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Ⅰ．効果検証について

堺市自転車のまちづくり推進条例 施行

平成26年10月

｜特色｜

など

条例施行後（１年～３年）

今後の施策展開の検討材料自転車のまちづくりの推進状況の把握・定量評価

市民等

堺市事業者

堺市自転車の
まちづくり推進条例

堺市自転車利用環境計画 策定

平成25年6月

Ⅱ．検証概要

市民意識調査Ⅰ

自転車利用実地調査Ⅱ

自転車小売業者意識調査Ⅲ

｜調査項目｜
市政モニターアンケート
・条例の認知度
・ヘルメット着用状況等
・自転車保険加入状況等

・自転車の点検・整備状況
・自転車通行環境
・自転車の安全利用（ながら運転・押し歩き）
の遵守状況

①安全利用実地調査
｜調査項目｜ ヘルメット着用率・ひったくり防止カバー装着率・押し歩き実施率
｜調査期間｜ ・条例施行前：平成26年9月26日（金）・9月29日（月）

・条例施行後【１年目】：平成27年10月 5日（月）・10月 6日（火）
・条例施行後【２年目】：平成28年10月14日（金）・10月19日（水）
・条例施行後【３年目】：平成29年 10月 5日（木）・ 10月10日（火）

｜調査場所｜堺東駅南口交差点（スクランンブル交差点）
｜調査時間｜午前７時～９時 午後２時～４時

②駐輪場利用者の施錠等防犯対策の実施調査
｜調査項目｜
・施錠状況（鍵種類およびツーロックの有無）・ひったくり防止カバー装着率
｜調査期間｜
・平成27年10月5日（月）・10月 6日（火） ／平成28年10月14日（金）・ 10月19日（水）
・平成29年10月5日（木）・10月10日（火）
｜調査場所｜堺市役所前駐輪場 瓦町公園地下自転車駐車場

「自転車のまち 堺」の飛躍

～自転車を利用しやすいまち～

｜目標｜

市民が自転車を大切に扱い、市民・事業者及び行政が
協働して、交通ルールの遵守・マナーの向上を図ると
ともに、安全で安心して、そして楽しく利用すること
ができる自転車のまちづくりを進めます。

｜対象｜

自転車の安全利用に関し、市、事業者及び市民等の責務を明らかにし、
これらの者が自転車を有効に活用できるまちづくりに協働して取り組むための
基本的な事項を定め、もって本市における自転車のまちづくりの推進に資すること

｜目的｜

自転車小売業者（ﾍﾙﾒｯﾄ購入補助事業
協力店）意識調査
｜調査項目｜
・安全利用啓発
・自転車保険加入啓発
・企業努力項目など

｜基本理念｜

堺市 自転車のまちづくり推進条例【抜粋】

【平成27年】
｜調査期間｜平成27年10月１日（木）～31日（土）
｜調査対象｜自転車小売業者75店舗（回収数63）
【平成28年】
｜調査期間｜平成28年10月7日（金）～21日（金）
｜調査対象｜自転車小売業者74店舗（回収数49）

