
 自転車利用環境の整備の推進(再掲) 

年度 事業等 概   要 推進状況 

 地域の魅力を

活かした観光

地づくり推進

事業 

[経済部] 

多様化する観光客ニーズに対応するた

め、地域の観光協会等が実施する広域

的な観光ルートづくりのための連携体

制の構築や自然・文化・歴史などの観

光資源の掘り起こし・磨き上げによる

観光地づくりの取組を支援する。 

・歴史・文化を活かした南北海道サイ 

 クルツーリズム推進事業 

・一年中めむろを自転車で楽しむ仕組 

 みづくり 

・閑散期対策における冬の新たなアク 

 ティビティ開発事業（ファットバイ 

 ク体験） 

・羊蹄ニセコサイクルエリアの魅力 

 アップ事業 

・摩周・鶴居台湾友好観光推進事業 

176,410 

年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｈ30 大規模自転車

道の整備（再

掲） 

[建設部] 

自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大

規模自転車道線（道内10コース）の整

備を推進する。 

・札幌恵庭自転車道線（実施検討） 

・釧路阿寒自転車道線（トイレ（２箇 

 所）の補修） 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

（再掲） 

[建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

への策定支援等を行う。 

・自転車ネットワーク計画（石狩市） 

 策定への策定支援 

   ー 

 安全で快適な

自転車通行空

間の整備（再

掲） 

[建設部] 

市町村が作成した自転車ネットワーク

計画に基づく安全で快適な自転車通行

空間の整備の推進 

・車道混在型による矢羽根型路面表示 

 の試験施工箇所について実走による 

 検証やアンケート等の実施（旭川市） 

   ー 

 自転車走行環

境の改善 

[建設部] 

サイクルツーリズムの推進のため、北

海道開発局と連携して設定している道

内５つのモデルルートにおいて、自転

車走行環境の改善の取組を試行実施 

・案内看板及び路面表示（矢羽根型） 

 の設置 

   ー 

Ｈ31 

(R1) 

広域的なサイ

クリングルー

トの検討 

[総合政策部・

経済部・建設

部] 

国において、日本を代表し、世界に誇

りうるサイクリングルート（ナショナ

ルサイクルルート）の指定を検討して

いることなどを踏まえ、関係機関と連

携し、広域的なサイクリングルートの

検討を行う。 

・広域的なサイクリングルートを検討 

 するため、北海道開発局や関係団体 

 と連携し、北海道サイクルルート連 

 携協議会を設置 

   ー 

 自転車利用環

境向上会議の

開催（再掲） 

[総合政策部] 

日本の自転車環境の向上と道路交通環

境づくりの推進のため、全国各地の自

転車関連の取組を広く発信・共有し、

具体的な自転車まちづくりにつなげて

いくための全国会議を札幌市で開催す

る。 

・開催日時：R1.8.29(13:00～18:00) 

        8.30(09:00～12:00) 

・開催場所：札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

・主  催：北海道、札幌市、北海道   

      開発局 

・テ ー マ：ｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの推進 

      自転車利用環境の向上 

・参加者数：463名 

   ー 

 自転車活用推

進計画策定の

促進（再掲） 

[総合政策部] 

自転車活用推進法に基づき、自転車の

活用を推進することを目的に、市町村

が策定する自転車活用推進計画の策定

を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 
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年度 事業等 概   要 推進状況 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

（再掲） 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

の策定を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 大規模自転車

道の整備（再

掲） 

[建設部] 

自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大

規模自転車道線（道内10コース）の整

備を推進する。 

・札幌恵庭自転車道線（関係機関協議） 

・釧路阿寒自転車道線（舗装補修） 

   ー 

 安全で快適な

自転車通行空

間の整備 

（再掲） 

市町村が作成した自転車ネットワーク

計画に基づく安全で快適な自転車通行

空間の整備の推進 

・優先整備区間における矢羽根型路面 

 表示等の実施（旭川市） 

   ー 

 [建設部] 歩道上の電柱を撤去し、自転車、車、

歩行者等相互の視認性を向上させるこ

とにより、自転車通行空間の安全性・

快適性の確保を推進する。 

・蘭越ニセコ倶知安線（倶知安町）に 

 おける無電柱化 

   ー 

Ｒ２ 広域的なサイ

クリングルー

トの検討 

[総合政策部・

経済部・建設

部] 

