◆ その他参考
１

自転車関連施策
知る

[展開方向Ⅰ]
自転車の魅力を生かした多様なサイクルスタイルの実現

使う

自転車が持つ幅広い魅力や価値を生かし、生活の様々なシーンで利用されるよう、
自転車を活用した多様なライフスタイルなどについて、普及啓発を図ります。
自転車利用促進に関する普及啓発・活用の推進
年度

事業等

概

要

Ｈ30 自転車安全利活用等推 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推
進事業

10,000

進するため、広く道民等の理解を図るとともに、国・市町村・
関係団体と連携体制を構築し、健康増進やサイクルツーリズム
による観光振興等を図る。
・「環境に◎観光に◎健康に◎もっと自転車北海道」をキャッ
チフレーズに設定した啓発資材の作成・配布
・幅広い層を対象とした自転車活用・安全利用のためのイベン
ト「もっと自転車北海道inチカホ」の実施
・自転車利用促進のため、ＡＩＲ－Ｇ’と連携し、ＦＢ等を活
用したキャンペーンの実施
・自転車関連施策の効果的な推進のため、関係機関・団体で構
【総合政策部】

成する北海道自転車活用等推進連携会議の設置・運営

地域政策推進事業（石 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を啓

454

狩地域自転車活用促進 発するため、子ども向け体験イベントや高齢者を対象にした講
事業）

座等を実施し、条例の趣旨の浸透を図るとともに、関係機関等
【総合政策部】 との情報共有を行う。

地域づくり総合交付金 石狩地域のサイクリング環境の向上のため、各種情報収集、調

2,400

（石狩市自転車活用推 査、自転車活用推進に係る施策の検討等を実施する取組に対し
進事業）

て支援する。

【総合政策部】
シェアサイクルの利用 サイクルシェアリング事業者「特定非営利活動法人ポロクル」
促進

ー

に対し、庁舎敷地にサイクルポート（16台分）の設置を許可
【総務部】

自転車ネットワーク計 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備すること
画策定の促進

ー

を目的に、市町村が策定する自転車ネットワーク計画への策定
支援等を行う。

【建設部】 ・自転車ネットワーク計画（石狩市）策定への参画
新 自転車利用環境向上 日本の自転車環境の向上と道路交通環境づくりの推進のため、
Ｈ31 □

会議の開催

ー

全国各地の自転車関連の取組を広く発信・共有し、具体的な自
転車まちづくりにつなげていくための全国会議を札幌市で開催

【総合政策部】 する。
参１

年度

事業等

概

要

Ｈ31 自転車活用等促進事業 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推

7,944

進するため、広く道民等の理解を図るとともに、国・市町村・
関係団体と連携体制を構築し、健康増進やサイクルツーリズム
による観光振興等を図る。
・自転車利用促進のため、自転車を活用した多様なサイクルス
タイルの提案・実践
・自転車関連施策の効果的な推進のため、関係機関・団体で構
【総合政策部】

成する北海道自転車活用等推進連携会議の運営

新 自転車活用推進計画 自転車活用推進法に基づき、自転車の活用を推進することを
□

策定の促進

ー

目的に、市町村が策定する自転車活用推進計画の策定を促進
する。

【総合政策部】
自転車ネットワーク計 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備すること
画策定の促進

ー

を目的に、市町村が策定する自転車ネットワーク計画の策定を
促進する。

【総合政策部・建設部】
新 タンデム自転車の公 タンデム自転車が持つ特性や道内の道路交通環境、他府県の状
□

道走行に関する検討

ー

況等を踏まえ、一般道路における走行規制について、総合的な
検討を行う。

【警察本部】

自転車利用環境の整備の推進
年度

事業等

概

要

Ｈ30 自転車安全利活用等推 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推
進事業（再掲）

10,000

進するため、広く道民等の理解を図る。
・幅広い層を対象とした自転車活用・安全利用のためのイベン
ト「もっと自転車北海道inチカホ」の実施
・自転車と自動車がお互いを思いやる道路環境づくりを推進す

【総合政策部】

るためのキャンペーンの実施

大規模自転車道の整備 自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大規模自転車道線（道内10

ー

コース）の整備を推進する。
・札幌恵庭自転車道線（実施検討）
【建設部】 ・釧路阿寒自転車道線（トイレ（２箇所）の補修）
自転車ネットワーク計 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備すること

ー

画策定の促進（再掲） を目的に、市町村が策定する自転車ネットワーク計画への策定
支援等を行う。
【建設部】 ・自転車ネットワーク計画（石狩市）策定への参画
安全で快適な自転車通 市町村が作成した自転車ネットワーク計画に基づく安全で快適
行空間の整備

な自転車通行空間の整備の推進
・車道混在型による矢羽根型路面表示の試験施工箇所について

【建設部】

参２

実走による検証やアンケート等の実施（旭川市）

ー

年度

事業等

概

要

Ｈ30 生活道路における交通 生活道路における通過交通の抑制など、自転車通行空間の整備
安全対策の実施

ー

について総合的な取組を実施する。
・路側帯、ゾーン30等の整備（函館市、旭川市）

【建設部・道警本部】 ・規制標示の塗り替え整備、一時停止、横断歩道の新設
新 自転車利用環境向上 日本の自転車環境の向上と道路交通環境づくりの推進のため、
Ｈ31 □