●全自転車利用者のヘルメットの着用（努力義務）

●自転車損害賠償保険等への加入（義務化）

●ひったくり防止カバーの活用、施錠の徹底

●事業所に自転車利用推進委員を設置

●自転車の整備及び点検

●市民等・事業者・市の協働

○ヘルメット着用の努力義務・・・第６条（自転車利用者の遵守事項） ２項（２）

・乗車用ヘルメットを着用すること。

○自転車損害賠償保険等への加入の促進・・・第８条（保険等への加入）２項

・自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

○事業所に自転車利用推進委員を設置・・・第18条（自転車利用推進委員の設置）

・事業者は、従業員等の自転車の安全利用及び利用推進を図るため、市長が定める基準に

基づき従業員等のうちから自転車利用推進委員を設置するよう努めなければならない。

○自転車の整備及び点検・・・第7条（自転車の点検整備） ２項

・自転車利用者及び事業者は、その利用する自転車を日常的に点検するともに、自転車

小売業者等による定期的な点検を受けるよう努め、必要に応じた整備をしなければならない。

○ひったくり防止カバーの活用、施錠の徹底・・・第９条（自転車の安全利用の対策）

・自転車利用者等は、錠前の取付け、施錠の徹底、ひったくり防止カバーの活用等により、

自転車に関わる犯罪の被害の防止に努めなければならない。

③車道左側通行実施調査
｜調査項目｜
・通行位置（車道・歩道）および車道通行方向（順走・逆走）

｜調査期間｜
・平成26年11月13日(木） および平成29年1月26日(木) ７～８時

｜調査場所｜大堀堺線浅香山町3丁交差点

［平成２６年度］
｜調査テーマ｜自転車の交通安全について
｜調査期間｜平成27年1月16日（金）～30日（金）
｜調査人数｜484人
［平成２７年度］
｜調査テーマ｜堺市自転車のまちづくりについて
｜調査期間｜平成27年9月11日（金）～25日（金）
｜調査人数｜490人

［平成２８年度］
｜調査テーマ｜堺市自転車のまちづくりについて
｜調査期間｜平成28年9月16日（金）～30日（金）
｜調査人数｜498人
［平成２９年度］
｜調査テーマ｜堺市自転車のまちづくりについて
｜調査期間｜平成29年9月15日（金）～29日（金）
｜調査人数｜494人
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堺市自転車ネットワーク
整備アクションプラン50km
に基づき、自転車レーン
等を整備

■堺自転車安全利用講習会（計31回実施）

Ⅲ．様々な市の施策

S【市民の会主催】
大和川水辺ぐる輪散走

■スケアード・ストレート

安全教育 市民協働 イベント

■交通安全教室 ■出前講座

通行環境

■自転車ﾘｰﾀﾞｰ養成講座

従来の交通安全教室（幼児・児童対象）や出前講座（一般企
業や自治会等対象）等による安全教育に加え、ヘルメット購
入補助事業の一環として小学生とその保護者および高齢者
を対象に堺自転車安全利用講習会を実施。

・区民まつりなどでの安全利用啓発（自転車デー）や自転車の楽校の開催

■鳳西上1号線 整備状況

ＮＥＷ

小学生とその保護者向け

高齢者向け

■ＳＡＫＡＩ散走フォーラム＆散走体験会

■堺自転車のまちづくり・市民の会との連携事業

駐輪環境

■放置自転車の撤去業務

放置自転車は通行上において支障となり、放置自転車
削減に向けた取り組みを官民協働で実施。
また、特に堺東駅前や中百舌鳥駅では、駐輪場の再配
置や新たな駐輪場の設置等を実施。

