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常的に常的に自転車自転車を利用を利用我が国の自転車の交通分担率は我が国の自転車の交通分担率は 他国と比較しても高い状況にある他国と比較しても高い状況にある 日常的に日常的に自転車自転車を利用を利用我が国の自転車の交通分担率は我が国の自転車の交通分担率は、、他国と比較しても高い状況にある他国と比較しても高い状況にある。。 日常的に日常的に自転車自転車を利用を利用我が国 自転車 交通分担率は我が国 自転車 交通分担率は、、他国 比較しても高 状況 ある他国 比較しても高 状況 ある。。
今後も自転車の利用を促進するには今後も自転車の利用を促進するには 自動車から自転車への転換を自動車から自転車への転換を今後も自転車の利用を促進するには今後も自転車の利用を促進するには、、自動車から自転車への転換を自動車から自転車への転換を

自転車を日常自転車を日常
今後も自転車の利用を促進するには今後も自転車の利用を促進するには、、自動車から自転車 の転換を自動車から自転車 の転換を

進めることが重要である進めることが重要である
自転車を日常自転車を日常

進めることが重要である進めることが重要である。。
自転車を日常自転車を日常

進めることが重要である進めることが重要である。。
よよ 自転車利用者 ならず自転車利用者 ならず 自動車利用者も含め自動車利用者も含め 交通 ド交通 ド なぜ自転車をなぜ自転車をよってよって 自転車利用者のみならず自転車利用者のみならず 自動車利用者も含めて自動車利用者も含めて 交通モードの交通モードの なぜ自転車をなぜ自転車をよってよって、、自転車利用者のみならず自転車利用者のみならず、、自動車利用者も含めて自動車利用者も含めて、、交通モ ドの交通モ ドの な 自転車をな 自転車を

選択理由や選択理由や 自動車から自転車へ転換するための動機について自動車から自転車へ転換するための動機について 把握する把握する選択理由や選択理由や、、自動車から自転車へ転換するための動機について自動車から自転車へ転換するための動機について、、把握する把握する
ことが求められることが求められる 日常的に日常的に自動車自動車を利用を利用ことが求められることが求められる。。 日常的に日常的に自動車自動車を利用を利用
本報告では本報告では ＷＥＢアンケ トを用いてＷＥＢアンケ トを用いて 自転車自転車 自動車利用者を対象に自動車利用者を対象に

日常的に日常的に自動車自動車を利用を利用
本報告では本報告では、、ＷＥＢアンケートを用いてＷＥＢアンケートを用いて、、自転車自転車、、自動車利用者を対象に自動車利用者を対象に

ぜ自転車ぜ自転車
本報本報 、、 を用を用 、、 転車転車、、 動車 用者を 象動車 用者を 象

自転車利用に対する意識や自転車利用に対する意識や 様々な自転車利用促進施策の有効性に様々な自転車利用促進施策の有効性に なぜ自転車をなぜ自転車を自転車利用に対する意識や自転車利用に対する意識や、、様々な自転車利用促進施策の有効性に様々な自転車利用促進施策の有効性に なぜ自転車をなぜ自転車を自転車利用に対する意識や自転車利用に対する意識や、、様 な自転車利用促進施策の有効性に様 な自転車利用促進施策の有効性に
ついてついて 調査を行い分析した結果を報告するものである調査を行い分析した結果を報告するものである どうどうしたら自したら自ついてついて、、調査を行い分析した結果を報告するものである調査を行い分析した結果を報告するものである。。 どうどうしたら自したら自ついてついて、、調査を行い分析した結果を報告するものである調査を行い分析した結果を報告するものである。。 どうどうしたら自したら自
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東 本震災後東日本震災後にN 1 945 所要時間が短い東日本震災後に

自転車に換えた
N=1,945 所要時間が短い

4% 自転車に換えた
番早く目的地に行ける4% 自転車 換えた

一番早く目的地に行ける4%
ここ3年内に 交通費 ガソリン代が節約できるから13%
ここ3年内に

自転車 換えた
交通費・ガソリン代が節約できるから13% 自転車に換えた 運動不足解消になり健康によい

自転車に乗る前の移動手段自転車に乗る前の移動手段
自転車に換えた 運動不足解消になり健康によい

自転車に乗る前の移動手段自転車に乗る前の移動手段3年以上前に 目的地が自転車で行きやすい自転車に乗る前の移動手段自転車に乗る前の移動手段3年以上前に 目的地が自転車で行きやすい

% 自転車に換えた 移動中の立ち寄り等に便利4%N=59318% 自転車に換えた 移動中の立ち寄り等に便利4%N 59318%
66% もともと自転車を利用 クルマを持 ていない66% もともと自転車を利用 クルマを持っていない66%