国において、日本を代表し、世界に誇

りうるサイクリングルート（ナショナ

ルサイクルルート）の指定を検討して

いることなどを踏まえ、関係機関と連

携し、広域的なサイクリングルートの

検討を行う。 

・広域的なサイクリングルートを検討 

 するため、北海道開発局や関係団体 

 と連携し、北海道サイクルルート連 

 携協議会への参画 

   ー 

 自転車活用推

進計画策定の

促進（再掲） 

[総合政策部] 

自転車活用推進法に基づき、自転車の

活用を推進することを目的に、市町村

が策定する自転車活用推進計画の策定

を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

（再掲） 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

の策定を促進する。 

・市町村が策定する計画の状況把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 大規模自転車

道の整備（再

掲） 

[建設部] 

自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大

規模自転車道線（道内10コース）の整

備を推進する。 

・札幌恵庭自転車道線（路盤舗装工） 

・十勝川温泉帯広自転車道線（案内標 

 識） 

・釧路阿寒自転車道線（路盤舗装） 

   ー 

 安全で快適な

自転車通行空

間の整備 

（再掲） 

市町村が作成した自転車ネットワーク

計画に基づく安全で快適な自転車通行

空間の整備の推進 

・矢羽根型路面表示、分離表示等の実 

 施（石狩市・旭川市・帯広市） 

   ー 

 [建設部] 歩道上の電柱を撤去し、自転車、車、

歩行者等相互の視認性を向上させるこ

とにより、自転車通行空間の安全性・

快適性の確保を推進する。 

ー 

   ー 
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 平成27(2015)年９月、国連で150を超える加盟国首脳が参加の下、「我々の世界を変革する：持

続可能な開発のための2030アジェンダ*」が全会一致で採択され、その中核として17のゴール

(目標)と169のターゲットからなる「ＳＤＧｓ(Sustainable Development Goals：持続可能な開

発目標)」が掲げられました。 

 道では、平成30(2018)年12月、ＳＤＧｓのゴール等に照らした、本道の直面する課題、独自

の価値や強みを踏まえた「めざす姿」などを示した「北海道ＳＤＧｓ推進ビジョン」を策定

し、当該ビジョンに沿って、多様な主体と連携・協働しながら、北海道全体でＳＤＧｓの推進

を図ることとしています。 

 本計画においては、ＳＤＧｓの趣旨を踏まえながら、以下のゴールの達成に資する取組を展開

することとしています。 

目標 概   要 関連指標 

 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福

祉を促進する 

交通事故死者数 

 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全か

つ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディー

セント・ワーク)を促進する 

観光消費額 

道外からの観光入込客数 

（うち外国人） 

 持続可能な生産消費形態を確保する 観光消費額 

道外からの観光入込客数 

（うち外国人） 

 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 

 

温室効果ガス排出量 

 ２ ＳＤＧｓの推進 

＊2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)が2015年で終了することを受け、「誰一人取り残さない」社会 

 の実現を目指し、2015年９月25日の国連サミットで採択された2030年までの国際開発目標 
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 北海道総合計画などで設定する指標のうち、本計画に関連する指標は、以下のとおりです。 

 ３ 本計画に係る関連指標 

指  標  名 現状値※ (年(度)) 目標値 (年(度)) 摘  要 

温室効果ガス排出量 7,245万tｰCO2 2012年度 6,099万tー CO2以下 2025年度 
二酸化炭素やﾒﾀﾝなどの温室
効果ｶﾞｽの道内排出量の合計 

