


自転車 de交換留学!自転車de交換留学！
 走って、発見 !『自転車によるまちづくり』

さいたま市と宇都宮市の学生が行く

さいたま市 宇都宮市 自転車まちづくり自慢 「さいたま市」と「宇都宮市」ー直線距離で約85㎞離れている
両市の共通点、パッと思い浮かぶでしょうか？
そのキーワードとなるのは『自転車によるまちづくり』です。
今回の特集では、「毎日の通学に自転車は欠かせない」という
両市の大学生４人がお互いのまちを自転車で走ってみました。

走れば見えてくる「ここがいい 」「もっとこうしてほしい 」などなど…。

学生たちの体験をお伝えします。　だれもが安全・快適・楽しく･健康とエコに自転車を使える
「自転車のまち宇都宮」を目指して、宇都宮市は自転車走行
空間の整備やレンタサイクル等を実施し、積極的な自転車
利用に向けた取組を進めるなど、さらなる発展が期待されて
います。

　自転車保有率が高いことで知られるさいたま市。「自動車
に過度に依存しない社会」の実現を目指して、さまざまな事
業に取り組んでいます。毎年9月には「カーフリーデー」を開催
するなど、市民の皆さんが健康で幸せに暮らせるまちのあり
かたをともに考えています。

「たのしむ」「はしる」「とめる」「まもる」 「自転車で“走れば愉快だ”宇都宮」

　10万人を上回る来場者が集ま
る『ツール・ド・フランスさいたまク
リテリウム』。並み居るスター選
手たちが高層ビル群の間を縫っ
て激闘を繰り広げるさまは、本場
さながらの臨場感で、観客の興
奮と感動を誘います。

　世界の第一線で活躍する選手たち
の本気の勝負を間近で見られる日本
で唯一の大会として、毎年、多くのファ
ンが会場の宇都宮市森林公園に詰め
かけ、応援に力を注いでいます。また、
前日には目抜き通りで、「ジャパンカッ
プクリテリウム」も開催されます。

アジア最高位の自転車競技大会
『ジャパンカップサイクルロードレース』

臨場感あふれる『ツール・ド・フラン
スさいたまクリテリウム』

市街地を走るレンタサイクル、コミュニティサイクルや市民参加型の自転車
イベントなど、なにかと共通点の多いさいたま市と宇都宮市。そんな両市が
誇る“いいところ”を「ヌゥ」と「ミヤリー」がわかりやすく紹介しちゃいます！

ご当地キャラクターの「ヌゥ」と「ミヤリー」がご紹介

昨今、話題を集めているご当地キャラクター。宇都宮市特別PR担当の「ミヤリー」は宇都宮市の花であるサツキの冠をかぶっ
た妖精。宇都宮の「ミヤ」と妖精「フェアリー」から「ミヤリー」と名付けられました。ところで、「ヌゥ」と「ミヤリー」は自転車に乗
れるの？！

今年は10/24開催だよ！

©ASO　P.Perreve

10/17・18開催！
宇都宮にも来てね〜♡

お♥ま♥け情報 ☞

みんなにやさしい!
安全・安心・快適なまちに向けて

　昨年策定された整備計画をも
とに、自転車だけでなく歩行者の
安全性も高まるまちづくりを進め
ています。これまでに約20kmの走
行空間が整えられ、平成35年度
までに合計約200kmの自転車通
行環境を整備します。

清水市長も走ってま〜す！

「電動アシスト自転車」で、
送り迎えもスイスイ楽ちん！

　自転車利用を推進するため、子育
て世代のパパ・ママに3人乗り電動ア
シスト自転車とヘルメットの貸し出し
を行います。利用者には、自転車安
全講習会に参加いただき、自転車利
用模範推進員として認定し、自転車
利用の安全啓発を広げていきます。

パパ・ママの強い味方だね♪

サイクリストの強い味方！
「自転車の駅」

　遠距離を走る際に心強いのが
自転車の駅。休憩スペースやトイ
レが併設されているほか、空気入
れや修理工具の無料貸し出しな
ど、市内の観光施設やコンビニエ
ンスストア等と協力しながら、サイ
クリストをサポートしています。

市内に41カ所もあるよ！

初心者から上級者まで、
ひろがる自転車利用

　JR宇都宮駅西口にある市営駐
輪場で電動アシスト自転車などの
貸し出しを行っています。その隣
にある「宮サイクルステーション」
ではロードバイクを借りることもで
き、特に休日にはサイクルスポー
ツのファンでにぎわいます。

駅近なのでとっても便利！

生まれも育ちも
「さいたま市」

生まれも育ちも
「宇都宮市」
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さいたま市 宇都宮市

今日も
見沼たんぼ

から出勤中
〜^^

宇都宮市が生んだ自称スーパーアイドル！
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私たちが考える!!

自転車のまちづくり
『体験レポート』

　猛暑日だったこの日。自転車での走行距
離は、およそ17.5kmにおよびました。消費
したペットボトルは合計で16本！「みんなで
走ったから楽しめた」という彼らに、それぞ
れのまちでの『発見』について話してもらい
ました。

今回協力してくれたのは

左から／埼玉大学 井村
公一さん・川村知裕さ
ん、宇都宮大学 森千鶴
さん・山本大貴さん

今回乗った
レンタサイクルは

コレ！

さいたま市ではまだ見る機会のない自転車の
「二段階右折」の交差点もありました。

宮サイクルステーションの中に
入ったのははじめて。説明など
が分かりやすかった。レンタサ
イクルの車種も豊富で魅力的。

次号予告 ▶▶▶ 次号は、「働く女性」をテーマに、コンパクトシティについて考えます。

イクルの車種も豊富で魅力的。

今回走ったルート

「自転車の駅」は工具の貸し
出し以外にも、スポーツバイ
ク専用の自転車スタンドが。

   vol.21 2015　　34       vol.21 2015

子どもたちも一緒に考える?! 家族で走る自転車の安全

TOPICS!

