
いばらき自転車活用推進計画に

基づく各種施策の取組状況



（１）今年度の主な取組について

○ 各地域に，地域特性を踏まえたセグメント（レベル）に合った多彩なサイクリングコースの整備等
を促進する。
【目標１- 施策１-措置①】

⇒ 今年１月29日に県北地域を対象とする「奥久慈里山ヒルクライムルート利活用推進協議会」
を立ち上げ。

○ サイクルツーリズムの推進に向けた統一的な案内誘導サイン等（多言語化）の整備を検討する。
【目標１- 施策１-措置①】

⇒ つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線（筑波山方面）について，本線から支線へ誘導するための
観光案内看板10ヵ所（真壁休憩所，筑波休憩所付近等）を順次設置。

○ 国が推奨するナショナルサイクルルートの認定に向け，まずは，つくば霞ヶ浦りんりんロードを
本県を代表するモデルルート（幹線コース）として位置づけるための環境整備を進めるとともに，
認知度向上につなげる取組を推進する。【目標１- 施策２-措置①】

⇒ 昨年11月７日，つくば霞ヶ浦りんりんロードが，しまなみ海道及びビワイチと並んで，
第１次ナショナルサイクルルートに指定。

併せて，11月17日に指定記念として県主催ロングライドイベント
「つくば霞ヶ浦りんりんサイクリング」を開催し，県内外から500名を超える参加者が
りんりんロードをサイクリング。

施策目標1 「サイクルツーリズムの推進による地域の活性化」
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（１）今年度の主な取組について
○ サイクリングの盛んな国内外の自治体や企業等との連携を推進する。【目標１- 施策１-措置④】

⇒ 昨年4月に知事が訪台し，トップセールス及び台湾自転車メーカー関係者との会談等を実施。
また，昨年5月に三湖連携の取組の一環で，琵琶湖での試走や意見交換会を実施する

とともに，10月には東京都内で三湖の魅力を発信する共同プロモーションを初開催。

○ 雑誌やメディア広告掲載，YouTuberなどを活用した国内外への情報発信の充実を図るほか，
ＳＮＳやデジタルマーケティング等の活用による双方向の情報発信機能などの充実を図る。
【目標１- 施策３-措置①】

⇒ つくば霞ヶ浦りんりんロードウェブページ英字版・繁体字版の制作。３月には
台北サイクルショーで他県と連携して情報発信。

○ 来訪者へのおもてなしや地域の魅力を案内するサイクリングガイド（多言語対応も含む）の
養成を推進するとともに，その活用の場面を積極的に創出する。【目標１- 施策４-措置②】

⇒ 昨年８月及び９月に「茨城サイクリングサポートライダー養成講座」を開催し，
新たに25名を養成したほか，ナショナルサイクルルート指定を見据え，
初めてインバウンド誘客養成講座を実施。

⇒ 11月17日に開催した県主催ロングライドイベント「つくば霞ヶ浦りんりんサイクリング」
において，参加者の走行中のサポートをサポートライダーが担った。

○ タンデム自転車やベロタクシーの公道走行を推進する。【目標１- 施策４-措置④】

⇒ 昨年４月からタンデム自転車やベロタクシーの公道走行が解禁されたことを受けて，
タンデム自転車を広域レンタサイクルに導入したほか，昨年９月に水戸駅で，
交通安全運動でリーフレットを活用したPR及び交通ルールの周知を実施。

そのほか，県，市町村等が主体となり，タンデム自転車の試乗会を実施。
（３月８日には県視覚障害者協会が主催でタンデム試乗会を実施予定。） 2



（１）今年度の主な取組について

施策目標2 「自転車交通の役割拡大に向けた自転車通行空間の整備」
○ 全県におけるモデルルート（幹線コース）の位置づけに向けた整備の推進を図る。【目標２- 施策１-措置①】

⇒ 昨年９月，茨城空港と霞ヶ浦を結ぶ区間の矢羽根等の整備が完了したとともに，同年10月，
「奥久慈里山ヒルクライムルート」ほか２ルートにおいて，応急的なコース案内の標識を交差