健康寿命   （男性） 71.11年 2013年  2022年度  

       （女性） 74.39年     

スポーツ実施率 58％ 2018年度 65％ 2025年度 
道内の成人のうち、週に１回
以上ｽﾎﾟｰﾂをする人の割合 

児童生徒の（小学男子） 48.5 2014年度  2022年度  

体力・運動（小学女子） 47.7     

能力の状況（中学男子）            47.9     

     （中学女子） 45.9     

交通事故死者数 141人 2018年 150人以下 2020年 北海道交通安全計画 

体験型交通安全教（小） 100.0％ 2017年度  2022年度  

育等を行っている（中） 96.7％  100.0％   

学校の割合   （高） 89.1％     

観光消費額 （道内客） 13,271円 2010年度 15,000円 2025年度  

      （道外客） 69,670円  79,000円   

      （外国人） 122,128円  209,000円   

道外からの観光入込客数 

（うち外国人客） 

723万人 

(154万人) 
2014年度 

1,150万人 

(500万人以上) 
2025年度 

道外から本道を訪れた観光客
（国内及び海外）の実人数 

増加 

2022年度までに

全国平均値以上

(50以上) 

(※)現状値は、計画策定時点での最新の統計数値（交通事故死者数だけは、平成30年12月31日時点の数値） 

全国体力・運動能力、運動
習慣調査結果の総合得点の
全国平均値を50とした場合
の北海道の数値(小学校５年
生、中学校２年生) 

警察などと連携し、児童生
徒の体験型交通安全教育を
行っている学校や、生徒が
自ら積極的に学ぶ活動を
行っている学校の割合（北
海道教育推進計画） 

道内、国内、海外からの観
光客が道内での観光１回に
消費した平均額（１人当た
り） 

健康上の問題で日常生活が
制限されることなく生活で
きる期間 
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 ４ 自転車の利活用についての道民意識調査結果（令和２年度） 

  令和２年度の「自転車の利活用について」の調査結果のうち、本文中に掲載していない 

 主な調査結果は次のとおりです。 

●自転車利用におけるルールの道民の認知度 

●自転車利用のマナーについて道民がどのように感じているか 

●ヘルメットを「着用している」もしくは「着用させている」か 

児童（６歳以上１３歳未満） 

幼児（６歳未満） 

幼児（６歳未満） 

幼児用座席に同乗の 

本人（回答者）の構成比 保護者（回答者）の構成比 
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自転車利用者 