　親子で自転車走行の安全を考える「杉並おやこじてんしゃプロジェクト」
が、杉並区の各地で定期的に実施されています。講師は、毎日自転車に乗っ
ている地元のママ。小さな子どもでも楽しく学べるよう、途中に読み聞か
せや手遊びを交えながら、最後に自転車安全利用五則を唱和して、軽視
しがちな交通マナーの普及に努めています。
　一方、さいたま市では、自転車利用のさらなる推進と安全意識の徹底
を目的に、「子育てパパ・ママ自転車アシストプロジェクト」を実施します。
本年度より随時開催される交通安全教室を受講した子育て世代の家庭に
対し、3 人乗り電動アシスト自転車の貸し出しを行います。毎日の買い物
や送り迎えといった日常生活における利用のほか、休日のサイクリングな
ど幅広い分野での活用を応援します！

さまざまな年齢の子どもを持つママたちが集まり、自身の体
験談をもとに実用的な自転車走行の安全策を考える杉並おや
こじてんしゃプロジェクト

『体験レポート

二荒山神社

オリオンスクエア
「自転車の駅」

宇都宮城址公園

大宮第三公園

大宮第二公園

合併記念
見沼公園

大宮公園

氷川神社

西原・宮の原通り
の自転車レーン

宮サイクルステーション

大宮駅西口
サイクルポート

首都高速

埼玉新都心線

全体的にコミュニティサイクルの所
在地が分かりづらい。看板をもっ
と大きくするなどの工夫があれば、
もっと利用者が増えるのでは？

ミニベロ※は小回りが利
くので、細い裏道など
では活躍する場面も。

よく目を凝らさないと、2
段階右折のサインだと気
付かない場合も。子どもや
お年寄りにも分かりやす
い工夫があるといい。

やっぱり、電動アシスト付き自転
車は楽！長距離を走れるので、外
出先の選択肢が広がりそう。さい
たま市にもあったらうれしい。

い工夫があるといい。

もっと利用者が増えるのでは？もっと利用者が増えるのでは？

都会だとばかり思っていたけ
れど、裏道を入ったところは意
外と自然が豊かで、発見も多
かった。かった。

ミニベロ
くので、細い裏道など
では活躍する場面も。

レンタサイクルは

新都心駅前の道は、整
備が済んだ道路で、こ
こは余裕をもって走行
できた。できた。

※氷川参道では
自転車を押して
歩きましょう。

※ミニベロ……一般的に２４インチ以下の自転車のことをいいます。

今回乗った
コミュニティ
サイクルは

コレ！

今回走ったルート

Start!

Start!

大宮駅周辺の一車線が連続する道
では、どうしても自転車が走りにくく
なってしまうので、幅員に余裕がな
い道こそ整備を。今後の整備計画
に注目！

他のポートで借りた自転車を
別のポートで返却できるの
は、とても便利。現在、市内に
20カ所のポートがあります。



　毎日多くの人々が集う公園には、市民の憩いの場としての役割だけでなく、
さまざまな機能が備えられています。地震や大規模火災などの災害が起きたら…。

そんな「もしも」のときに役立つ「公園の防災機能」を紹介します。

まちづくり
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03
みどりがおかこうえん 

緑ヶ丘公園 
岩槻区大字岩槻5123-1

　住宅街にある緑ヶ丘公園へは、東武野田
線岩槻駅から歩いて15分ほど。道路を挟ん
だ西側には遊具が充実し、東側には平坦な
多目的広場が広がります。園内には、子ども
が遊ぶブランコや砂場だけでなく、親子や大
人のための健康に役立つ設備も。「釜飯?!」
と見まごうスツールは、非常時に「かまど」と
して活躍します。

02

　外周が芝生で囲まれた南元宿仲よし公園は、その
名前の通りに、周辺の子どもたちでにぎわいを見せて
います。近年、ソーラー式の照明灯をはじめ、緊急時
のトイレ不足を緩和する「マンホールトイレ」を改修・
設置し、有事への取り組みを図っています。

みなみもとじゅくなかよしこうえん 

南元宿仲よし公園
桜区南元宿1-113-1

南元宿
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岩槻区役所

災害時にはベンチの中の
テントを使って
こんな形になります！

このスツール、
実は、炊き出しなどに
活用できるかまどに
なります！

マンホールは、
非常時に
トイレに変身！

普段はユニークな遊具が

子どもたちに人気の公園

　２年前にさいたま市へ越
してきました。家族で「非常
時の集合場所」と決めてい
る公園に、防災機能がある
と知ってビックリ！ いざとい
うときも安心ですね。稲垣奈美さん・凛花ちゃん

遊びに来ていた

　　親子に話を聞きました！

　浦和競馬場に隣接し、やや高台にある太
田窪四丁目公園。3,200㎡の広 と々した敷地
には、赤ちゃんのおむつ替えができるトイレ
のほか、災害時にはテントの設営ができる
パーゴラ（日よけ）やかまどになるベンチな
どを備えた、防災拠点としても頼もしい「憩
いのスポット」です。

だいたくぼよんちょうめこうえん 

太田窪四丁目公園
南区太田窪4-1515-2

01

谷田小
大谷場中

太田窪四丁目公園

大谷場東小

浦和競馬場

南浦和駅

大谷場小

「もしも」のときに
頼りになる、まちの公園
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Before
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After

After






