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令和元年 12月定例会 一般質問  新開昌彦議員  ＜12月 11日＞ 

 

 

 

 

 

 

自転車の安全利用対策について 

 

私は、平成 21 年から自転車の安全利用について議会で取

り上げて参りました。自転車事故については、年々減少傾向に

ありますが、福岡県内の「自転車対人」の事故は、横ばいで毎

年約 100 件発生しています。近年では電動アシスト自転車が

開発され、街中でもお母さんが前と後ろに子供を乗せて走って

いる光景を見かけるようになりました。今後は、もっと普及してい

くことと思います。しかし、スピードが出やすく重いため、転倒すると大きな事故になる

心配も懸念されます。 

自転車の事故に伴い賠償問題が課題になり始めた頃に私は、相談を受けました。 

ある小学生が自転車でおばあさんと衝突し、ケガをさせてしまった。家族の加入し

ている保険には、子供の事故に対する補償特約がなかったために金銭的に大変困っ

たという相談がお母さんからありました。しかし、この相談は、うまくいきませんでした。 

その後、私は、自転車の保険を探しました。すると兵庫県が自転車保険を作ったと

聞き、平成 27 年 7 月に「ひょうごの県民自転車保険」を取り寄せ、常任委員会で福

岡県でも作ってはどうかと提案しました。平成２９年には年額 1,000 円の掛け金で 1

億円の補償が付く「ふくおかの県民自転車保険」ができました。同年「福岡県自転車

安全利用条例」が制定されましたが、保険加入は努力義務となっていたために、保険

加入件数は伸び悩み、現在でも 1万 2000件を超えたぐらいです。一方兵庫県では、

条例制定の初めから保険の加入を義務化して取り組んだために 7 万件の加入実績

があります。 

福岡県では、条例施行から 3 年を目途として、条例改正することとなっています。こ

の間、県内の自転車の保険加入など安全利用に関する実態調査がなされました。平
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成 29 年 5 月、国による自転車活用推進法施行にも伴い、県は、一部報道にもありま

すように条例改正に向けて有識者からの意見聴取を行っています。12 月には 3 回目

の検討委員会が開催されるとお聞きしています。 

私は、大阪府や東京都にも自転車の安全利用対策、特に自転車保険について調

査を行いました。担当者は、保険の努力義務から義務化にした場合の対策はかなり

の力が必要であると異口同音に述べられていました。その対策としては、自転車の安

全利用のルールの徹底と同時に保険加入も推進する事業を考えているとお聞きしま

した。 

まず、福岡県の自転車事故を年齢層で見ると「自転車対人」の事故件数は、一番

事故が多い年齢層は、10代の高校生、大学生。二番目は 30～40代、特にご婦人、三

番目は高齢者です。 

大きな原因は、若者に対する自転車のルールが徹底できていないことだといいます。

自転車のルールの徹底と保険加入を義務付けることについて今後どのような対応が

必要と考えますか知事、教育長、警察本部長の答弁を求めます。 

同様に中年層のご婦人に対する対策。更に今後、免許返納の高齢者が多く見込ま

れ、高齢者の自転車の利用は益々増加することと思いますが、その対策は知事、警察

本部長は、どのようにお考えでしょうか。 

次に、福岡県では、観光地に多くの貸自転車が配置されていますが、この「貸自転

車」については外国人の利用も考えられ、事業者の保険加入は必須と考えますが、同

様に、ホテルや旅館、民泊などにも自転車が設置されている場合がありますが、その

対応についてお答えください。 

次に知事は自転車通勤を推進していますが、事業主に対して安全利用、保険の加

入義務化についてどのような取り組みを行うのかお聞かせください。 

更に自転車を使って事業をしている事業主に対しては、どのような対応をすべきと

お考えですかお答えください。 

次に自転車を安全に利用するためには、道路の整備は不可欠です。自転車道など

の設置の進捗と、最も自転車事故が多い、生活道路における自転車道などの計画の

状況をお答えください。 

警察本部長にお聞きします。 

自転車の安全利用については、ルールの徹底と適正な取り締まりが必要と思いま

す。今までどのような対策を取っておられるのかお示しください。 
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次に提案ですが、私たちが生活をしている、実際の街中で具体的な交通安全の講