※「一般用の自転車」、「スポーツタイプの自転車」、「レンタル自転車」、「それ以外の自転車」のいずれかを利用する時に 

 ヘルメットを着用している方 

※ 

n＝207 n＝37 

n＝94 n＝22 



 ５ 北海道のサイクルツーリズム推進方針について 

 北海道におけるサイクルツーリズムを推進するため、北海道開発局と道では、平成30年度に

北海道サイクルツーリズム推進連携会議を設立し、目指す姿や具体的な取組方法、役割分担等

を示す共通の指針として「北海道のサイクルツーリズム推進方針」を定め、本方針に基づき、

国の自転車活用推進計画に示される「モデルルート」となる、サイクルルートの整備に取り組

んでいます。 

１－１．受入環境 

 サイクリストの快適で安全な利用をサポートするために、各ルートの起終点となる主要交通

結節点（前述）には、わかりやすいルート案内（ルートの案内看板の掲示やサイクリングマッ

プの配布等）を行う。 

 また、サイクルラック、トイレ、給水所、休憩スペースが備えられている休憩施設を一定の

間隔で設置する。 
 

１－２．走行環境 

 サイクリストがセルフガイドで迷わず安心して走行できるよう、右左折で分岐する交差点や

単路部などの全線で統一されたルート案内を行う。 

 また、サイクリストが安全かつ安心して走行できるよう、主要な交差点や急カーブの手前、

トンネルの手前で、路面表示（矢羽根）等による安全対策を行う。 

１．「サイクルルート」の考え方（基本コンセプト） 

 ルートは、市町村を跨ぐような骨格となるサイクルルートで、空港や駅、大都市と目的地 

を結び、安全・安心に移動できる基幹的な路線とし、地域の関係者が連携して高い水準の走 

行環境、受入環境、情報発信等のサービスを提供するものとする。 

 起終点は、主要交通結節点（空港、駅、フェリー港、バスターミナル等）とし、通過地は、 

魅力を有するエリア（国立/国定公園、ジオパーク、世界遺産、日本遺産、北海道遺産、景 

勝地等）を有し、複数の市町村を通過していること。 

 なお、上記のルート（以下「基幹ルート」という。）から離れているビューポイントなど、 

隠れた地域資産を楽しめる、比較的短距離のルートを「地域ルート」として、基幹ルートと 

一体となって、取り組むことができる。  
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１－３．情報発信 

 ルートの魅力や休憩施設等の情報をサイクリストへ提供するとともに、サイクリストから各

ルートの評価・意見を投稿可能なコミュニケーションサイトを開設する。 

 

２．推進体制 

 北海道内においてサイクルツーリズムを提供する活動団体で構成する「ルート協議会」およ

び観光・自転車等のサイクルツーリズムを所管する公共機関、道路・河川敷等の走行空間の管

理者、観光等の民間事業者団体で構成する「連携協議会」を設置し、両者の連携・協働により

本方針に基づく取組を持続的に推進する。 
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目次 

 第１章 総則（第１条－第９条） 

 第２章 基本的施策（第10条－第15条） 

 第３章 自転車損害賠償保険等の加入促進等（第16条－第18条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、自転車の活用及び安全な利用（以下「自転車の活用等」という。）の推進に関し、基本理  

 念を定め、並びに道及び自転車利用者の責務等を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項その他必 

 要な事項を定めることにより、自転車の活用等の推進に関する施策を総合的に推進し、もって環境への負荷の 

 低減、道民の健康の増進、観光の振興等に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  (1) 自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第11号の２に規定する自転車をいう。 

  (2) 自転車利用者 自転車を利用する者をいう。 

  (3) 自転車関係法令 道路交通法その他自転車の活用等に関係する法令をいう。 

  (4) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る事故により生じた損害を賠償する保険又は共済をいう。 

 （基本理念） 

第３条 自転車の活用等の推進は、自転車による交通が環境への負荷の低減及び災害時における交通機能の維持 

 に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。 

２ 自転車の活用等の推進は、自転車の利用を推進することが道民の健康の増進に資するものであるという基本 

 的認識の下に行われなければならない。 

３ 自転車の活用等の推進は、自転車利用者及び歩行者の安全の確保並びにサイクルツーリズム（自転車を利用 

 した観光をいう。第14条において同じ。）の振興に資するよう、行われなければならない。 

 （道の責務） 

第４条 道は、前条に定める基本理念にのっとり、自転車の活用等の推進に関し、地域の実情に応じた総合的な 

 施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 道は、市町村が自転車の活用等の推進に関する施策を策定し、及び実施しようとする場合には、市町村が果 

 たす役割の重要性に鑑み、助言その他の必要な支援を行うものとする。 

３ 道は、自転車の活用等の推進に関する施策を推進するに当たっては、国、市町村その他の関係する機関及び 

 団体と緊密な連携を図るものとする。 

 （自転車利用者の責務） 

第５条 自転車利用者は、自転車関係法令を遵守し、歩行者及び自動車等（道路交通法第２条第１項第９号に規 

 定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。次条において同じ。）の通行に十分に配慮し 

 て自転車を利用するとともに、使用する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めなければならな 

 い。 

２ 自転車利用者は、自らの安全を確保するため、乗車用ヘルメットを着用し、及び夜間においては自転車の側 

 面に反射器材を装着するよう努めなければならない。 

３ 自転車利用者は、自転車の利用に当たっては、自然環境の保全に配慮するよう努めるものとする。 

４ 自転車利用者は、冬期においては、その道路状況を考慮して、自転車に適正な器材を装着し、又は自転車の 

 利用を取りやめるよう努めるものとする。 

 （自動車等運転者の責務） 

第６条 自動車等の運転者は、自転車が車両であることを認識し、自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行 

