしやすい構成に。 

 さまざまな制約下で整備された結果かとは思いますが、新しい道路でも、自転車

原文の内容で対応

します。 

第３条にもありますことから、関係団体や市民の皆

様のご協力もいただきながら、道路環境の整備に努

めてまいります。 

 



利用者側の情報・意見が反映されているか疑問なケースがあります。例えば、車道

における自転車のための路面標示（ナビマーク）が、街渠の傾斜部分（エプロン）

にペイントされている＝走行空間としては辛いところです。 

 また、生活道路から幹線道路（歩道付）に出る丁字路で、生活道路側から出る車

両がこれから横切る歩道の左右の安全を確認する手段として、角地の隅切りの代わ

りに歩道にカーブミラーが設置されている＝左に寄っている自転車と、自転車から

見た左方から来る歩行者の接触回避には、ミラーではなく隅切りによる直接目視が

必要です。 

16 教材に関する規定の追加 

 自転車シミュレーターを活用した交通安全教育に取り組んでいる自治体があり

ます（大仙市、つくば市、練馬区、相模原市、堺市）。実車による教育では実施で

きない危険な状況も再現でき、子どもにもゲーム感覚で取っ付きやすさもあるかと

思いますので、根拠規定を置いてはどうでしょうか。 

 県や警察署の機材による実施ですと、時間と実施回数が限られ、全校生徒が集ま

りクラス代表各数名しか体験することができません。１年間かけて巡回しクラスご

とで実施できることが望ましいと思います（市内総学級数＝総開講回数）。休日は、

総合体育館のロビーに置けば、ららぽーと・図書館・キラリ・公園利用の親子連れ

が気軽に立ち寄れ、消防組合の防災館のような啓発施設にもなります。 

今後の自転車交通

安全教育の手法と

して参考にさせて

いただきます。 

今後、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に実施していく中で検討してまい

ります。 

17 見直し規定の追加 

 将来的には、放置対策（自転車等の放置防止に関する条例）と安全対策（この条

例案）に、「自転車を活用したまちづくり」を加えた、３分野をまとめて一つの自

転車条例にした方がいいと思います。 

 また、レンタサイクル、シェアサイクル、パーク＆サイクルライド、サイクル＆

ライド、自転車タクシー、カーゴバイク、配達用リヤカー付自転車、電磁ロック式

無人駐輪場、道交法基準外の輸入電動アシスト自転車の流通…など官民の新しい事

業や社会動向への対応もあります。 

 これらの点を踏まえ、条例の見直しにつながる点検・評価の根拠規定を置いては

どうでしょうか。 

原文の内容で対応

します。 

今後、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に実施していく中で検討してまい

ります。 

 