市民・事業者・市等が「協働」で、自転車を有効に活用できるまちづくりを推進。
特に、ボランティア市民団体の「堺自転車のまちづくり・市民の会」とは、連携して、自

転車のルール・マナーを伝える「自転車デー」や、自転車の楽しみなどを伝える「堺自
転車の楽校」を開催し、自転車の学びの場を提供している。

市内２５２カ所で実施（Ｈ２９年度）

計３回実施（Ｈ２９年度）

計６４回実施（Ｈ２９年度）

アリオ鳳

SAKAI散走

フォーラム
in南区

散走体験会

平成29年
5月27日

平成29年6月10日

平成29年
10月1日

農業祭

西区ふれあいまつり
堺自転車の楽校
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前年より

38.9
未加入

加入

Ⅳ．検証結果 （市民の責務）

盗難防止対策（施錠等）

安価で有用かつ簡易に加入できる
保険の紹介

市民等の責務 自転車の安全利用

ヘルメット

日常点検・整備自転車保険加入

■自転車保険に加入しない理由■自転車保険加入率

約７割の自転車利用者が
自転車損害賠償保険等に加入

日常点検・整備

ヘルメットの日常的な着用は減少。増加傾向が、減少に転じた。

日常点検実施率

盗難防止対策（施錠等）

横断歩道の押し歩き

■実施率（実地調査）

・押し歩きの意義の
周知、定着化

整備点検実施率

６～７割の自転車利用者が日常点検および整備を実施

■ヘルメットを着用しない理由

課題

成果

対策

子どもの着用率は約４割。高齢者の着用率は約１割である。

いまだに、ヘルメット着用に対する抵抗感が強く、危機意識を持っていない。

ヘルメット着用の重要性の認知向上やターゲットを絞った明確なＰＲ以外に、抵
抗感を払しょくするため、気軽にヘルメットを着用しやすい環境づくりも必要。

課題

自転車保険加入

課題成果

対策

（Ｈ29.9市民意識調査より）

昨年と比較し、「存在を知らない」が大幅に減少。一方、「手続
きが面倒である」、「必要性を感じないから」が増加に転じた。

成果

自転車の安全利用

課題
防犯性能の高いシリンダー錠及び
ひったくり防止カバーの更なる浸透

施錠・装着率 ひったくり防止カバー装着率

一般利用・高齢者・子どもの着用率ともに伸び悩んでいる。

ほとんど整備
していない
42.6％

シリンダー錠

非装着

（Ｈ29.9市民意識調査より）

（Ｈ29.9市民意識調査より）

（H29.10自転車利用実地調査（駐輪場利用車）より）

※1  13歳未満 ※2 60歳以上
Ｈ27.9

【比較】 大阪府下自転車保険加入率 ４５．９％ （Ｈ２８．７）
大阪府クイック・リサーチ「おおさかＱネット」 より

兵庫県下自転車保険加入率 ６４．７％ （H２９．６）
兵庫県交通安全協会 「アンケート調査」 より

未加入
加入

68.3%

保険の存在は一定周知できているが
費用面や手続きの煩雑さがハードル

条例施行前 条例施行１年 条例施行２年 条例施行3年
一般着用（実地調査） １．４６％ ４．００％ ５．１６％ ５．０２％

子ども※１着用率（市民意識調査） ３４．５％ ５０．０％ ４３．８％ ４４．５％

高齢者※２着用率（市民意識調査） ３．７％ ７．８％ １０．８％ ８．３％

■ヘルメットの着用率（経年変化）

条例施行前 条例施行１年 条例施行２年 条例施行３年

２．８％ ４．４％ ３．９％ ２．１％

Ｈ29.9 6.0ポイント増

9.2ポイント減

自分で整備
28.1%

自転車店で整備
33.7%

61.8%

60.6%

75.6%

非実施

実施

32.9%
20.8%

車道左側通行

課題

成果

H26.11 H29.1

左側通行 90.6% 91.7%

大堀堺線

通行空間を整備した区間では着実に
車道左側通行が根付いている

一般的な道路での車道左側通行率は
いまだ低い

シリンダー錠

■車道左側通行調査（実地調査）

装着

5.8ポイント増

2.9ポイント増

0% 10% 20% 30% 40% 50%

費用がかかるから

手続きが面倒であるから

必要性を感じないから

存在を知らないから

1.7ポイント増

6.5ポイント増
前年より

前年より

4.1ポイント減

17.6ポイント減

前年より

非装着

40.2%

37.3%

34.0%

25.2%

20.1%

24.5%

