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第第第１１１章章章   ははじじめめにに  

１  計画策定の背景・目的 

松山市では、環境にやさしい乗り物として都市交通手段の重要な位置を占める自転車の安全利

用を促進するため、平成 11年度に「人と自転車」、「都市と自転車」の共存を目指し、平成 22年度

を目標年次とする「松山市自転車等利用総合計画」を策定しました。 

この計画に基づき各種施策を実施した結果、駐輪場の増加や禁止区域内の放置自転車台数が

減少し、一定の効果は得られたものの、特に中心市街地において、放置自転車が歩道や道路の

一部を占有するなど、依然として危険な箇所が多く存在し、抜本的な問題解決に至っていません。 

これは、少しでも目的地の近くに停めたいという利用者の心理や、走行する空間や駐輪場の整

備不足、また自転車の低価格化により使い捨て感が高まったことなど、多様な原因がからみあって

存在しているためと考えられます。 

このような中、上位計画となる「松山市総合交通戦略（都市交通マスタープラン）」や「松山市中

心市街地活性化基本計画」が策定され、道路空間の再配分や自転車走行空間のネットワーク化の

推進など、各種施策を複合的に実施することで、ひと・車・公共交通が連携した、環境負荷が小さ

い、総合的な交通体系の確立の必要性が示されました。 

また、この 10 年で、自転車に関する法令の改正（道路交通法、道路法施行令等）、環境意識の

高まり、自転車問題が集中している中心市街地での賑わいの低下、高齢化の進行による安全対策

の必要性など、自転車を取り巻く社会環境も変化していることから、時代に即した健全な利用促進

策を実施することが重要であります。 

こうした背景を踏まえながら、効果の上がった施策は継承するとともに、残された課題に対しては、

今後 10年間で効果的な施策を展開していくため、平成 32年度を目標年次とする「新松山市自転

車等利用総合計画（松山市自転車マスタープラン）」を策定し、“自転車が快適に乗れるまち”“歩

行者と自転車にやさしいまち”の実現を目指します。 

２  計画の対象区域 

本計画の対象区域は、松山市全域とします。また、現行の計画において最重点区域としていた

中心市街地は引き続き最重点区域とし、集中する自転車問題への対応を図るものとします。 

３  計画の期間 

計画の期間は、平成 23年度から 10年間とします。 

施策の検討にあたっては、短期、中期、長期の目標時期を設定し、実効性を高めることとしま

す。 
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４  新松山市自転車等利用総合計画の位置付け 

新松山市自転車等利用総合計画の位置付けは、松山市総合計画を最上位として、環境政策や

中心市街地活性化等の他分野と連携して、自転車に関する政策を推進するための「自転車マスタ

ープラン」とします。 

 

 

＜目指す将来像＞ 

 

 

 

＜まちづくりの基本方針＞ 

 

 

 

 

 

＜分野別計画＞ 

＜交通分野＞               ＜他のまちづくり分野＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山市総合計画 

松山市の都市計画に関する基本的な方針 

（松山市都市計画マスタープラン） 

松山市総合交通戦略 

（都市交通マスタープラン） 
・集約的な都市構造の実現に向けた交通体
系の確立 
・広域的な交通体系の確立 
・ひと・車・公共交通が連携した総合的な交
通体系の確立 
・環境負荷の小さい交通体系の確立 

松山市環境総合計画 

・ゆっくりスムーズに移動できるまち 

松山市中心市街地活性化基本計画 

・賑わいのあるまち 

・観光交流のまち 

・便利で楽しい商業のまち 

新松山市自転車等利用総合計画 

（松山市自転車マスタープラン） 

自転車交通分野 整合・連携 
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５  自転車の位置付けと役割 

本市では、自転車の特性を活かし、以下のように自転車を位置付けることにより、自転車の健

全で適正な利用を目指します。 

＜自転車の特性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市機能としての自転車の役割＞ 

 

 

 

 

６  近年の自転車対策の取組み 

放置自転車が全国的に問題になる中、平成 5年に「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」（以下、「自転車法」）が改正され、協議会の設置と「自転車

等利用総合計画」（以下、「総合計画」）の策定が法定化されました。 

総合計画は、自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等駐車対策

協議会の意見を聴いて策定するものであり、本市では、平成 7 年に「松山市自転車等の駐車対策

に関する条例」を制定し、平成 11年 10月に現行の総合計画を策定しています。 

 

＜自転車に関する法律・条例等の経過＞ 

 

昭和 55年 11月  自転車法制定（駐輪場附置義務条例、放置自転車の撤去および保管） 

平成 5年 6月 松山市自転車等放置防止に関する条例制定 

平成 5年 12月  自転車法の改正（自転車協議会の設置、総合計画の法定化）        

平成 6年 1月 ＪＲ松山駅周辺放置禁止区域指定 

平成 7年 7月 松山市自転車等の駐車対策に関する条例制定 

自転車等駐車対策協議会設置 

平成 8年 4月 駐輪場附置義務および民営駐輪場育成の条例施行 

10月 大街道周辺放置禁止区域指定 

平成 11年 10月 松山市自転車等利用総合計画策定（目標年次：平成 22年度） 

平成 23年 4月 新松山市自転車等利用総合計画策定

・気軽に、自由に（速く）近距離を移動できる ⇒ 移動の利便性が高い 

・温室効果ガス（二酸化炭素など）を出さない ⇒ 環境負荷を低減 

・中心市街地での回遊性が高い   ⇒ 自由度が高い 

・適度な運動      ⇒ 健康増進に役立つ 

・道路等公共空間の占有面積が小さい  ⇒ 交通渋滞を緩和 

・中心部（中心市街地）での回遊手段・周辺部から中心部へのアクセス手段 

・郊外部での近距離交通・駅等公共交通への端末交通を担う移動手段 

 



 

 4 

第第第２２２章章章   自自転転車車利利用用にに関関連連すするる現現況況とと課課題題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自転車利用の適正化の推進と自転車利用環境の整備に向けた体制づくり】 

 

 

自転車利用に関する課題 

 

【自転車走行空間の課題】 

 

 

 

 