習を実施してはどうでしょうか。 

またスマートホンを使用しながらの自転車利用については、目に余るものがありま

す。我が会派の代表質問でも、警告、指導、取り締まりをするよう質問しましたが、加え

てルールの講習の徹底を実施すべきと思いますが警察本部長の答弁を求めます。 

次に、現在「ふくおかの県民自転車保険」の加入は郵送による決済になっています。

このことも加入が伸び悩んでいる原因と思います。 

この保険の掛け金は、年間、千円か 2 千円か 3 千円の 3 種類です。「月額 84 円

で 1億円の補償を受けられる」と、私は啓発しています。しかも示談交渉サービス付き

であり、更に年額 3千円の掛け金であれば家族全員が対象という保険です。 

少額でお得な県民のための保険であるからこそ、電子決済にすべきと考えますが

知事の見解を求めます。 

最後に、自転車の利用については、現在人づくり・県民生活部の生活安全課が中

心に対応していますが、今後は、条例改正し認知度を上げ、自転車利用の安全性の

確保、保険の義務化にかかる実効性を上げるためにより多忙になることと存じます。

この際、生活安全課の人員の増強もしくは、専門の部署を設置するべきと考えますが

知事の考えをお聞かせください。 

 

【小川知事の答弁】 

県内の自転車事故の発生件数は年々減少傾向にありますが、依然として、全体に

占める若年者や高齢者が関係する事故の割合は大きくなっています。 

このため、本県では、子どもと高齢者を対象とした自転車安全利用講習会、県警察

との連携による学校での交通安全教室等を開催しており、引き続き、こうした取組み

により、自転車のルール・マナーの周知徹底を図っていきます。 

また、自転車損害賠償保険の加入については、現在、条例において努力義務とさ

れているところです。 

しかしながら、条例施行後も、全国的には、①高額な賠償が想定される対歩行者

事故などが発生していること、②これらの事故は,賠償能力がない未成年者による事

故が多いこと、さらに③保険加入を義務化した他の府県では加入率が上昇している

ことから、県としては、保険加入を義務化する方向で条例の見直しを検討しているとこ

ろです。 
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ホテルや旅館、民泊などで自転車を貸し出すものも含めた自転車貸付事業者は、