 することができるように配慮しなければならない。 

 ６ 北海道自転車条例（平成30年北海道条例第42号） 
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２ 自動車等の運転者は、自転車の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう 

 努めなければならない。 

 （道民の役割） 

第７条 道民は、自転車の活用等の推進に関する理解を深めなければならない。 

２ 道民は、自転車関係法令を遵守するとともに、自転車の利用に関する知識及び技能の習得、環境への負荷の 

 低減に資する自転車の利用並びに家庭、地域等における自転車利用者及び歩行者等の交通の安全に係る教育及 

 び啓発に関する取組を行うよう努めるものとする。 

３ 道民は、国、道及び市町村が実施する自転車の活用等の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第８条 事業者は、自転車の活用等の推進に関する理解を深めるとともに、その事業活動において自転車の活用 

 等の推進を図るよう努めるものとする。 

２ 事業者は、その事業活動において従業員その他の者に自転車を利用させるときは、自転車関係法令を遵守さ 

 せるとともに、乗車用ヘルメットの着用を推奨するものとする。 

３ 事業者は、国、道及び市町村が実施する自転車の活用等の推進に関する施策に協力するよう努めるものとす 

 る。 

 （自転車関係団体の役割） 

第９条 自転車の活用等の推進に関する活動を行う団体（次項において「自転車関係団体」という。）は、自転 

 車の活用等に関する機運を醸成するための活動その他自転車の活用等の推進に資する活動を自主的かつ積極的 

 に推進するよう努めるものとする。 

２ 自転車関係団体は、国、道及び市町村が実施する自転車の活用等の推進に関する施策に協力するよう努める 

 ものとする。 

   第２章 基本的施策 

 （体制の整備） 

第10条 道は、国、市町村等と連携し、自転車の活用等を総合的に推進するために必要な体制を整備するものと 

 する。 

 （自転車交通安全教育の推進） 

第11条 道は、道民に対し、自転車の利用のための交通安全教育（第18条において「自転車交通安全教育」とい 

 う。）を行うものとする。 

 （普及啓発等） 

第12条 道は、自転車の活用等の推進に関する意識の高揚を図るため、広く道民及び国内外から訪れる観光旅客 

 等に対して、自転車の活用等に関する普及啓発に努めるものとする。 

２ 道は、自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入を促進するため、自転車損害賠償保険等に関する普及 

 啓発その他必要な措置を講ずるものとする。 

 （自転車専用道路等の整備） 

第13条 道は、自転車の活用等の推進を図るため、国及び市町村と連携し、その管理する道路の保全を適切に行 

 うとともに、道路法（昭和27年法律第180号）第48条の14第２項に規定する自転車専用道路、自転車活用推進 

 法（平成28年法律第113号）第８条第１号の自転車専用車両通行帯等の整備に努めるものとする。 

 （サイクルツーリズムの推進） 

第14条 道は、本道の特性を生かし、その魅力を高めるため、国及び市町村、観光に関する事業を行う者、公共 

 交通に関する事業を行う者その他関係者と連携して、観光旅客が自転車を利用しやすい環境の整備その他サイ 

 クルツーリズムを推進するために必要な措置を講ずるものとする。 

 （財政上の措置） 

第15条 道は、自転車の活用等の推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも 

 のとする。 

   第３章 自転車損害賠償保険等の加入促進等 

 （自転車損害賠償保険等の加入促進） 

第16条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等への加入に努めるものとする。ただし、当該自転車利用者以外 

 の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。 
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２ 自転車の小売を業とする者（次条第１項及び第２項において「自転車小売業者」という。）は、自転車を購 