 

【駐輪環境の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

【自転車利用者のマナーの課題】 

 

 

 

 

歩行者・自転車・自動車が安心・安全に移動できる空間の確保 

駐輪目的や時間に応じた駐輪場の利便性向上 

特定区域に集積する自転車の需要に応じた駐輪スペースの整備 

特定箇所に集中する放置自転車の削減・解消 

中心市街地に来街する自転車の利便性向上 

公共交通と連携した過度に自動車に依存しない交通体系の確立 

既設駐輪場利用の促進・運営の適正化 

走行ルールや駐輪規制の適正な運用 

課題の解決に向けて、今必要なこと 

 

 

市民・事業者・行政等の関係者がそれぞれの 

役割を自覚し、責任を果たすための体制づくり 

が必要です。 

自転車利用者の走行・駐輪マナー、歩行者等への配慮の徹底 

②自転車利用の状況 

（1） 自転車における流動の傾向 
・ 中心部の自転車利用の目的地は、大型商業施設や教育施設を中心に分布。 
・ 中心部の自転車の速度は、違法駐輪や信号待ちなどの影響で遅くなっている傾向にある。
自転車専用道路の整備済み区間においては、その効果から速度が速くなっている。 

（2） 事故発生状況 
・ 自転車を含めた交通事故の発生状況は近年減少の傾向にあるものの、年間 800 件を超え
ている。 

（3） レンタサイクルの利用状況 
・ レンタサイクルの利用は増加する傾向にあり、特に観光のシーズンで多くなっている。 

③自転車の駐輪に関する状況 

（1） 放置自転車の状況 
・ ＪＲ松山駅周辺や大街道周辺を除く中心部では、日中に放置自転車台数がピークとなり、
特に松山市駅周辺において放置自転車台数が多い。大街道周辺地区では、夜間にピーク
になる箇所が多い。 
・ 中心部では、特定の路線（花園町通りや裁判所通りなど）に放置自転車が集中している。 
・ 中心部では、同じ場所に繰り返し路上駐輪している放置自転車が多く、事業所等の従業者
が利用する自転車・原付の割合が高い。 

（2） 駐輪場の状況 
・ 市内の駐輪場は、商業施設や鉄道駅周辺に集中している。 
・ 市営大街道駐輪場の利用率は近年伸びがみられる。 

（3） 駐輪場利用者の声（アンケート結果より） 
・ 駐輪場の利用目的は、買物が多く、次いで飲食、通勤を目的としている。 
・ 駐輪場の利用時間は、1～2 時間と答えた方が最も多い。一週間のうち駐輪場を利用する
頻度は 5回と答えた方が最も多く、日常的な利用が多くなっている。 
・ 負担している駐輪代金は 1 ヵ月あたり 100円未満と 2,000円以上と答えた方の割合が多く、
いずれも約 3割を占める。 

（4） 放置自転車に関するマナー 
・ 自転車を放置した経験のある人は 4割程度を占める。 
・ 自転車を放置した目的は“買物”と答えた方が最も多く、“飲食”、“娯楽”も比較的多い。放
置する理由は“短時間の用事”が最も多く、“目的地まで遠い”、“面倒”、“他の人も放置し
ているから”なども比較的多い。 

（5） 自転車に関する意見 
・ 自転車に関して寄せられるクレーム・意見は、駐輪場の不足についての意見が多いが、歩
行者の立場からは、走行や駐輪等のマナーが悪いという声が多い。 

自転車利用に関連する現況の整理 

①松山市の概況 

（1） 中心市街地の状況 
・ 中心市街地の空き店舗数は増加し、賑わいが低下している。 

（2） 市民の移動特性 
・ 移動を自動車に依存する傾向が強い。中心部に近いほど自転車の利用割合が高い。 
・ 2km未満の短距離移動においては、約 4人に 1人が自転車を利用している。 
・ 中心部での自転車の利用の割合は 20～30％程度である。通勤目的での自転車等の利用
が多い。 
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【自転車利用の適正化の推進と自転車利用環境の整備に向けた体制づくり】 

 

 

自転車利用に関する課題 
 

【自転車走行空間の課題】 

 

 

 

 
 
  

【駐輪環境の課題】 

 

 

 

 

 

 
 
 

【自転車利用者のマナーの課題】 
 

 

 

 

歩行者・自転車・自動車が安心・安全に移動できる空間の確保 

駐輪目的や時間に応じた駐輪場の利便性向上 

特定区域に集積する自転車の需要に応じた駐輪スペースの整備 

特定箇所に集中する放置自転車の削減・解消 

中心市街地に来街する自転車の利便性向上 

公共交通と連携した過度に自動車に依存しない交通体系の確立 

既設駐輪場利用の促進・運営の適正化 

走行ルールや駐輪規制の適正な運用 

課題の解決に向けて、今必要なこと 

 

 

市民・事業者・行政等の関係者がそれぞれの 

役割を自覚し、責任を果たすための体制づくり 

が必要です。 
連携・協働

行政 事業者

市民

自転車を利用する責任

利用環境を整備する責任

自転車利用者の走行・駐輪マナー、歩行者等への配慮の徹底 
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第第第３３３章章章   自自転転車車施施策策にに関関すするる基基本本理理念念とと基基本本方方針針  

１１    基基本本理理念念  

基本理念  

自転車が快適に乗れるまち 
電車やバス等の公共交通機関と連携しながら、過度に自動車に依存しない環境づくりを目指しま

す。その実現に向けては、目的地まで連続（ネットワーク化）して安全に自転車が走行でき、目的に

応じ、周辺に迷惑にならないようスムーズに自転車をとめることができるまちづくりを推進します。 

 

歩行者と自転車にやさしいまち 
市民のみなさんに、健全な自転車の利用について理解していただき、ルールを守ったスマートな

利用が促進されるような取組みを推進します。あわせて、手軽で便利な自転車であっても、一定の

ルールを守り、歩行者等周囲の通行者に迷惑を及ぼさないよう、マナーの向上を図ります。 

 

 