観光客をはじめ不特定多数の者に自転車を貸し付けることを業としていることから、

事故により、相手が死亡したり、重傷を負った場合に確実に損害賠償ができるよう、

保険の加入を義務化する方向で条例の見直しを検討しています。 

また、保険加入の実効性を高めるため、県に加入状況を届け出ることを義務付ける

とともに、未加入の場合は県が加入を指導することについても、条例に定めることを

検討しています。 

現在の条例は、事業者に対して、①従業員に自転車の安全利用のための啓発及

び指導を行うこと、②自転車を事業活動に利用する場合は、保険に加入することをそ

れぞれ努力義務としています。 

今回の条例の見直しでは、自転車利用者の保険加入を義務化することとしており、

その実効性を高めるため、事業者には通勤で自転車を利用する従業員の保険加入

について確認することを新たに努力義務として定めることを検討しています。 

また、自転車をその事業活動に利用する事業者に対しては、保険加入を努力義務

から義務化することについても検討しています。 

事業者に対する自転車の安全利用については、これまで、県では、ルール・マナー

や保険加入について周知を行う事業者向けセミナーを開催してきました。 

条例が改正された場合は、こうした取り組みに加え、企業を対象とした交通安全講

習会や四季の交通安全県民運動など様々な機会を捉え、自転車の安全利用と保険

加入の周知を図る考えです。 

福岡県内で①自転車道を設置した道路の延長は、平成 29 年 4 月時点で 5 ㎞、

31年 4月時点で 6㎞、②自転車専用通行帯を設置した道路の延長は、平成 29年

4月時点で 20㎞、31年 4月時点で 30㎞、③注意喚起のために道路の路肩に矢羽

根型路面表示を設置した道路の延長は、平成 20 年 4 月時点で 16 ㎞、31 年 4 月

時点で 36㎞であり、いずれも整備が進んできています。 

生活道路を含め地域全体の自転車通行空間を効率的、効果的に整備していくた

めには、市町村が地域の実情に応じて自転車ネットワーク計画を策定する必要があ

り、これまでに、7市町において計画を策定したところであり、現在、3つの市が策定中

です。 

また、「福岡県自転車活用推進計画」では、自転車ネットワ‐ク計画の策定市町村

数を、令和 3 年度末までに 15 市町村とすることを目標としており、今年度から、市町
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村に対し、研修会の開催や、計画策定の支援を行っているところです。 

県としては、今後とも、計画の策定に参画するとともに、自転車が安全で快適に通

行できるよう、自転車通行空間の整備を推進します。 

平成 29 年 4 月の条例施行と併せて、一般社団法人自転車安全対策協議会が、

民間保険事業者などと連携して、「ふくおかの県民自転車保険」を創設しました。保

険の加入に際し、当初は電子決済が導入されていましたが、割賦販売法の改正に伴

い、現在、電子決済が停止されています。 

県としては、県民の利便性確保のため、自転車安全対策協議会に対し、その早期

再開の申し入れを行ってきたところ、来春には再開する見込みであると聞いています。 

条例が改正された場合は、改正内容の周知や保険の加入促進といった取り組みを

さらに強化していく必要があり、提案の執行体制については、条例改正後の取組みや

その効果、業務量を踏まえて、その必要性について検討します。 

 

【城戸教育長の答弁】 

公立小中学校及び県立高校では、県警や交通安全協会、自動車学校等と連携し、

自転車を中心とした交通安全教室を全ての学校で実施しています。 

その中で、交通法規やマナーに関する指導とともに、最新の知見を活用した実践的

な安全教育を充実させています。 

特に小学校においては、生活実態として自転車を利用することも多く、自転車の安

全な利用について、発達段階に応じた理解を深めさせる取り組みを促していきます。 

また、自転車保険については、児童生徒や保護者に対し、県のリーフレット等を活用

し、その意義をしっかりと周知するとともに、特に、自転車通学者に対しては、その許可

に際し保険の加入を条件とするなど、学校として保険加入を促す取り組みを進めてい

きます。 

 

【高木警察本部長の答弁】 

県内における、自転車が関係する交通事故については、平成 22年から 8年連続し

て減少し、本年も減少傾向にあります 

しかしながら、そのうち、自転車が歩行者に対する加害者となる事故については、年

間 100件前後で推移し減少しておらず、本年は 10月末現在で、既に 98件発生し、

対前年 26件の増加となっています。 
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また、自転車が関係する事故のうち、軽傷を除いた重傷・死亡事故について見ると、