自転車に乗るのが好き自転車に乗るのが好き
18% 2移動経路が自転車で走りやすい36%
18% 2移動経路が自転車で走りやすい36%

1%気分転換 ストレス解消になる 1%気分転換・ストレス解消になる
12%公共交通（鉄道 バ ） 1%

気

エコ活動に取り組みたいから12%公共交通（鉄道・バス） 1%エコ活動に取り組みたいから公共交通（鉄道 ）

クルマ 1%公共交通が止ま ても移動できるクルマ 1%公共交通が止まっても移動できる
30%二輪車（バイク・原付） 0%荒天時でも代替交通手段がある30%二輪車（バイク・原付） 0%荒天時でも代替交通手段がある

徒歩 2
代

その他徒歩 2その他
その他その他

%
自動車から 転換をも 増 す必 あり自動車から 転換をも 増 す必 あり

0%
自動車からの転換をもっと増やす必要あり自動車からの転換をもっと増やす必要あり

0%
自動車からの転換をもっと増やす必要あり自動車からの転換をもっと増やす必要あり
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何をすれば 自動車から自転車に乗り換えるか？何をすれば 自動車から自転車に乗り換えるか？ 施策別の有効性の比較施策別の有効性の比較何をすれば、自動車から自転車に乗り換えるか？何をすれば、自動車から自転車に乗り換えるか？ 施策別の有効性の比較施策別の有効性の比較何をすれば、自動車から自転車に乗り換えるか？何をすれば、自動車から自転車に乗り換えるか？ 施策別の有効性の比較施策別の有効性の比較

換換 考考 換換通行空間の整備 乗り換える乗り換える：３：３点点 考える：１考える：１点点 乗り換え乗り換え通行空間の整備
自転車に乗り換える

1423 乗り換える乗り換える：３：３点点、考える：１、考える：１点点、乗り換え、乗り換え通行 間 備
自転車に乗り換える

1423

車道通行時の安全性確保 通行空間の整備車道通行時の安全性確保 1423 通行空間の整備車道通行時の安全性確保 1423

便利な駐輪場整備
自転車に乗り換えることを考える 車道通行時の安全性確保

便利な駐輪場整備
自転車に乗り換えることを考える

932
車道通行時の安全性確保

便利な駐輪場整備 932
0便利な駐輪場整備 0.便利な駐輪場整備

信号制御における優遇 自転車には乗り換えない1423
駐輪場 備

信号制御における優遇 自転車には乗り換えない1423
信号制御における優遇信号制御における優遇

自転車マップの配布 1423 自転車マ プの配布自転車マップの配布
クル から レンタサイクルとバスや

1423 自転車マップの配布
クルマから、レンタサイクルとバスや

自転車 ップの配布

アシスト付自転車購入補助 鉄道の組合せに乗り換える1423 アシスト付自転車購入補助アシスト付自転車購入補助 鉄道の組合せに乗り換える1423 アシスト付自転車購入補助

公共交通の充実公共交通の充実 レンタサイクルを利用することを考え 公共交通の充実公共交通の充実 レンタサイクルを利用することを考え

る
1423

公共交通の充実
る

レンタサイクルの導入
レンタサイクルの導入

レンタサイクルの導入
レンタサイクルの導入

これまでどおりクルマをつかう1423
室 室 整備

導
これまでどおりクルマをつかう1423

シャワー室、更衣室の整備
シ ワ 室 更衣室の整備

シャワ 室、更衣室の整備
シャワー室、更衣室の整備 1211 自転車通勤手当の支給シャワ 室、更衣室の整備

わ な

1211 自転車通勤手当の支給

自転車通勤手当 支給
わからない

自転車通勤手当の支給
わ らな

1062自転車通勤手当の支給 1062 0 0 20 0.2
0% 20% 40% 60% 80% 100% ７0% 20% 40% 60% 80% 100% ７

WEBアンケ ト 回答者内訳WEBアンケート 回答者内訳 その他アンケ ト 回答者内訳
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職業

利用する人利用する人 47%1031 1,945人 28030代
923 利用する人利用する人 47%

53%
1,945人
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155
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等910代 自営業
等

810代 自営業411
106

411
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370代 女性 無職 その他
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437 107
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437 107
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788
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WEBアンケ ト調査
北海道