２２    基基本本方方針針  

基本方針  

自転車の走行環境の向上（はしる） 

だれもが自転車で快適に通行できるよう、連続して安全に通行できる自転車走行空間の確保を

進めます。また、自転車利用の利便性を高めるため、案内サインなどの設備の充実、観光客や市民

等が利用しやすいレンタサイクルの拡充など、自転車の利用環境の向上を図ります。 

駐輪スペースの確保（とめる） 

歩行者等が安全で自由に歩くことができる空間づくりのため、地域の特性に応じた駐輪スペース

の確保を図ります。確保にあたっては、既存の駐輪場の有効活用に加え、新規駐輪場の整備や、

附置義務制度の見直しを進めます。また、電車やバス等の公共交通に対する端末交通手段として

の自転車利用環境を向上させるため、駅やバス停における駐輪場の確保を進めます。 

規制のあり方（適正に使う） 

路上駐輪対策を優先すべき地区について、指導・警告・撤去による規制により、自転車の適正な

利用を促進します。また、駐輪スペースを確保した上で、放置禁止区域等の指定・拡大の検討を行

うとともに、危険な路上駐輪を抑制する環境づくりにより、放置自転車等の削減を図ります。 

自律・相互理解・協働（ルールを守る、みんなでつくる） 

自転車の走行や駐輪などに関するモラルの向上への取組みなどにより、ルールを守った規律あ

る自転車利用を促します。また、市民・企業・行政等がそれぞれの役割と責任を正しく認識し、協働

して取り組む健全な自転車利用の環境づくりを進めます。 



第３章 自転車施策に関する基本理念と基本方針 

7 

 

基本方針に基づき、以下の施策を展開します。 

基本理念の実現にとくに効果が高いと考えられる施策については、重点施策として優先的に取り

組むこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車の走行環境の向上 

（はしる） 

自転車走行空間の確保 

・自転車走行ネットワークの構築 重点施策１ 

・自転車走行環境の整備 重点施策２ 

・安全な自転車走行空間の確保 

自転車利用環境の充実 

・駐輪場案内サービスの充実 

・駅や観光拠点を結ぶレンタサイクルの拡充 

駐輪スペースの確保（とめる） 既存駐輪場の利用促進 

・大街道駐輪場の運営方法の見直し 重点施策３ 

・大街道駐輪場の改修 重点施策４ 

・民間駐輪場との連携 

新規駐輪場の確保 

・一般公共用駐輪場の整備 重点施策５ 

・民間駐輪場への補助見直し 重点施策６ 

公共交通との連携 

・駅やバス停における駐輪場整備 重点施策７ 

・既設駐輪場の利用適正化 

附置義務の見直し 

・附置義務制度の見直し 重点施策８ 

規制のあり方（適正につかう） 重点地区における規制 

・重点地区（路線）における規制の推進 重点施策９ 

規制の方法 

・指導・警告・撤去等規制の推進 

・撤去によらない放置規制 

自律・相互理解・協働 

（ルールを守る、みんなでつく

る） 

適正な自転車利用の促進 

・様々な広報媒体による啓発 

・各種キャンペーンの実施 

・交通教育の実施 重点施策１０ 

基 本 方 針 施 策 の 展 開 
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第第第４４４章章章   施施策策のの展展開開  

１１    自自転転車車のの走走行行環環境境のの向向上上（（ははししるる））  

１ 自転車走行空間の確保 

歩行者に配慮した、自転車が安全で快適に走行できる空間の確保の着実な推進に取り組みま

す。 

 

（１） 自転車走行ネットワークの構築 重点施策１  

安全で使いやすく連続した自転車の走行環境を形成するためには、走行路線のネットワーク化を

図ることが必要です。社会実験の実施や自転車ワークショップの開催など、利用者の意見を取り入

れ、区間ごとの自転車通行量、走行速度等の検証を踏まえて、日常的な自転車利用を想定した自

転車走行ネットワークの構築について検討します。自転車走行空間においては、カラー舗装等によ

る走行箇所の明示やルート案内、注意喚起等による情報提供の充実、ルートマップによる周知を図

り、安全で快適な自転車利用を促進します。 

  

ネネッットトワワーークク構構築築ににああたたっっててのの具具体体的的方方針針  

中心部への主要アクセス路線、並びに中心部における主要施設間を連絡する主要路線

（自転車軸）を結ぶネットワークについて、連続性を意識し、自転車通行量の多い箇所

やネットワークが途切れている箇所を抽出し、優先すべき路線について整備・検討しま

す。 

 

 
資料）松山市総合交通戦略 

図 ４.１ 自転車ネットワークについての考え方（中心部） 
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（２） 自転車走行環境の整備 重点施策２  

既存の道路において、自動車、自転車、歩行者の通行空間の再配分を検討し、快適で安全に

走行できる空間を創出します。 

道路空間の再配分による車道の減幅や、バス優先レーン・副道の活用など、自転車走行空間設

置の可能性を検討し、社会実験による効果の検証・課題の確認等を経て、実現化を目指します。 

また、新たに道路整備を行う場合においても、自転車走行空間の確保を図ります。 

自自転転車車走走行行空空間間のの整整備備にに向向けけたた具具体体的的方方針針  

車道を減幅し、歩道を拡幅することにより、歩行者と自

転車の動線の輻輳を避けるほか、沿線商業施設のための荷

捌きスペースやタクシーベイの設置による安全で快適な移

動空間の確保、また電線類地中化や放置自転車等の抑制に

より、良好な景観の形成を進めるため、地域の関係者の意

見をふまえ、整備・検討を進めます。                                            

【具体的な検討箇所】 

・二番町通り／・花園町通り／・中之川通り 

 

（３） 安全な自転車走行空間の確保 その他の施策  

歩行者と自転車が安全で通行しやすい道路空間の形成に向け、路側帯のカラー化や新たな規

制の検討、走行ルールの徹底などを警察等関係行政機関と連携して取り組みます。また、広幅員

の歩道が確保できる箇所等においては、歩行者の安全性等を検証した上で、自転車の歩行者空

間の走行許可についても検討します。 

 