平成 26年から 30年までの 5年間に発生した約 1，000件の事故の 4割で、自転車

の側に何らかの法令違反が認められます。 

こうしたことから、自治体、関係機関・団体等とも連携しつつ、自転車通行ルールの

徹底を図るとともに、自転車損害賠償保険等への加入の必要性についての周知にも

努めてまいりたいと考えています。 

自転車は、子供から高齢者まで、幅広い年齢層の方々が利用する交通手段である

ことから、議員指摘の、中年の女性も含めて、様々な対象に対する自転車安全教育が

必要であると考えています。 

そのため、児童、生徒だけでなく、その親や祖父母にも一緒に参加する、世代間交

流型の自転車教室を開催するなど、自転車安全教育の対象の拡大に努めています。

また、特に高齢者に対しては、自転車シミュレーターを活用した参加・体験・実践型の

自転車教室を開催するなどにより、それぞれの身体機能の現状も踏まえつつ、自転車

を安全に運転してもらえるよう、促していきたいと考えています。 

警察といたしましては、自治体、関係機関・団体等と連携しつつ、自転車教室のほ

か、様々な事業所における講習を実施するなどにより、自転車通行ルールの周知徹

底に努めているところです。 

こうした機会においては、ルールを守らなかった場合の罰則や事故発生の危険性、

加害者となった場合の責任の重大性などについても、周知を図ることとしています。 

自転車運転者の交通違反に対しては、「自転車指導警告票」等の交付による指導

警告を積極的に実施することとしていますが、警告に従わず違反行為を継続したり、

歩行者に具体的な危険を生じさせるなどした場合には、交通切符等による検挙措置

を講じることとしています。 

平成 30年中は、「自転車指導警告票」の交付が 2万 8,645件、14歳未満の少年

に対する「自転車安全指導カード」の交付が 1,000 件、検挙に至ったものが 444 件

でした。 

議員から提案いただいたとおり、自転車通行ルールの徹底のためには、街頭にお

ける指導、啓発が有効であるため、警察としては、違反者に対する積極的な指導警告

に加え、自転車の通行の多い時間、場所における、いわゆる「DJ ポリス」による啓発

活動やボランティアとの協働による街頭活動などを推進していきます。 

自転車運転中の携帯電話の使用等につきましては、自転車運転者の遵守事項違
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反として、街頭における警告、指導、取締りに努めるとともに、関係機関、団体やボラン

ティアの方々とも連携しつつ、交通安全県民運動や各種の交通安全教室など、様々

な機会をとらえ、当該行為が法令違反であることや、その危険性について、周知徹底

していきたいと考えています。 

 

【再質問】 

知事、教育長、警察本部長から前向きな答弁を頂きました。特に保険の電子決済

実施については、新年度には実施できますよう各段の取り組みをお願いします。 

今回、自転車の安全利用と保険の義務化について執行部と議論をさせていただき

ましたが、一番驚いたのは、昨年 1年間の警察の取り締まりであります。 

警告のイエローカードが、年間約 2万 9千件、毎日 80件の警告がなされているこ

とになります。 

更に検挙。赤切符が 444 件。赤切符は、車の違反で例えるなら、一発免停か免許

取り消しであります。自転車の赤切符で一番多いのは、制動装置不良。次いで信号

無視で、どちらも約 120 件です。赤切符を切られると、警察の調べの後、検察庁に出

頭し、どちらも 5万円以下の罰金。信号無視の場合は、罰金もしくは、3か月以下の懲

役の刑罰を受けることになっています。その件数が一週間で 10件弱の件数で取り締

まりが行われているという実態に驚きました。いかに、ルールが守られていないかの証

左であります。 

しかし、私もそうですが、小さい頃から自転車には乗れるし乗ってきましたが、近年

「自転車は車です」と改めて言われるようになってから、しっかりとしたルールの講習

は受けたことはありませんので子供に見本となるような運転の自信はありません。世

の中にはそういう大人が多くいるのではないでしょうか。 

また、ある小学校では、「うちの学校では、自転車は危険なので禁止しています」と

いうところがありましたが、外に出て子供たちを見ていただきたいと申し上げたい。元

気一杯自転車に乗っています。公園では、補助輪をつけた幼児が楽しそうに自転車

の練習をしています。 

今、条例改正の準備が進められ、２月には議会に提案される準備がなされているこ

の時期にこそ、知事部局、教育庁、警察本部が一丸となって県民の命を守るために自

転車の安全利用についてルールの徹底など具体的に、実効ならしめる取り組みを行

うことを強く要望し質問を終わります。 