WEBアンケート調査
北海道

WEBアンケ ト調査
北海道
旭川市 釧路市実施地域 旭川市、釧路市実施地域

日～１９日日～１９日
旭川市、釧路市
帯広市

実施地域
日～１９日日～１９日 帯広市

人人
帯広市

人人人人
鳥取県鳥取市鳥取県鳥取市

＞＞ 長野県飯田市
鳥取県鳥取市

＞＞ 長野県飯田市
岡山県岡山市 津山市＞＞ 岡山県岡山市、津山市

広島県広島市 呉市 東広島市

用 る人用 る人
広島県広島市、呉市、東広島市

用している人用している人 群馬県桐生市用している人用している人 群馬県桐生市山口県山口市 群馬県桐生市山口県山口市

常的に利用し始めた時期常的に利用し始めた時期常的に利用し始めた時期常的に利用し始めた時期 東京都常的に利用し始めた時期常的に利用し始めた時期 東京都
佐賀県唐津市

を利用しているかを利用しているか 特別区 八王子市
佐賀県唐津市

を利用しているかを利用しているか 特別区、八王子市を利用し るを利用し る
宮崎県延岡市

神奈川県
宮崎県延岡市

神奈川県
鹿 島 鹿 島

愛知県名古屋市
用している人用している人

神奈川県
相模原市 大和市 座間市鹿児島県鹿児島市

愛知県名古屋市
用している人用している人 相模原市、大和市、座間市鹿児島県鹿児島市

京都府京都市
用している人用している人

京都府京都市京都府京都市

を利用しないかを利用しないか 兵庫県宝塚市 川西市を利用しないかを利用しないか 兵庫県宝塚市、川西市
静岡県

転車に乗り換えるか転車に乗り換えるか
兵庫県 塚市、川西市

静岡県
転車に乗り換えるか転車に乗り換えるか 浜松市 富士宮市 掛川市転車に乗り換えるか転車に乗り換えるか 浜松市、富士宮市、掛川市

２ ３２ ３

WEBアンケ ト調査の結果WEBアンケート調査の結果アンケ ト調査の結果

理由は？理由は？ 自転車を利用しないのはなぜ？自転車を利用しないのはなぜ？理由は？理由は？ 自転車を利用しないのはなぜ？自転車を利用しないのはなぜ？理由は？理由は？ 自転車を利用しないのはなぜ？自転車を利用しないのはなぜ？

目的地が遠すぎる26% 30%目的地が遠すぎる26% 30%
11%

目的地が遠すぎる
大きな荷物を運べなくなる

22%
11%大きな荷物を運べなくなる

22% 0%職場等で禁止されている
11%

0%職場等で禁止されている
他 乗者が る11% 3%他に同乗者がいる

9%
3%
%

他に同乗者がいる
目的地到着後もクルマを使う 約３７％9% 4%目的地到着後もクルマを使う 約３７％ （３０１８人中１１２５人）

8%
4%
5%

目的地到着後もクル を使う
クルマの運転が好き

約３７％ （３０１８人中１１２５人）
8% 5%クルマの運転が好き

自転車の良さを発見したり6% 9%時間がかかる 自転車の良さを発見したり6% 9%時間がかかる
自転車を持 ていない

自転車の良さを発見したり
電動ｱｼｽﾄ付自転車などの6% 自転車を利用する人の半数は 12%自転車を持っていない 電動ｱｼｽﾄ付自転車などの6% 自転車を利用する人の半数は、 12%

10%
自転車を持っていない

坂道がきつい
電動ｱｼｽﾄ付自転車などの
購 進めば 転換が期待4% 自転車の「はやさ」に期待 10%坂道がきつい 購入進めば 転換が期待4% 自転車の「はやさ」に期待

2%移動中の立ち寄り等が難しくなる
購入進めば、転換が期待

%
2%移動中の立ち寄り等が難しくなる

的 着替 等が きな% 0%目的地で着替え等ができない
%

0%目的地で着替え等ができない
経済的なメリ トがない 約１０％ （３０１８人中２９８人）% 1%経済的なメリットがない 約１０％ （３０１８人中２９８人）1%

0%
経済的な リットがな
目的地に駐輪場がない

約 ％ （ 中 ）

0%目的地に駐輪場がない
自転車の利用環境を5%荒天時の代替交通手段がない 自転車の利用環境を5%荒天時の代替交通手段がない

安全上 不安がある 向上させれば 転換が期待3%安全上の不安がある 向上させれば、転換が期待3%
1%

安全上の不安がある
走りにくい

向 さ れば、転換が期待

2%
1%走りにくい

2% 5%その他 5%その他

% % %10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 40%10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 40%
５ ６