点等に設置。

○ 幹線コースまでのアクセス道路への矢羽根や案内標識等の整備を推進する。
【目標２- 施策１-措置②】

⇒ 幹線コースの整備や，市町村の地方版自転車ネットワーク等の策定・整備状況を鑑みながら，
アクセス道路とするルートの設定や整備手法，整備水準等について検討のうえ着手。

奥久慈里山
ヒルクライムルート

大洗・ひたち海浜
シーサイドルート

鬼怒・小貝
リバーサイドルート

つくば霞ヶ浦
りんりんルート

　・奥久慈里山ヒルクライムルート 200.9 0.0 165.5 35.4 200.9

　・大洗・ひたち海浜シーサイドルート 94.0 0.0 79.8 14.2 94.0

　・つくば霞ヶ浦りんりんルート 112.9 0.0 83.5 29.4 112.9

　　（つくば霞ヶ浦りんりんロード区間） 176.4 135.2 0.0 41.2 41.2

計 584.2 135.2 328.8 120.2 449.0

いばらき自転車ネットワーク
《広域のサイクリングを対象したネットワーク》

延長
整備済み
延長

未整備延長《対象区間》

県管理
道路

その他
道路

計

※「鬼怒・小貝リバーサイドルート」については，別途，鬼怒川・小貝川まちづくり協議会で検討中

茨城空港と霞ヶ浦を
結ぶ区間
（整備延長：約５ｋｍ）

イメージ
（拡大）

※コース全体で統一された整備を行うため，現在，矢羽根や

案内標識等の設置基準やデザイン等をまとめた「いばらき

自転車通行環境整備ガイドライン」の策定を進めている。
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いばらき自転車通行環境整備ガイドライン（案）について
○ 本ガイドラインの位置付け
・ 本ガイドラインは，いばらき自転車ネットワークを構成している県全域を対象に，路線における

サインや標識等の整備，危険箇所対策等を迅速かつ円滑に推進するため，サイクリング環境整備の
方針を示すものであり，いばらき自転車活用推進計画に位置付けた施策の実現にあたり，
具体的な整備に関わる基本的な考え方や仕様等を定め，各事業者・実施主体のサイクリング環境整備
の方針を示すもの。（ナショナルサイクルルート指定を受けた「つくば霞ヶ浦りんりんロード」は除く）

○ 取組方針
【自転車通行環境の整備】
・ 広域サイクリングを対象とした，セグメント（レベル）に合った多彩なサイクルコースの整備推進
・ モデルルート（幹線コース）に位置付けるための自転車利用環境の整備や危険箇所対策の推進
【案内標識等の整備】
・ ビギナーや本県を初めて訪れたサイクリストであっても，安全に安心してサイクリングを楽しむことができる，コース案内や注意喚起
のための案内標識等の充実

・ 外国人も含めたすべての人に伝わるよう，多言語化やルールがひと目でわかるユニバーサルデザインの案内標識等の対応
【拠点施設の整備】
・ 一定規模の駐車場を有した施設や鉄道駅等の拠点施設を中心とした，サイクリストのニーズを満たす高い水準の機能を持つ施設の整備
・ 既存施設の機能充実とともに，理想的な間隔となるよう拠点施設を配置

○ 設置基準
・ ナショナルサイクルルートの指定を受け，既に地域のアイデンティティとなるデザインとなっている
「つくば霞ヶ浦りんりんロード」のデザインを基本的に踏襲する。

（主なもの）

【県の計画】

いばらき自転車活用推進計画

いばらき自転車通行環境
整備ガイドライン

（各市町村等の自転車推進
計画と連携）

・路面標示 ・案内看板・注意喚起看板

（１）今年度の主な取組について
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（１）今年度の主な取組について