 入しようとする者（同条第１項及び第２項において「自転車購入者」という。）に対し、自転車損害賠償保険 

 等への加入の必要性に関する啓発及び自転車損害賠償保険等に関する情報の提供に努めるものとする。 

３ 自転車の貸付けを業とする者（次条第３項において「自転車貸付業者」という。）その他の自転車を事業の 

 用に供する事業者は、その事業活動に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。 

 （自転車小売業者等による情報提供等） 

第17条 自転車小売業者は、自転車購入者に対し、防犯登録（自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策 

 の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号）第12条第３項に規定する防犯登録をいう。）の必要性及び 

 施錠等による防犯の効果を説明するよう努めるものとする。 

２ 自転車小売業者は、自転車購入者に対し、自転車の点検及び整備の必要性、乗車用ヘルメットの着用の推奨 

 その他の自転車の活用等の推進に関する必要な情報の提供及び助言を行うよう努めるものとする。 

３ 自転車貸付業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車の活用等の推進に関する必要な情報の提 

 供及び助言を行うよう努めるものとする。 

 （学校等における自転車交通安全教育の推進） 

第18条 学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（幼稚園を除く。）、同法第124条に 

 規定する専修学校及び同法第134条第１項に規定する各種学校をいう。）の長は、その児童、生徒又は学生が 

 自転車を安全に利用することができるよう、その発達段階に応じた自転車交通安全教育を行うよう努めるもの 

 とする。 

２ 幼児、児童又は生徒を保護する責任のある者は、その保護する幼児、児童又は生徒に対し、自転車交通安全 

 教育を行うよう努めるものとする。 

   附 則 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第16条第３項の規定は、同年10月１日から施行する。 

２ 道は、この条例の施行の日から起算して３年を目途として自転車の活用等の状況等を踏まえて必要な措置を 

 講じ、その後は、５年を経過するごとに、社会情勢の変化等を踏まえ、この条例の施行の状況等について検討 

 を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における

交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、自転車の活用の推進に

関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項

を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自転車の活用の推進は、自転車による交通が、二酸化炭素、粒子状物質等の環境に深刻な影響を及ぼ

すおそれのある物質を排出しないものであること、騒音及び振動を発生しないものであること、災害時にお

いて機動的であること等の特性を有し、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行わ

れなければならない。 

２ 自転車の活用の推進は、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減することが、

国民の健康の増進及び交通の混雑の緩和による経済的社会的効果を及ぼす等公共の利益の増進に資するもの

であるという基本的認識の下に行われなければならない。 

３ 自転車の活用の推進は、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として、行われな

ければならない。 

４ 自転車の活用の推進は、交通の安全の確保を図りつつ、行われなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、自転車の活用の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよ

う努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえ

て、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する住民の理解を深め、かつ、その協

力を得るよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第五条 公共交通に関する事業その他の事業を行う者は、自転車と公共交通機関との連携の促進等に努めると

ともに、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

（国民の責務） 

第六条 国民は、基本理念についての理解を深め、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関

する施策に協力するよう努めるものとする。 

（関係者の連携及び協力） 

第七条 国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民その他の関係者は、基本理念

の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

 ７ 自転車活用推進法（平成二十八年法律第百十三号） 
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第二章 自転車の活用の推進に関する基本方針 

第八条 自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、次に掲げるとおりと

する。 

一 良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車専用道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第

四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路をいう。）、自転車専用車両通行帯等の整備 

二 路外駐車場（駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。）の

整備及び時間制限駐車区間（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第四十九条第一項に規定する時間