２ 自転車利用環境の充実 

自転車の魅力をさらに高められるよう、駐輪場案内サービスやレンタサイクルシステム等、より

便利で気軽に自転車を利用できる環境づくりに取り組みます。 

 

（１）  駐輪場案内サービスの充実 その他の施策  

自転車利用者を駐輪場に誘導するため、駐輪場案内サービスの充実を図ります。サービスの充

実に向け、禁止区域指定にあわせた路面標示、既設案内板の表示内容の更新、新設案内板の設

置、駐輪場案内マップの作成・配布等に取り組みます。 

 

（２） 駅や観光拠点を結ぶレンタサイクルの拡充 その他の施策  

市民が自転車を共同で利用したり、観光客が移動手段として自転車を便利に利用できるよう、鉄

道駅や主要な商業施設・観光拠点を結ぶレンタサイクルシステムの拡充について検討します。 

検討にあたっては、既存の観光レンタサイクルの時間延長やポートの追加などに配慮し、社会

実験による検証結果等を踏まえて着実な実現を目指します。 

中之川通りの整備イメージ 
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２  駐輪スペースの確保（とめる） 

１ 既存駐輪場の利用促進 

既設駐輪場を有効利用するため、自転車利用者の利用形態や利用時間等のニーズを反映し

た利用促進策を推進します。 

 

（１） 大街道駐輪場の運営方法の見直し 重点施策３  

市営大街道駐輪場の営業時間延長および短時間無料料金制等を試行実施してきましたが、そ

の効果を検証します。 

また、他の民間駐輪場の運営状況等を踏まえ、営業時間の変更や利用時間帯、駐輪場所に応

じた利用料金の区別化等、効率的で利便性の高い運営方法を検討します。 

 

（２） 大街道駐輪場の改修 重点施策４  

中心部では、路上占有面積の大きい自動二輪車・原付の放置が 3 割以上を占め、安全な通行

を阻害しているため、大街道駐輪場に電動スロープを設置し、原付・バイクの駐輪スペースを広げ

ます。 

また、24 時間営業を見据えた料金体系の見直しや人件費の削減等による運営効率化を図るた

め、電磁式の自転車ラックの設置など、利用しやすい駐輪場への改修を検討します。 

            

（３） 民間駐輪場との連携 その他の施策  

市営大街道駐輪場と民間駐輪場との連携を図り、買い物客等の回遊性を高め、駐輪場利用を

誘導できる施策の検討や、駐輪場利用による盗難防止効果等のメリットについての広報を行うこと

により、駐輪場の利用促進を図ります。 

また、既存の駐輪スペースを有効活用するため、利用者ニーズに対応した駐輪場運営ができる

よう、民間駐輪場の運営支援策を検討します。 

 

２ 新規駐輪場の確保 

駐輪需要に応じ、新規の駐輪場の整備を検討するほか、民間駐輪場の整備を促進するため、

補助要件の見直しを検討します。 

 

（１） 一般公共用駐輪場の整備 重点施策５  

これまで一般公共用駐輪場の整備については、松山市による整備だけでは駐輪場用地の確保

が困難なこと、財政負担が莫大になることから、駅前や中心市街地に土地をもつ民間の活力を活

用した民営駐輪場の建設を促進してきました。 

今後も、民間による駐輪場整備を促進するため、整備しやすい条件や環境について検討するほ

か、安全性を確保すべき緊急性の高い地域については、公共空間や路上等を活用し、行政と民

間の役割分担のもと、新規駐輪場の整備を図ります。 
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1) 中心市街地等での小規模分散型駐輪場整備 

中心市街地の商店街周縁部においては、商業振興施策と連携し、空きスペースや平面駐

車場の一部借り上げ、商店前スペースを活用するなど、小規模分散型の駐輪場整備を検討

します。 

2) 路上空間の活用 

道路空間再配分による自転車走行空間の確保や歩道の拡幅にあわせ、安心で安全な歩

行空間の確保や景観への配慮を十分に行った上で、附置義務駐輪場など恒久的な駐輪ス

ペースが整備されるまでの間、暫定的な路上スペースの設置を検討します。加えて、利用時

における料金設定（有料・無料）、利用時間など、路上スペースを利用する上でのルールに

ついても検討します。 

3) 施設駐輪場の一般開放 

建物を新築・増築する際には、条例により、最低限設置すべき駐輪台数が義務付けられて

いますが、再開発等による建築物新築の際、附置義務台数分を超える駐輪場の整備を支援

することで、施設利用者以外の一般利用者にも開放される駐輪スペースを確保し、利便性の

高い駐輪環境の構築を図ります。 

4) ＪＲ松山駅周辺整備にあわせた駐輪場整備 

ＪＲ松山駅周辺整備により発生する駐輪需要については、附置義務による容量確保を図る

とともに、高架下等のスペースを活用した駐輪場整備について検討します。 

5) 駐輪場建設・管理運営手法の検討 

経済状況が低迷する中、民間事業者単独では、駐輪場の整備に係る建設初期投資費用

の捻出や健全な経営を継続することは難しい状況にあります。このため、商店街等地域の共

同出資による駐輪場整備運営方式の公費支援を検討することや、民間による整備が難しい

地域については、緊急性や経済性を検証した上で、公設民営方式などによる、地域の実情

に合った役割分担・協働による整備手法について検討します。 

 

（２） 民間駐輪場への補助見直し 重点施策６  

中心部の未利用スペースを活用することにより、実現性が高く、かつ比較的コストが抑えられる

小規模分散型駐輪場の整備を促進するため、現行の建設費補助制度の要件緩和や管理運営費

用の助成制度の導入など、民間駐輪場への補助見直しについて検討します。 

 [補助制度見直しの方向性] 

見直しの必要性 対策（案） 想定される効果 

中心部ではまとまった用地の取得が困

難だが、小規模な低未利用地が存在

する 

現行の建設補助（最低規模

要件 100台以上）の要件引き

下げ 

空き店舗の活用や駐車場の転

用による小規模分散型駐輪場

の増加 

維持管理費用の負担が大きく、民間が

積極的に駐輪場事業に参入できない 
管理運営費補助制度の創設 

民間駐輪場経営へのインセン

ティブ 
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３ 公共交通との連携 

鉄道駅やバスターミナルなどの交通結節点からの自転車利用の利便性を高めるため、鉄道事

業者と協力して駅やバス停の駐輪場整備を促進し、公共交通との連携の向上を図ります。 

 