○ ライフステージ等に応じた自転車安全教育・啓発を推進する。 【目標３- 施策１-措置①】

⇒ 県内小中学校等で交通安全教室を開催したほか，２月10日に石岡市内で開催
されるデンマーク式自転車安全教室などの検証を踏まえ，次年度の施策を推進する。

○ 自転車乗車時におけるヘルメット着用等に向けた幼児や児童・生徒の意識向上を図る。
【目標３- 施策２-措置②】

⇒ 昨年４月，10月及び今年１月に開催された指導主事等研究協議会等
において，県教育庁から市町村教育委員会へ，各学校における生徒の
自転車乗車時におけるヘルメット着用，事故防止のための反射材の着用
及び自転車のライト点灯を徹底。

○ 自転車を利用する県民の自転車損害賠償保険等への加入促進を図る。
【目標３- 施策２-措置③】

⇒ 昨年６月に「茨城県交通安全条例」を改正し，「自転車の安全な利用の
推進」及び「自転車損害賠償責任保険等への加入の促進（努力義務）」を措置。

また，県内各学校やイベント等で自転車損害賠償責任保険等への加入促進の
ための啓発を実施。（小中高自転車通学者の加入割合：約6割 R1.5時点）

⇒ つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会で実施している
広域レンタサイクル事業においても，各貸出拠点において，自転車安全利用五則
と併せて，多言語による自転車保険加入の意義等の周知を実施。

施策目標３ 「自転車事故のない安全で安心な社会の実現」
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（１）今年度の主な取組について

施策目標４ 「自転車を活用した県民の健康増進」
○ 健康増進につながる自転車活用を推進する。【目標４- 施策１-措置①】

⇒ ウォーキングなどの日常的な運動や生活習慣改善の取組にポイントを付与し，
利用者が楽しみながら健康管理に活用できる県の公式健康アプリ「元気アっプ！リいばらき」に，
サイクリング機能を設け，健康増進に自転車活用を取り入れた。
（全体15,180人利用，うちサイクリング機能1,655人利用）

○ 県民の健康増進につながり，環境にもやさしい自転車通勤を県内企業等に推奨するため，
県庁における自転車通勤の利用促進や自転車通勤者が利用しやすい環境整備等について検討する。
【目標４- 施策１-措置②】

⇒ 一昨年８月に県庁敷地内にロードバイク用のサイクルラックを増設する
とともに，昨年10月に駐輪場を増設。
※ その他，４月から職員の通勤手当等の見直しや本庁舎から５キロ圏内に住む

職員は職員用駐車場の利用を原則不可とする等の見直しがなされ，公共交通機関
の利用や，徒歩・自転車などを活用した通勤の拡大が見込まれる。

○ スポーツクラブや民間企業等における健康増進に資する自転車活用に関する好事例や，
活用効果などに関する情報の収集・発信を行う。【目標４- 施策２-措置①】

⇒ 昨年7月6日に健康をテーマにした「いばらき自転車シンポジウム」を
開催。県内外から約150名が参加し，㈱フジクラ及び㈱シマノから国内企業の
取組を，筑波大学から海外の事例をそれぞれ紹介。健康を軸にした自転車活用の
効用をPRするとともに，幅広い層の自転車活用に向けての浸透を図った。
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（１）今年度の主な取組について

県の自転車安全教育・啓発の取組み（ライフステージ別）

幼児 小学生 中学生 高校生
成人

高齢者
大学生 社会人

（子育て世代）
社会人

（子育て世代以外）

自転車交
通安全
ルール

安全
教育

知る

覚える 覚える・わかる わかって実践する わかって実践し，他者にも伝える わかって実践する

○腹話術・紙芝居・実技等による
交通安全教室

⇒腹話術や紙芝居を活用するな
ど，視聴覚に訴える工夫を凝らし
た交通安全教室を開催し，幼児
の交通安全意識の向上を図った。

○子供自転車大会
の開催，自転車免
許証を活用した交
通安全教室

⇒子供自転車茨城
県大会や自転車免
許証を活用した交
通安全教室の開催
により，自転車の
安全走行に関する
知識と技能を身に
つけさ，児童の交
通安全意識の向上
を図った。