制限駐車区間をいう。）の指定の見直し 

三 自転車を賃貸する事業の利用者の利便の増進に資する施設の整備 

四 自転車競技のための施設の整備 

五 高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備 

六 自転車の安全な利用に寄与する人材の育成及び資質の向上 

七 情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化 

八 自転車の利用者に対する交通安全に係る教育及び啓発 

九 自転車の活用による国民の健康の保持増進 

十 学校教育等における自転車の活用による青少年の体力の向上 

十一 自転車と公共交通機関との連携の促進 

十二 災害時における自転車の有効活用に資する体制の整備 

十三 自転車を活用した国際交流の促進 

十四 自転車を活用した取組であって、国内外からの観光旅客の来訪の促進、観光地の魅力の増進その他の

地域の活性化に資するものに対する支援 

十五 前各号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関し特に必要と認められる施策 

第三章 自転車活用推進計画等 

（自転車活用推進計画） 

第九条 政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転

車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及び自転車の活用の推進に関し

講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた計画（以下「自転車活用推進計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 国土交通大臣は、自転車活用推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

３ 政府は、自転車活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなけれ

ばならない。 

４ 前二項の規定は、自転車活用推進計画の変更について準用する。 

（都道府県自転車活用推進計画） 

第十条 都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車の活用の推

進に関する施策を定めた計画（次項及び次条第一項において「都道府県自転車活用推進計画」という。）を

定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、都道府県自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう

努めるものとする。 

（市町村自転車活用推進計画） 

第十一条 市町村（特別区を含む。次項において同じ。）は、自転車活用推進計画（都道府県自転車活用推進

計画が定められているときは、自転車活用推進計画及び都道府県自転車活用推進計画）を勘案して、当該市

町村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（次項において「市町村自転車活

用推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 市町村は、市町村自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努め

るものとする。 
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第四章 自転車活用推進本部 

（設置及び所掌事務） 

第十二条 国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部（次項及び次条において「本部」とい

う。）を置く。 

２ 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自転車活用推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 

二 自転車の活用の推進について必要な関係行政機関相互の調整に関すること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関する重要事項に関する審議及び自転車の活用の推

進に関する施策の実施の推進に関すること。 

（組織等） 

第十三条 本部は、自転車活用推進本部長及び自転車活用推進本部員をもって組織する。 

２ 本部の長は、自転車活用推進本部長とし、国土交通大臣をもって充てる。 

３ 自転車活用推進本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 総務大臣 

二 文部科学大臣 

三 厚生労働大臣 

四 経済産業大臣 

五 環境大臣 

六 内閣官房長官 

七 国家公安委員会委員長 

八 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣以外の国務大臣のうちから、国土交通大臣の申出により、内閣

総理大臣が指定する者 

４ 前三項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

第五章 雑則 

（自転車の日及び自転車月間） 

第十四条 国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日及び自転車月

間を設ける。 

２ 自転車の日は五月五日とし、自転車月間は同月一日から同月三十一日までとする。 

３ 国は、自転車の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団

体は、自転車月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。 

（表彰） 

第十五条 国土交通大臣は、自転車の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を

行うことができる。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（法制上の措置） 

第二条 政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要

な法制上の措置を講ずるものとする。 

（検討） 

第三条 政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（自転車道の整備等に関する法律の一部改正） 

第四条 自転車道の整備等に関する法律（昭和四十五年法律第十六号）の一部を次のように改正する。 

 第六条第一項中「市町村である」及び「市町村道であって」を削り、同条第二項中「市町村である」を削る。 

 

参30 



（国土交通省設置法の一部改正） 

第五条 国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第二十九条の二」を「第二十九条の三」に改める。 

 第四条第一項第百十七号の次に次の一号を加える。 

 百十七の二 自転車活用推進計画（自転車活用推進法（平成二十八年法律第百十三号）第九条第一項に規定す 

  る自転車活用推進計画をいう。）の作成及び推進に関すること。 

                       小笠原総合事務所 
 第二十七条第二項中「小笠原総合事務所」を「           」に改める。 
                        自転車活用推進本部 

 第三章第三節中第二十九条の二を第二十九条の三とし、第二十九条の次に次の一条を加える。 

 （自転車活用推進本部） 

 第二十九条の二 自転車活用推進本部については、自転車活用推進法（これに基づく命令を含む。）の定める 

  ところによる。 
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