
第５回自転車通行空間ネットワーク計画調整会議 

日時：令和３年２月25日（木） 

※書面開催 

議 事 次 第 

Ⅰ．議題 

 

（1）自転車通行空間ネットワーク計画調整会議設置要綱について 【資料1】 

 

（2）「東京都自転車通行空間整備推進計画（案）」について【資料2】 

 

（3）「東京都自転車活用推進計画（案）」について【資料3】 

 

（4）「東京２３区内における直轄国道の自転車通行空間の整備計画」について【資料4】 

 

（5）自転車通行空間ネットワーク計画策定状況について【資料5】 

 

（6）自転車通行空間の整備事例の紹介 【資料6】 

 

【配付資料】 

○資料１  ・自転車通行空間ネットワーク計画調整会議設置要綱 

○資料２-1 ・東京都自転車通行空間整備推進計画（案）について・報道発表資料 

○資料２-2 ・東京都自転車通行空間整備推進計画（案）の概要 

○資料３-1 ・東京都自転車活用推進計画（案）について・報道発表資料 

○資料３-2 ・東京都自転車活用推進計画（案）概要版 

○資料３-3 ・地方版自転車活用推進計画の策定について 

○資料４-1 ・東京２３区内における直轄国道の自転車通行空間の整備計画について 

○資料４-2 ・東京２３区内における直轄国道の自転車通行空間の整備計画について・報道 

発表資料 

○資料５  ・東京都内自治体の自転車通行空間ネットワーク計画策定状況 

○資料６  ・自転車通行空間整備事例 
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別表１（第４条関係）