○スケアードストレイト・自転車シミュレータを活
用した交通安全教室

⇒スケアード・ストレイト教育技法を活用した交通
安全教室を開催し，交通ルールを無視した運転
の危険性を周知させるとともに，交通安全意識の
向上を図った。

○保護者向けの交
通安全教室

⇒幼児や児童を対
象とした交通安全
教室に同席した保
護者に対し，子供
の特性や交通安全
教育において保護
者が果たすべき役
割等について指導
した。

○高齢者自転車大
会

⇒高齢者自転車茨
城県大会を開催し，
自転車の安全走行
に関する知識と技
能を身につけさ，
安全意識の向上を
図った。

○参加型・体験型の交通安全教室

⇒ドライブレコーダーを活用した交通安全教室や自転車シミュレーターによる交通安全教室，シートベルト体験車による体験教室を開催し，自転車の安全利用を含め，
交通ルールの遵守と交通マナーの向上など交通安全意識の高揚を図った。

○交通安全のチラシや啓発品

⇒自転車安全利用五則のチラシや中高生向けリーフレットを交通安全教室やイベントで配布するとともに，反射たすきや反射材，自転車のバルブフラッシュライトや
サイクルセーフティーライトなどの啓発品を配布し，自転車の安全利用を呼びかけた。

○交通安全教育のDVDの貸出し

⇒「自転車利用における交通安全・危険予測シミュレーション」「自転車も車両です～交通安全の意識改革～」「ドライブレコーダーは見た 自転車の交通ルールを覚えよう」等の自転車の安全利用に
関するＤＶＤを準備し，市町村や学校，企業等に貸し出しを行った。

○自転車シミュレーターによる交通安全教室

⇒学校，高齢福祉施設等において自転車シミュレーターを活用した交通安全教室を開催したほか，11月17日のサイクリスト向けイベントの霞ヶ浦りんりんサイクリングにて啓発活動を実施した。

○各市町村に対し，様々な研修会等を通じて，通学路安全マップの作成を依頼

⇒県，県教委，県警，県防犯協会が主催である「地域安全マップコンクール」について，各市町村教育委員会を通じて，県内全ての公立小学校に募集を依頼。
（県内58校から267作品の応募があったところ。）

○各市町村に対し，交通安全教
室の開催に向けた働きかけ

⇒県内全公立学校に配付される
「2019年度学校教育指導方針」
における「学校健康教育の充実」
の項目として「各学年の実態に
応じた交通安全教室の開催」を
掲載し，各市町村に取り組んでも
らうよう依頼。

○学校の教育活動全体を通じて，交通安全教育の実施
⇒4月5日，10月18日に開催された指導主事等研究協議会において，各市町
村教育委員会の指導主事に対し，各学校へ実施してもらうよう依頼するととも
に，8月5日に開催された学校保健・学校安全指導者研修会において，安全教
育の進め方や実践事例を紹介し，各学校で実践してもらうよう依頼した。

○各市町村に対し，
保護者も交えた交
通安全教室の開催
に向けた働きかけ

⇒２月７日に開催さ
れる指導主事等研
究協議会において
働きかけを行う予定。

○クイックキャッチ
体験

⇒高齢者施設や温
浴施設において，
認知機能，運動機
能，反射神経等を
ゲーム感覚で確認
することができるク
イックキャッチ体験
を通して，高齢者
への広報啓発活動
を実施した。
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（１）今年度の主な取組について

県の自転車安全教育・啓発の取組み（ライフステージ別）

幼児 小学生 中学生 高校生
成人

高齢者
大学生 社会人

（子育て世代）
社会人

（子育て世代以外）

普及
啓発

取締
り

○関係機関と連携し，学校等で自転車点検整備

⇒地域交通安全活動推進委員，交通安全協会，交通指導員等の関係機関・団体と連携し，学校等に赴いての自転車点
検要領を指導し，自転車を安全に利用することの重要性について周知を図った。