（１） 駅やバス停における駐輪場整備 重点施策７  

公共交通利用者の駐輪需要に対応するため、既存駐輪場から自転車等があふれている駅や交

通結節点の拠点駅を優先的に、交通事業者と協力して駐輪場整備を促進します。 

 

（２） 既設駐輪場の利用適正化 その他の施策  

駅やバス停に併設された駐輪場では、運行のない深夜にも長期間にわたって放置されている自

転車が駐輪スペースを占有し、駐輪場容量を上回る駐輪台数がみられることから、既設スペースを

有効に活用するため、鉄道事業者による適切な維持管理体制の確立を促進します。 

 

４ 附置義務の見直し 

駐輪需要のある建築物所有者に対し、規模に応じた駐輪場の設置責任を求める附置義務につ

いて、適切な見直しを検討します。 

 

（１） 附置義務制度の見直し 重点施策８  

現行基準により附置義務駐輪場の整備を進めるとともに、通勤等を目的とした駐輪需要に対応

するため、新たに事務所系用途および官庁の建物への附置義務を追加するなど、附置義務制度

の見直しを行います。 

また、条例の適用による附置義務駐輪場の整備状況や地域の実情等を考慮し、商業系施設へ

の基準の見直し等、ニーズに即した附置義務のあり方を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【附置義務条例の見直し内容（平成２３年度予定）】 

・事務所（官公署含む）を附置義務対象施設に追加 

・設置台数における自転車・原付の割合を７：３に定める 

・既存不適格建築物への努力義務を追加 

・隔地駐輪場までの歩行距離規程をおおむね１００ｍから２５０ｍに延長 

・附置義務駐輪場の位置および利用方法の表示義務 
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５ 駐輪スペースの確保の考え方 

中心部においてはエリア単位での面的な駐輪場整備、周辺部や郊外部では、交通結節点での

駐輪場整備を地域事情を考慮しながら進め、駐輪スペースの確保を図ります。 

 

（１） 中心部での面的整備と周辺部・郊外部の拠点整備 

路上駐輪が集中する中心市街地及び駅周辺については、地区ごとの状況を踏まえ、面的一体

的に駐輪場の確保に取り組みます。また、周辺部および郊外部については、主要な駅周辺におけ

る端末交通手段としての自転車利用を促進する拠点としての整備を行います。 

こうした考え方は、都市機能や居住地が集積した「都市拠点」と周辺部や郊外部の主要駅を中

心とする「交通拠点」を結ぶ「交通軸」を強化し、本市が目指す集約型のまちづくりを、自転車利用

の面から支えるものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心部 

【面的整備】 

中心部内どこでも

とめやすい環境の

形成 

周辺部・郊外部 

主要な駅周辺における端末交通手段として

の自転車利用を促進する拠点 

 

図 ４.２ 集約型都市構造を自転車利用の面から支える駐輪場整備の考え方 
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（２） 中心部における駐輪場整備の考え方 

路上駐輪が集中する中心市街地および駅周辺を、駐輪場を優先整備する地域とし、地区ごとの

自転車の利用特性、需給バランスに応じた駐輪スペースを面的に検討していきます。 

特に、既設駐輪場の有効利用、放置禁止区域の周縁における駐輪スペースの新規確保を最優

先課題として取り組みます。 

需給量については、将来的には附置義務による供給量の増加が見込まれますが、各地区の駐

輪スペース確保の方針に基づき、可能な場所から整備を行っていきます。 

[中心部における駐輪場整備の考え方] 

地区 地区の特性 スペース確保の方針 
需要量 
（台） 

供給量 
（台） 

（不足量） 
（台） 

実施 
主体 

ＪＲ松山駅周辺
地区 

・通勤・通学の端末利用が多い 
・周辺開発が予定されている 

・駅周辺開発に合わせた駐輪場整備 
・附置義務によるスペース確保 

1,662 2,558 － 
行政 
鉄道事業者 
施設設置者 

市駅周辺 
地区 

・通勤等長時間駐輪と買物等短時間
駐輪の需要が混在 
・花園通り、市駅周辺、銀天街アーケ
ードと交差する道路上への駐輪が
非常に多い 

・既設駐輪場の有効利用 
・附置義務によるスペース確保 
・路上駐輪場の検討（花園町通り・中
之川通り） 
・共同駐輪スペースの設置検討 

2,853 1,801 1,052 

行政 
鉄道事業者 
施設設置者 
商店街等 

市役所 
周辺地区 

・通勤による特定の道路上への長時
間駐輪の需要が多い 
・駐輪場容量の不足が大きい 

・附置義務によるスペース確保 
・路上駐輪場（二番町通り、花園町通
り） 

3,029 1,650 1,379 
行政 
施設設置者 

ロープウェー 
周辺地区 

・買物等の短時間駐輪需要が多い 
・附置義務によるスペース確保 
・共同駐輪スペースの設置検討 

150 0 150 
施設設置者 
商店街等 

大街道・銀天街
周辺地区 

・通勤等長時間駐輪と買物等短時間
駐輪の需要が混在 
・路上放置が多い一方、周辺駐輪場
の収容台数には余裕がある 
・放置自転車が面的に分布し、特に
夜間に増加する 

・既存駐輪場の有効利用 
・路上駐輪場の検討（二番町通り） 
・デッドスペース活用等小規模分散型
駐輪場の整備 
・共同駐輪スペースの設置検討 

3,591 2,905 686 
行政 
民間事業者 
商店街等 

道後地区 ・特定の道路上に駐輪が集中 
・附置義務によるスペース確保を促進 
・共同駐輪スペースの設置検討 

364 188 176 施設設置者 

資料）松山市自転車等駐輪場整備計画（平成 22年）および平成 22年 11月実態調査結果をもとに作成 

（３） 周辺部・郊外部における駐輪場整備の考え方 

周辺部・郊外部においては、主要な駅に駐輪場を設置し、端末交通手段としての自転

車利用を促進します。 

郊外鉄道駅における駐輪場の現状は以下の通りであり、おおむね駐輪場は設置されて

いますが、端末交通手段としての自転車等利用者が多く駐輪場容量が十分でない駅や、

交通結節点の拠点駅を優先的に、駐輪場整備を実施・検討します。 

また、バス停においても、道路空間の状況等を踏まえ、駐輪場整備を実施・検討しま

す。 

［各駅における駐輪場の整備状況］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者数 利用者数
（百人/日） （百人/日）