（順不同）

所属・役職等

関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課長
国土交通省

関東地方整備局 相武国道事務所 交通対策課長

東京都 建設局 道路管理部 安全施設課長

警視庁 交通部 交通規制課 都市交通管理室長

都民安全推進本部 総合推進部 交通安全課長

都市整備局 都市基盤部 交通計画調整担当課長

環境局 環境改善部 自転車環境課長

港湾局 臨海開発部 開発整備課長

港湾局 港湾整備部 計画課長

建設局 第一建設事務所 補修課長

建設局 第二建設事務所 補修課長

建設局 第三建設事務所 補修課長
東京都

建設局 第四建設事務所 補修課長

建設局 第五建設事務所 補修課長

建設局 第六建設事務所 補修課長

建設局 西多摩建設事務所 補修課長

建設局 南多摩東部建設事務所 補修課長
会 員

建設局 南多摩西部建設事務所 補修課長

建設局 北多摩南部建設事務所 補修課長

建設局 北多摩北部建設事務所 補修課長

千代田区 環境まちづくり部 環境まちづくり総務課長

中央区 環境土木部 環境政策課長

港区 街づくり支援部 土木課長

区部Ⅰ 新宿区 みどり土木部 交通対策課長

エリア 江東区 土木部 交通対策課長

品川区 防災まちづくり部 道路課長

大田区 都市基盤整備部 都市基盤計画調整担当課長

江戸川区 土木部 計画調整課長

目黒区 都市整備部 みどり土木政策課長

世田谷区 土木部 交通安全自転車課長
区部Ⅱ

渋谷区 土木部 道路課長
エリア

中野区 都市基盤部 交通政策課長

杉並区 都市整備部 杉並土木事務所長



別表１（第４条関係）

（順不同）

所属・役職等

文京区 土木部 管理課長

台東区 都市づくり部 交通対策課長

墨田区 都市整備部 道路公園課長

豊島区 都市整備部 土木管理課長

区部Ⅲ 北区 土木部 参事 土木政策課長事務取扱

エリア 荒川区 区民生活部 生活安全課長

板橋区 土木部 計画課長

練馬区 土木部 交通安全課長

足立区 都市建設部 交通対策課長

葛飾区 交通安全対策担当課長

立川市 まちづくり部 交通対策課長

武蔵野市 都市整備部 交通企画課 地域交通担当課長

三鷹市 都市整備部 都市交通課長

小金井市 都市整備部 交通対策課長

小平市 都市開発部 交通対策課長

多摩Ⅰ 東村山市 環境安全部 地域安全課長

エリア 国分寺市 建設環境部 交通対策課長

東大和市 都市建設部 土木課長

清瀬市 都市整備部 道路交通課長

東久留米市 都市建設部 道路計画課長
会 員

武蔵村山市 都市整備部 交通企画・モノレール推進課長

西東京市 まちづくり部 交通課長

八王子市 都市計画部 交通企画課長

府中市 生活環境部 地域安全対策課長

昭島市 都市整備部 交通対策課長

調布市 都市整備部 交通対策課長

町田市 道路部 道路政策課長

日野市 まちづくり部 道路課長
多摩Ⅱ

国立市 都市整備部 道路交通課長
エリア

福生市 都市建設部 まちづくり計画課長

狛江市 都市建設部 道路交通課長

多摩市 都市整備部 道路交通課長

稲城市 都市建設部 管理課長

羽村市 都市建設部 土木課長

瑞穂町 都市整備部 建設課長

青梅市 都市整備部 土木課長

あきる野市 都市整備部 管理課長
多摩Ⅲ

日の出町 建設課長
エリア

檜原村 産業環境課長

奥多摩町 環境整備課長



別表２（第５条関係）

（順不同）

所属等

関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課
国土交通省

関東地方整備局 相武国道事務所 交通対策課

東京都 建設局 道路管理部 安全施設課

警視庁 交通部 交通規制課

東京都 港湾局 臨海開発部 開発整備課

東京都 港湾局 港湾整備部 計画課

東京都 建設局 第一建設事務所 補修課

東京都 建設局 第二建設事務所 補修課

東京都 建設局 第三建設事務所 補修課

東京都 建設局 第五建設事務所 補修課

区部Ⅰ 千代田区 環境まちづくり部 環境まちづくり総務課

エリア 中央区 環境土木部 環境政策課

港区 街づくり支援部 土木課

新宿区 みどり土木部 交通対策課

江東区 土木部 交通対策課

品川区 防災まちづくり部 道路課

大田区 都市基盤整備部 都市基盤管理課

江戸川区 土木部 計画調整課

東京都 建設局 第二建設事務所 補修課

東京都 建設局 第三建設事務所 補修課

目黒区 都市整備部 みどり土木政策課
区部Ⅱ

世田谷区 土木部 交通安全自転車課
エリア

渋谷区 土木部 道路課

中野区 都市基盤部 交通政策課

杉並区 都市整備部 杉並土木事務所

東京都 建設局 第四建設事務所 補修課

東京都 建設局 第五建設事務所 補修課

東京都 建設局 第六建設事務所 補修課

文京区 土木部 管理課

台東区 都市づくり部 交通対策課

墨田区 都市整備部 道路公園課
区部Ⅲ

豊島区 都市整備部 土木管理課
エリア

北区 土木部 土木政策課

荒川区 区民生活部 生活安全課

板橋区 土木部 計画課

練馬区 土木部 交通安全課

足立区 都市建設部 交通対策課

葛飾区 都市整備部 交通政策課



別表２（第５条関係）

（順不同）

所属等

東京都 建設局 北多摩南部建設事務所 補修課

東京都 建設局 北多摩北部建設事務所 補修課

立川市 まちづくり部 交通対策課

武蔵野市 都市整備部 交通企画課

三鷹市 都市整備部 都市交通課

小金井市 都市整備部 交通対策課

多摩Ⅰ 小平市 都市開発部 交通対策課

エリア 東村山市 環境安全部 地域安全課

国分寺市 都市建設部 交通対策課

東大和市 都市建設部 土木課

清瀬市 都市整備部 道路交通課

東久留米市 都市建設部 道路計画課

武蔵村山市 都市整備部 交通企画・モノレール推進課

西東京市 まちづくり部 交通課

東京都 建設局 西多摩建設事務所 補修課

東京都 建設局 南多摩東部建設事務所 補修課

東京都 建設局 南多摩西部建設事務所 補修課

東京都 建設局 北多摩南部建設事務所 補修課

東京都 建設局 北多摩北部建設事務所 補修課

八王子市 都市計画部 交通企画課

府中市 生活環境部 地域安全対策課

昭島市 都市整備部 交通対策課

多摩Ⅱ 調布市 都市整備部 交通対策課

エリア 町田市 道路部 道路政策課

日野市 まちづくり部 道路課

国立市 都市整備部 道路交通課

福生市 都市建設部 まちづくり計画課

狛江市 都市建設部 道路交通課

多摩市 都市整備部 道路交通課

稲城市 都市建設部 管理課

羽村市 都市建設部 土木課

瑞穂町 都市整備部 建設課

東京都 建設局 西多摩建設事務所 補修課

青梅市 都市整備部 土木課

多摩Ⅲ あきる野市 都市整備部 管理課

エリア 日の出町 建設課

檜原村 産業環境課

奥多摩町 環境整備課
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資料５



本郷三丁目

春日町

茗台中学校前

小日向四丁目付近

小
日
向
四
丁
目
付
近

延長約1.9km

位置図

国道254号 春日町交差点 小日向四丁目付近

東京都内直轄国道の自転車通行空間整備事例

整備状況

整備形態 普通自転車専用通行帯（自転車レーン）
整備時期 令和２年度

写真①

※ 車道幅員に余裕がある場合は、自転車専用通行帯となりますが、
交差点内や車道幅員上無理な区間については車道混在（矢羽根）です。

写真①

【整備前】 【整備後】

・幅広の路肩を活用して、自転車専用通行帯を整備。
・バス専用通行帯との併設整備。

・車道を通行する自転車が交差点で2段階右折をする
ときに安心して待てるように、右折ポケットを設置。

【整備前】

(mm)【標準横断図】

春
日
町
交
差
点

【整備後】

写真②

写真②

資料６
東京国道事務所

・歩道幅員が広いため、歩道上を高速で通行する自転
車が見受けられることから、自転車通行空間の整備
により、車道へ自転車を誘導。



延長約3.3km

国道20号 大原交差点 鎌倉街道入口交差点

東京都内直轄国道の自転車通行空間整備事例

整備形態 車道混在
整備時期 令和２年度

写真①

・自転車通行空間として車道混在の矢羽根を整備。
・事故に対する注意喚起を行っている交差点付近

にも自転車通行空間整備により、事故の抑制を
期待。

↑
矢羽根

位置図

整備状況
(mm)【標準横断図】

【整備前】 【整備後】

写真②【整備前】 【整備後】

大原

写真②写真①

松原

鎌倉街道入口

下高井戸駅入口

大
原
交
差
点

鎌
倉
街
道
入
口
交
差
点

↑
矢羽根

上り下り

・片側4車線道路であり、車道の左側端（第1車線
の路肩付近）を通行する自転車が多く見受けら
れる。