○「おもいやり運転」について盛り込んだ交通安全啓発チラシの作成，自転車事故防止のための啓発活動

⇒本年度の交通安全県民運動の推進内容に「他のドライバー，横断歩行者，自転車利用者への思いやりや譲り合いの意識を持った運転を実施する」ことを明示した。
茨城県交通安全県民運動推進要綱を県ホームページに掲載するとともに，市町村，関係団体にも配付し，交通安全運動の推進を実施した。

○県民の自転車損害賠償保険等への加入促進，保険等加入促進のための広報・啓発活動

⇒第２回定例会において，「茨城県交通安全条例」の改正を行い，自転車損害賠償責任保険等への加入を努力義務とする条文を追加。
条例改正の周知と自転車損害賠償責任保険等への加入促進のため，ポスター7,000枚，チラシ70,000枚を作成し，市町村や学校，自転車販売店，その他関係機関に配布。
教育庁主催の県内小中高特別支援学校の安全担当教員の研修会（8月5日・ヒロサワ会館・約1,000名参加）で，ポスターとチラシを配付するとともに，各学校での自転車保険の加入促進の協力を依頼。

○庁内放送や庁内掲示板などを活用して，交通ルールの遵守を呼びかける広報・啓発活動

⇒交通安全条例の改正に伴い，自転車の安全利用を呼びかける文書を人事課と連名で，県の関係職員向けに発出するとともに，庁内放送や庁内掲示板での広報を実施した。

○自転車乗車時におけるヘルメット着用に向けた働きかけ

⇒・4月22日に「10連休中における児童生徒等の交通事故の未然防止について」として緊急メールを県内全公立学校に発
信し，その中で自転車乗車時におけるヘルメット着用について各学校で指導するよう依頼した。
・8月30日に「新学期における児童生徒等の安全確保」として緊急メールを県内全公立学校に発信し，その中で自転車乗
車時におけるヘルメット着用について各学校で指導するよう依頼した。
・12月16日に「冬季休業中における児童生徒の交通事故の未然防止について」として緊急メールを県内全公立学校に発
信し，その中で自転車乗車時におけるヘルメット着用について各学校で指導するよう依頼した。
・4月5日，10月18日に開催された指導主事等研究協議会において，自転車乗車時におけるヘルメット着用を県の推進事
項として各市町村の指導主事に対し，各学校へ指導するよう依頼した。

○キャンペーンやチラシ等を活用した啓発活動

⇒４月10日に設けた「自転車の安全利用のための県下一斉広報日」や，春季及び秋季の全国交通安全運動等に合わせて広報啓発を実施し，県民の自転車の安全利用に対する意識の向上を図った。

○地域交通安全活動推進委員や関係機関等と連携した啓発活動

⇒４月10日に設けた「自転車の安全利用のための県下一斉広報日」や，春季及び秋季の全国交通安全運動等に合わせて広報啓発を実施し，県民の自転車の安全利用に対する意識の向上を図った。

○交通取締り

⇒各警察署で選定した自転車指導啓発重点地区・路線を中心に，自転車の交通違反に対して指導警告を実施した。

※推進担当課：交通総務課，生活文化課，保健体育課
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（２）来年度に向けた政策課題

○ 施策目標1 「サイクルツーリズムの推進による地域の活性化」
・ つくば霞ヶ浦りんりんロードの第１次ナショナルサイクルルート指定を契機として，国内外から多くの観光誘客

が期待できることから，インバウンド誘客の視点に立って，首都圏在住の20代～40代の一般観光客～サイクリング
ライト層を中心に，各種施策を推進するとともに，観光消費拡大に向け，沿線市町村へのまちなか誘客等受け入れ
体制整備に向け働きかけを行う。

・ 全県でのサイクルツーリズムの流れを加速するため，「奥久慈里山ヒルクライムルート利活用推進協議会」の
立ち上げに続き，大洗・ひたち海浜シーサイドルートについても早期に推進体制の整備に着手する。