大手町駅 25 - - 土橋駅 9 ○ 無
古町駅 25 ○ 無 土居田駅 18 ○ 一部有
衣山駅 19 ○ 無 余戸駅 23 ○ 一部有
西衣山駅 11 ○ 無 鎌田駅 9 ○ 有
山西駅 26 ○ 一部有 木屋町電停 7 ○ 有
三津駅 20 ○ 有 道後温泉駅 32 ○ 一部有
港山駅 4 ○ 無 浅海駅 3 － －
梅津寺駅 4 ○ 無 大浦駅 0.5 － －
高浜駅 15 ○ 無 伊予北条駅 33 ○ 無
石手川公園駅 5 － － 柳原駅 2 ○ 無
いよ立花駅 21 ○ 無 粟井駅 8 － －
福音寺駅 14 ○ 無 光洋台駅 2 ○ 無
北久米駅 13 ○ 有 堀江駅 6 ○ 無
久米駅 26 ○ 無 伊予和気駅 9 ○ 無
鷹ノ子駅 11 ○ 有 三津浜駅 12 ○ 無
平井駅 12 ○ 無 松山駅 155 ○ 一部有
梅本駅 14 ○ 有 市坪駅 6 ○ 無

駐輪場：平成23年1月時点、伊予鉄利用者数：H20年度、JR利用者数：H19年度

横河原線

高浜線

郡中線

ＪＲ

市内線

屋根の有
無

路線 駅名
駐輪場の
有無

路線 駅名
駐輪場の
有無

屋根の有
無
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３  規制のあり方（適性につかう） 

１ 重点地区における規制 

路上駐輪の誘導・規制を重点的に実施する中心市街地においては、新規駐輪場の整備、既設

駐輪場の有効利用策と平行して、「放置禁止区域」や「対策を優先する路線（箇所）」の指定を検

討した上で、実効性のある規制方法による路上駐輪対策を推進します。 

 

（１） 重点地区（路線）における規制の推進 重点施策９  

駐輪場を優先整備する中心市街地を規制の重点地区とし、現在の「放置禁止区域」に加え、駐

輪場整備とあわせた新たな「放置禁止区域」指定や見直しにより、放置自転車の撤去等の路上駐

輪規制を推進します。 

駐輪場が整備されていない箇所においては、交通バリアフリー基本構想に基づく特定経路や緊

急輸送路など、「優先的に対策を要する路線（箇所）」を選定し、路上駐輪台数を抑制する規制方

法を検討します。 

 [重点地区（路線）の考え方] 
対策を優先すべき地区（路線） 対策 

駐輪場が整備された地区 ・放置禁止区域の指定・見直し 

路上駐輪集中箇所 

放置自転車等が長時間占有する路線（箇所） 

・駐輪場の設置可能性を検証 

・巡回整理・誘導を強化 
・放置禁止路線を指定し撤去を強化 
・優先的に対策を行う長時間の放置自転車や原付等の

規制対象とする自転車等の検討 
・規制時間の検討 

バリアフリー特定経路 

緊急輸送路・主要避難路 

景観計画区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.３ 重点地区（路線）の指定の流れ（案） 

 

駐輪場整備予定の有無 

・路上駐輪集中箇所 

・バリアフリー特定経路 

・緊急避難路 

・通学路  等 

あり 

禁止区域の指定 

なし 

周辺での路上駐輪場の設置可能性 

あり なし 

路上駐輪場の整備 

指定区域の確定に向けた検証 

①整備完了後、規制対象箇所を抽出（路上放置の集中する危険箇所等） 

②新設駐輪場等、周辺駐輪場へ誘導 

③誘導後の状況を調査確認 

④禁止区域指定範囲を確定 

⑤禁止区域指定の告示 

規制の実施 

⑥禁止区域の指定、撤去開始 

周辺の店舗（事業者）等に説明・合意 

・検証、実施 

・時間規制 

・巡回整理の強化 

禁止路線の指定 

路線の特性に応じた

規制の検討 

実態による危険箇所の抽出 
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２ 規制の方法 

路上駐輪の実態検証に基づいた放置自転車等の撤去・誘導等の規制方法を検討し、効果的な

規制を実行することで、自転車等利用者の意識と行動の変革を促します。 

 

（１） 指導・警告・撤去等規制の推進 その他の施策  

現在、放置自転車には警告票を貼付し、禁止区域内では相当時間が経過した後に、その他の

区域では 24 時間以上経過した後に撤去していますが、路上駐輪の実態にあわせ、撤去の手続き

や保管料の見直し等を検討し、より効果的・効率的な規制を推進します。 

駐輪指導、放置自転車への警告・撤去を実行することで、危険な状況につながる路上駐輪の連

鎖を抑止し、自転車利用者の路上駐輪に対する意識と行動の変革につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.４ 放置自転車の撤去・保管・返還・リサイクル処分フローチャート 

（２） 撤去によらない放置規制 その他の施策  

路上駐輪を規制する目的は、安全な路上空間を確保することであり、「放置自転車を撤去するこ

と」自体が目的ではありません。撤去という強制手段によらない安全確保策について検討し、危険

な路上駐輪を抑制する環境づくりを促進します。 
 

[撤去によらない放置規制の考え方] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全確保策 規制箇所 
○ 情報の発信 