47.7%

34.5%

29.9%

26.7%

25.6%

19.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

そもそもヘルメットの着用を考えたことがなかったから

着用するのが面倒だから

着用していない時に荷物になるから

重い、蒸れる等不快だから

特に危険だと感じないから

値段が高いから

H28

H29

1.6ポイント増

前年より
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H28.10

55.7%

80.3%

65.6%

6.6%

68.9%

65.6%

0.0%

55.1%

53.1%

65.3%

36.7%

59.2%

89.8%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ルール・マナーの啓発

防犯対策の推奨

ヘルメット着用の推奨

条例の告知

定期点検の推奨

保険の紹介・情報提供

その他

H27

H28

Ⅴ．検証結果 （事業者の責務）

・計89事業所が推進委員を設置

従業員に安全利用啓発

課題

方針

●定量評価を継続し、実態を市民に情報提供⇒意識の醸成の促進

●「自転車のまち堺」として、全国をリードする高水準の安全利用実績が必要

Ⅵ．今後の施策展開のありかた

自転車利用推進委員の設置

・自転車損害賠償保険等への加入が約７割と他市等より高い水準
・ヘルメット着用率は停滞
１３歳未満の子どもについては約４割着用。高齢者は約１割着用。
・日常の整備・点検は、約７割前後の市民が実施。

・ほぼすべて事業協力店が啓発を実施。特に保険に関しては工夫を凝らし啓発を実施

・計９２事業所が「自転車利用推進委員」を設置し、事業所内で安全啓発活動を実施
・民間主導において自転車の試乗会、安全利用啓発イベントが実施される。
・「堺 自転車のまちづくり・市民の会」と連携し、民間施設等でイベントやキャンペーンの実施

・ヘルメットの着用や押し歩きの実施状況などが低水準。ながら運転の横行も散見

・ルール、マナーを知っていても遵守しない。
・自転車であれば、ルール・マナーを遵守しなくても大丈夫だという思い込みがある。
・未成年の自転車利用者の保護者等による教育及び指導が必要
・身体機能が低下する高齢者の事故が多く、交通ルール・マナーの遵守が必要

・各々の調査結果を市民等に示すことで、自身の安全意識を見直すきっかけとする。

・未成年の保護者は、ヘルメットの着用や保険の加入など様々な責務があり、それらを
遵守させる必要がある。
・学生は、ながら運転や逆走などの危険運転が多いため、学校等と連携して個別に
訴えていく。
・子ども、高齢者にはヘルメットの着用、女性にはひったくり防止カバーの装着など、
世代等に合わせて、特に遵守すべきことを訴えていく。

・保育所・幼稚園・学校等と連携した教育の更なる充実、拡大
・自転車小売店の安全啓発の支援及び自転車利用推進委員設置事業所の拡充

事業者の責務

従業員に安全利用啓発

推進委員の拡充
更新にむけた継続的な活動

●自転車小売業者の安全利用啓発の実施

●事業者、市民等との協働の推進

●条例施行後３年を経過し、自転車の安全利用に関する数値が減少傾向

●「自転車は軽車両、車の仲間」を浸透させ、
自転車利用者の遵守意識を向上
（特に子育て世代・学生・高齢者への意識の向上）

●市民・事業者・堺市のさらなる三位一体の自転車まちづくりの推進

●子ども・学生・高齢者など明確なターゲットを絞った啓発・情報提供・支援の実施

・積極的な安全啓発活動を実施

課題

自転車利用推進委員の設置

成果

さかい自転車リーダー養成講座

例）・自転車保険の加入
・ヘルメットの購入
・ヒヤリハットマップの作成
・講習会の実施
・自転車保険相談会の開催
・新たに駐輪場を設置

（H28.9自転車小売業者意識調査より）

安全利用啓発

■安全利用啓発内容別実施率（％）

・ほぼすべての事業協力店が啓発実施
・昨年比で保険の紹介・情報提供と条例
の告知の啓発実施率が増加
・自社での保険商品の設置もみられる

自転車小売業者の責務

小売業者のサポート及び
啓発の質の向上

成果

課題

■安全利用啓発実施率（％）

H27.10

（H28.9自転車小売業者意識調査より）

成果

96.8%

非実施

実施

98.0%

非実施

実施