・ ３月19日にオープンするJR土浦駅直結の「星野リゾート BEB5土浦」の開業効果を，りんりんロード沿線地域へ
波及させていく。

○ 施策目標2 「自転車交通の役割拡大に向けた自転車通行空間の整備」
・ つくば霞ヶ浦りんりんロードは，ナショナルサイクルルート指定要件に基づく，整備水準の維持はもちろん，

お客様が快適にサイクリングできるよう，舗装修繕や矢羽根の路面標示だけでなく，観光誘客の視点に立った
観光案内看板などの整備を進める。

・ いばらき自転車ネットワーク計画に定めた路線は，同計画に基づき，令和３年度末までに着実に整備等を進める。

○ 施策目標３ 「自転車事故のない安全で安心な社会の実現」
・ 昨年６月に改正した「茨城県交通安全条例」（自転車損害賠償責任保険等への加入の促進等）に基づき，
保険の加入促進を進める。

○ 施策目標４ 「自転車を活用した県民の健康増進」
・ 市町村がより主体的に健康に着眼した取組が実施できるよう，先進自治体や企業の取組・ノウハウを共有する

とともに，県庁自身もより健康に着眼した取組を推進していく。
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県の自転車安全教育・啓発の取組み（ライフステージ別）

１．今年度，施策を実施して得た認識，課題

・ 各担当部局の共通の認識として，特に幼児～小学生に対する教育・啓発が重要と認識
（幼児～小学生の当人，その保護者）

・ 関係課間（生活文化課，教育庁保健体育課，警察本部交通総務課）における情報共有，
各種施策の連携は日頃より実施しているが，自転車に特化した施策の拡充等が課題

２．課題解消に向けた取組方針

・ 上記課題を解決すべく，安全教育担当部局だけではなく，県自転車計画を所管する地域振興課が
核となって（観光施策，市町村市町村長部局との連携等），普及啓発等をより一層強化し，
引き続きオール県庁で自転車安全教育・啓発に取り組んでいく。

ex）① つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会（事務局：地域振興課）が運営する
広域レンタサイクルを使ったファミリー層向けにこれまで以上に走行マナー等を啓発

② 市町村版自転車活用推進計画の策定を検討している自治体に対して，自転車安全教育を
施策の柱に据え，市町村長部局と教育部門が連携して施策実施できるようバックアップ

③ 福祉担当部局（子育て支援等担当セクション）との連携
（保護者に対して，サイクルツーリズム＝観光とセットで，自転車交通安全＝安全教育に
関する啓発を経て，自転車をより身近なものに）

・ また，５月の自転車月間に合わせて，交通安全教育の普及啓発及び同視点を踏まえた自転車活用に
向けた普及啓発について検討していく。 10



（３）市町村版自転車活用推進計画等の策定・検討状況

策定済 R１年度策定 R2年度策定 R3年度策定

数 1 ３ ７ ３

一覧 石岡市 土浦市，笠間市，神栖市
水戸市，常総市，取手市，
那珂市，かすみがうら市，
行方市，茨城町

常陸大宮市，桜川市，
阿見町

（１）市町村版自転車活用推進計画の策定・検討状況 （R2.1.1時点）

（２）市町村版自転車ネットワーク計画の策定・検討状況 （R2.1.1時点）

※ 今年度，計画策定支援に向け，昨年４月に全市町村あて計画策定方針等を含めた全体説明会を
開催したほか，各市町村の計画策定委員会に県（政策企画部（ソフト面），土木部（ハード面））
も参画し，策定を支援。
また，市町村からの個別の相談に応じて，庁内外での説明を実施。

策定済 R１年度策定 R2年度策定 R3年度策定

数 ３ ３ 6 １

一覧
水戸市，石岡市，
つくば市

土浦市，笠間市，神栖市
那珂市，常総市，
かすみがうら市，行方市，
茨城町，阿見町

常陸大宮市
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