危険箇所であることの明示 
「迷惑駐輪お断り」の意思表示 

交差点、横断歩道、消火栓 
駅・バス停の通路 
住宅（店舗）前、駐車場の出入り口 

○ 現場誘導 
誘導看板（表示）の設置 
サイクルガイドによる駐輪場案内 
警備員による路上誘導 

駐輪場の周辺 
路上駐輪が集中する危険箇所 

○ 放置自転車整理 
巡回整理員による路上整理 
店舗等事業者による路上整理 
危険箇所からの移動 

駅・商店街周辺路上 
店舗前路上 

○ 指導・警告 
警告票の貼付 
放置自転車等所有者への指導・警告 
原因施設（事業者）への指導・警告 

放置が常態化している危険箇所 
従業者が駐輪している事業所（店舗） 

 
撤去 

【大街道周辺】 

【放置禁止区域内】 

・警告後、相当時間

を経過したもの 

【JR松山駅周辺】 

【放置禁止区域内】 

・警告後、相当時間

を経過したもの 

【放置禁止区域外】 

・警告後、24 時間を

経過したもの 

【市管理駐輪場内】 

・連続して 7 日以上

駐車しているもの 

市営大街道駐輪場 

撤去日から 

3日間一時保管 

撤去自転車の選別 

システム入力 

機能喪失自転車等 

（利用不可程度） 

・廃棄処分 

・海外支援 

       等 

返還 

機能自転車等 

（利用可程度） 

未返還盗難車等 警察に搬送 

・自転車商組合譲渡 ・留学生譲渡自転車 

・競売用自転車 ・福祉施設用自転車 

・公用車用自転車 ・その他誘致企業 

自転車等保管所 

撤去日から 

1ヵ月保管 

1 ヵ月以上経過後 

車両情報の告示 

未返還自転車等の選別 

①所有者・盗難車照会 

1 ヵ月（保管期限） 

②再度盗難車照会 

所有者判明 

引取申出あり 

引取申出あり 

引取申出あり 

問い合わせなし 

引取申出なし 引取通知書（はがき）発送 

問い合わせなし 
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４  自律・相互理解・協働（ルールを守る、みんなでつくる） 

１ 適正な自転車利用の促進 

自転車を利用する人が、自らがマナーを守り、健全で適正な自転車の利用を促進するとともに、

自転車利用者に対する理解を醸成するため、様々な媒体・手段を用い、あらゆる年代に浸透する

よう、マナー向上等に向けた啓発活動等の施策を推進します。 

 

（１） 様々な広報媒体による啓発 その他の施策  

1) 自転車の走行に関する交通ルールの啓発 

チラシやホームページといった様々な広報媒体を活用し、市民に対して自転車の安全利用

や駐輪マナー、防犯登録義務や自転車保険の加入促進等について啓発活動を実施します。 

また、条例改正や新たな取組みが実施される場合など（事業所等を対象にした附置義務

の改正の周知など）においては、その周知・啓発に向けた啓発を実施します。 

安全利用・駐輪マナーに関しては、現在も関係機関等でチラシの配布等を行っています

が、こうした取組みを足がかりに、継続・発展を目指します。 

2) 市民の自発的な取組み 

市民の自発的な取組みによるルール・マナー等の啓発活動を推進・支援することで、市民

自らが理解を深め、口コミ等での波及、継続的な活動への発展などが期待できます。 

3) エコ通勤の推進 

自動車から、環境への負荷を軽減し、健康に良い交通手段である自転車への転換を促す

ため、環境や健康に良いなどの自転車の魅力を伝える利用促進イベント等により、自転車通

勤のさらなる促進を図るとともに、民間事業所に対し、愛媛県ノーマイカー通勤デーの実施を

呼びかけることや、松山市でも認証を受けているエコ通勤優良事業所認証制度への登録申

請等、企業のＣＳＲ活動やイメージアップにつながる取組み事例の周知により、エコ通勤の推

進に取り組みます。 

 

（２） 各種キャンペーンの実施 その他の施策  

自転車の安全利用や駐輪マナーの周知・啓発活動について、一定期間集中的に行うキャ

ンペーンを実施します。 

現在関係機関等で取り組んでいる各種キャンペーンを参考に、市民が楽しく受け入れ、

波及していく工夫について検討します。また、関係機関との協働や活動団体への支援等に

より取組みの継続・充実・拡大を目指します。 
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（３） 交通教育の実施 重点施策１０  

幼児から大人まで、利用者の年代に応じて、自転車の健全で適正な利用やルール・マナ

ーを指導し、学習機会の提供を行います。 

また、高齢者や障がい者の自転車利用についても、周囲への意識啓発・マナー等につい

て理解していただく機会を提供します。 

1) 幼児の交通安全教育 

保育所・幼稚園、警察、地区交通指導員、交通安全協会等と連携し、自転車の健全で適

正な利用やルール・マナー等について、視聴覚教育を実施するなど、発育段階に適した教

育活動を実施します。また、交通安全団体の指導員や母の会を対象とした研修会を開催し、

指導能力と資質の向上を図ります。 

2) 小中学校、高校、大学の児童・生徒に対する交通安全教育 

小中学校、ＰＴＡ、警察、地区交通指導員、交通安全協会等と連携し、特に新入学期には、

新入学児童を対象に歩行訓練を中心とした指導を実施するほか、年間を通じて小中学校の

児童生徒に安全な自転車の乗り方指導や実践的な学習を取り入れるなど、発育段階に適し

た教育を実施します。 

また、高校や大学の学生については、自転車の行動範囲も広がり、通学、日常生活行動

において適正な自転車の利用が求められることから、チラシの配布や高校マナーアップクラ

ブ、学生ボランティア等と連携した啓発活動を実施します。特に市外から転居してくる大学生

については、走行禁止区域箇所の説明など松山市独自のルールの周知を図ります。 

3) 交通安全モデル事業 

小中学校、幼稚園等をモデル校に指定し、児童・生徒が健全で適正な自転車利用を学び、

身につけることができるような教育活動を展開します。 

4) 高齢者の交通安全教育 

高齢社会を反映した近年の高齢者の事故の増加を踏まえ、自転車利用の安全性の確保

に向け、交通指導員による高齢者宅の訪問、地域に密着している公民館や高齢クラブ等で、

警察・交通安全協会と協働し講座を開催します。 

5) 大人の交通安全教育 

自動車ドライバーに対し、自転車が車道を走行することに対する認識を広めるほか、事業

所等への働きかけ等を通じて交通安全教育を行い、本人やその家族に対して安全な自転車

の使い方を正しく伝えるなど、大人を対象とした交通安全教育を実施します。 

特に市外から転居してくる大学生や、転勤者とその家族については、転居時期の 4月に周

知チラシの配布を行うなど、走行禁止区域の箇所など地域の自転車利用ルールの周知徹底

を図ります。 
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５  施策のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策展開図＞※白ヌキ文字は重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大項目 細項目 H22 H27 H32