まとめまとめまとめ

１１ 自転車に転換した人のうち自転車に転換した人のうち１１．自転車に転換した人のうち、．自転車に転換した人のうち、
なな

１１．自転車に転換した人のうち、．自転車に転換した人のうち、
自動車から転換した人は自動車から転換した人は ３割３割えない：０えない：０点 「分からない」は集計外とした点 「分からない」は集計外とした 自動車から転換した人は自動車から転換した人は ３割３割えない：０えない：０点、「分からない」は集計外とした点、「分からない」は集計外とした 自動車から転換した人は自動車から転換した人は ３割３割

0 540.54 
自転車を 常的 利 る が自転車を 常的 利 る が２ 自転車を日常的に利用している人が２ 自転車を日常的に利用している人が0 56 ２．自転車を日常的に利用している人が２．自転車を日常的に利用している人が0.56 

自転車に求めることは自転車に求めることは 「はやさ」「はやさ」22 自転車に求めることは自転車に求めることは 「はやさ」「はやさ」.22  自転車に求めることは自転車に求めることは 「はやさ」「はやさ」

0 540.54 
３ 自動車を日常的に利用している人が自転車に乗らない理由３ 自動車を日常的に利用している人が自転車に乗らない理由３ 自動車を日常的に利用している人が自転車に乗らない理由３ 自動車を日常的に利用している人が自転車に乗らない理由0.48 ３．自動車を日常的に利用している人が自転車に乗らない理由３．自動車を日常的に利用している人が自転車に乗らない理由0.48 

約５割は 自転車を使えない事情がある約５割は 自転車を使えない事情がある0 70 約５割は、自転車を使えない事情がある約５割は、自転車を使えない事情がある0.70  約５割は、自転車を使えない事情がある約５割は、自転車を使えない事情がある
約４割は 自転車の良さ はやさを知 もらえれば約４割は 自転車の良さ はやさを知 もらえれば約４割は 自転車の良さ はやさを知ってもらえれば約４割は 自転車の良さ はやさを知ってもらえれば0.38 約４割は、自転車の良さ、はやさを知ってもらえれば、約４割は、自転車の良さ、はやさを知ってもらえれば、0.38 

また ｱｼｽﾄ付自転車の購入が進めばまた ｱｼｽﾄ付自転車の購入が進めば0 35 また、ｱｼｽﾄ付自転車の購入が進めば、また、ｱｼｽﾄ付自転車の購入が進めば、・・・・・・・・0.35  また、ｱｼｽﾄ付自転車の購入が進めば、また、ｱｼｽﾄ付自転車の購入が進めば、
約 割は 自転車 利 環境が向上すれば約 割は 自転車 利 環境が向上すれば約１割は 自転車の利用環境が向上すれば約１割は 自転車の利用環境が向上すれば ・・・・・・・・0 41 約１割は、自転車の利用環境が向上すれば、約１割は、自転車の利用環境が向上すれば、・・・・・・・・0.41 

0 900.90 

0 4 0 6 0 8 10.4 0.6 0.8 1
平均得点 自動車から自転車へ転換する可能性はある自動車から自転車へ転換する可能性はある平均得点 自動車から自転車へ転換する可能性はある自動車から自転車へ転換する可能性はある８ ９平均得点 自動車から自転車 転換する可能性はある自動車から自転車 転換する可能性はある８ ９

アンケ ト調査の結果駅端末利用として WEBアンケート調査の結果駅端末利用として WEBアンケ ト調査の結果

常的 自転車を利 る 離 ？常的 自転車を利 る 離 ？282 日常的に自転車を利用している距離は？日常的に自転車を利用している距離は？282 日常的に自転車を利用している距離は？日常的に自転車を利用している距離は？

常的な常的な 自転車の 100%
通勤

常的な

移動の
自転車の 100%

通勤移動の 使い方通勤

通学
移動の

的
使い方 90%通学目的 90%通学

1 522
目的

%1,522  80%80%
代表交通手段として 70%累代表交通手段として 70% 自転車の利用の８割は

累
加1 663

70% 自転車の利用の８割は、加1,663 
60% ５km程度の距離帯で

加
度60% ５km程度の距離帯で度 程度 距離帯

利用されている
度
数50% 利用されている。数50% 利用されている。数

%40%40%
30%30%

常的な
30%

WEB ケ ト は常的な 20% WEBアンケートでは、

移動の
20% WEBアンケ トでは、

自転車利用の起終点を調査し
通勤

移動の 自転車利用の起終点を調査し、
通勤

移動

目的 10% 直線距離で分析した通勤

通学
目的 10% 直線距離で分析した。

通学
目的

%通学
2 230 0%2,230  0%,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (km)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (km)( )
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