国土交通省

愛媛県

松山市

自転車走行環境の整備
愛媛県
松山市

警察等

松山市

駐輪場案内サービスの充実 松山市

駅や観光拠点を結ぶレンタサイクルの拡充 松山市

大街道駐輪場の運営方法の見直し 松山市

大街道駐輪場の改修 松山市

松山市

民間事業者

松山市

民間事業者

民間駐輪場への補助見直し 松山市

松山市

鉄道事業者

松山市

鉄道事業者

附置義務の見直し 附置義務制度の見直し 松山市

重点地区における規制 重点地区（路線）における規制の推進 松山市

指導・警告・撤去等規制の推進 松山市

撤去によらない放置規制 松山市

様々な広報媒体による啓発 松山市

松山市、警察

民間団体

松山市

警察等

自転車の走行環
境の向上（はし
る）

自転車走行空間の確保

自転車走行ネットワークの構築

自転車利用環境の充実

施策
方針

実施主体
スケジュール

安全な自転車走行空間の確保

駐輪スペースの
確保（とめる）

既存駐輪場の利用促進

民間駐輪場との連携

公共交通との連携

駅やバス停における駐輪場整備

新規駐輪場の確保

一般公共用駐輪場の整備

既設駐輪場の利用適正化

交通教育の実施

各種キャンペーンの実施

規制のあり方（適
正に使う）

規制の方法

自律・相互理解・
協働（ルールを守
る、みんなでつく
る）

適正な自転車利用の促
進

整備路線の抽出・選定 整備の推進

その他路線

路線・規制方法の検討・実施

随時実施

システム拡充の検討 実施

短時間無料料金制・営業時間延長の試行 運営方法の検討

電動スロープ・精算機導入 補修・改修

随時実施

二番町通り 花園町通り・中の川通り

二番町通り 花園町通り・中の川通り

その他箇所整備の推進

建設補助見直し 運営補助見直し

鷹ノ子駅・平井駅整備 いよ立花駅・余戸駅等において検討

禁止路線指定検討 実施

事務所等を対象に追加 商業系の見直し検討

随時実施

随時実施

随時実施

随時実施

随時実施

随時実施
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第第第５５５章章章   実実現現にに向向けけてて  

１  行政・事業者・市民等の役割分担 

「自転車が快適に乗れるまち」「歩行者と自転車にやさしいまち」を実現するためには、地域や自

転車利用者の理解と協力が不可欠であり、関係者が以下のような役割を担い、それぞれの責任を

果たさなければなりません。 

主体     
役割

 自転車の適正な利用促進に関する役割 駐輪スペースの確保に関する役割 

行 政 

・道路整備等の都市整備事業における自転車走行空間設置

など、自転車が走行しやすい環境の整備を行う。 
・規制を適切に実施する。 
・交通ルールやマナーなどについて普及・啓発を継続的に行

う。 
・自転車イベントなど、市民の主体的な取組みを支援する。 

・公共施設や都市開発等の事業において、積極的な駐

輪場整備を行う。 
・既存駐輪場を適切に管理する。 
・附置義務制度を公平に運用する。 

・民間駐輪場整備に対する補助制度を普及し、適切な
指導や支援を行う。 

商 店 街 

商 店 主 

・自転車の地域ルールづくりに取り組む。 
・商店周辺の路上駐輪の整理に努める。 
・自転車利用者を駐輪場に誘導する。 

・従業員駐輪場を確保する。 
・買い物客等の共同駐輪場整備やデッドスペースの活
用等により、まちが一体となって駐輪場不足の解消に

努める。 

公共交通事

業 者 

・駅やバス停周辺の駐輪の整理に努める。 ・駅やバス停の周辺に駐輪場を確保する。 

事 業 者 

土地（施設） 

所 有 者 

・施設周辺の路上駐輪の整理に努める。 

・従業員等施設利用者への自転車利用の普及・啓発を行う。 
 

・駐輪場の附置義務を確実に履行する。 

・施設利用者の駐輪場を確保する。 
・空地など、駐輪スペースを積極的に提供する。 

市 民 

・自転車の適正な利用を促進するための取組みに対して、参
加し、協力する。 
・自転車の利用ルール（走行・駐輪・自転車管理）をよく知り、

守る。 
・防犯登録やＴＳマークの利用など、自転車の安全利用に責
任を持つ。 

・自動車利用者は自転車や歩行者の走行を優先する。 

・駐輪に関する施策等を理解し、協力する。 
・駐輪時の公共空間占有（受益）に対して適正な費用を
負担する。 

・まちの安全や景観に配慮する。 

２  推進体制について  

本計画で掲げた各種施策の確実な推進に向けては、上記の役割分担のもと、各取組主体が相

互に連携し、協力して取り組んでいくことが重要です。 

新総合計画策定にあたり、さまざまな立場からの意見聴取の場として松山市自転車等駐車対策

協議会が設置されていますが、今後も計画の進捗管理を行うため、以下のような体制を基本とし、

ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、本計画の着実な推進をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な関係者が参画し、計画の進捗を管理

行政

松山市自転車等駐車対策協議会

Plan（計画）Plan（計画）

Check（確認）Check（確認）

Do（実行）
Do（実行）

Action（見直し・改善）Action（見直し・改善）

市民

商店街

民間事業者

交通事業者交通安全関係者

ＮＰＯ

計画案を策定

計画に基づき施策を実
施

施策に対する意見・助
言や問題提起

施策の見直し・検討