会議の開催(再掲)

ー

全国各地の自転車関連の取組を広く発信・共有し、具体的な自
転車まちづくりにつなげていくための全国会議を札幌市で開催

【総合政策部】 する。
自転車活用等促進事業 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推

7,944

進するため、広く道民等の理解を図る。

(再掲)

・自転車と自動車がお互いを思いやる道路環境づくりを推進す
【総合政策部】

るためのキャンペーンの実施

新 自転車活用推進計画 自転車活用推進法に基づき、自転車の活用を推進することを
□

策定の促進(再掲)

ー

目的に、市町村が策定する自転車活用推進計画の策定を促進
する。

【総合政策部】
自転車ネットワーク計 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備すること
画策定の促進(再掲)

ー

を目的に、市町村が策定する自転車ネットワーク計画の策定を
促進する。

【総合政策部・建設部】
大規模自転車道の整備 自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大規模自転車道線（道内10

ー

コース）の整備を推進する。
・札幌恵庭自転車道線
【建設部】
安全で快適な自転車通 市町村が作成した自転車ネットワーク計画に基づく安全で快適
行空間の整備

ー

な自転車通行空間の整備の推進
・優先整備区間における矢羽根型路面標示の実施（旭川市）

【建設部】
生活道路における交通 生活道路における通過交通の抑制（路側帯、ゾーン30等の整
安全対策の実施

ー

備、一時停止、横断歩道の新設等）など、自転車通行空間の整
備について総合的な取組を実施する。

【建設部・道警本部】

参３

安全

[展開方向Ⅱ]
自転車を安全で安心に利用することのできる環境の構築

安心

自転車はもとより、歩行者や自動車利用者を含む全ての人々が、交通ルールやマ
ナーなどを遵守し、誰もが安全かつ快適に自転車を利用できる環境の整備を図りま
す。
交通安全教育の推進
年度

事業等

概

要

Ｈ30 自転車安全利活用等推 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推
進事業（再掲）

10,000

進するため、広く道民等の理解を図る。
・幅広い層を対象とした自転車活用・安全利用のためのイベン
ト「もっと自転車北海道inチカホ」の実施
・自転車と自動車がお互いを思いやる道路環境づくりを推進す

【総合政策部】

るためのキャンペーンの実施

地域政策推進事業（石 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を啓

454

狩地域自転車活用促進 発するため、子ども向け体験イベントや高齢者を対象にした講
事業・再掲）

座等を実施し、条例の趣旨の浸透を図るとともに、関係機関等

【総合政策部】 との情報共有を行う。
交通安全対策推進事業 交通安全運動の推進を図るため、高齢者の交通事故防止に向け

1,228

(高齢者の自転車安全利 たチラシの作成や高齢者が訪れやすい店舗で交通安全に関する
用)

ひと声アドバイスを行うための事例集を作成し、店舗に配布す
【環境生活部】 る。

交通安全対策推進事業 交通安全運動の推進を図るため、保護者を含む児童・生徒向け
(自転車の交通事故防

に自転車の交通ルールなどを示したリーフレットを作成し、学

止)

校に配布する。

853

【環境生活部】
自転車の安全利用の促 交通安全意識の向上に資する普及啓発の推進や自転車利用者に
進

対する指導・取締りの実施により、自転車の安全利用を促進す

【環境生活部・道教

る。

委・警察本部】

・期別の交通安全運動期間等における普及啓発の実施

新 自転車利用環境向上 日本の自転車環境の向上と道路交通環境づくりの推進のため、
Ｈ31 □

会議の開催(再掲)

ー

ー

全国各地の自転車関連の取組を広く発信・共有し、具体的な自
転車まちづくりにつなげていくための全国会議を札幌市で開催

【総合政策部】 する。
自転車活用等促進事業 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推
（再掲）

7,944

進するため、広く道民等の理解を図る。
・自転車と自動車がお互いを思いやる道路環境づくりを推進す

【総合政策部】

るためのキャンペーンの実施

交通安全対策推進事業 交通安全運動の推進を図るため、保護者を含む児童・生徒向け
(自転車の交通事故防

に自転車の交通ルールなどを示したリーフレットを作成し、学

止)

校に配布する。
【環境生活部】

参４

290

年度

事業等

概

要

Ｈ31 自転車の安全利用の促 交通安全意識の向上に資する普及啓発の推進や自転車利用者に
進

ー

対する指導・取締りの実施により、自転車の安全利用を促進す

【環境生活部・道教
委・警察本部】

る。
・期別の交通安全運動期間等における普及啓発の実施

自転車損害賠償保険等への加入促進
年度

事業等

概

要

Ｈ30 自転車安全利活用等推 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推
進事業（再掲）

10,000

進するため、広く道民等の理解を図る。
・幅広い層を対象とした自転車活用・安全利用のためのイベン

【総合政策部】

ト「もっと自転車北海道inチカホ」の実施

自転車損害賠償保険等 自転車事故をめぐる損害賠償額の高額化などを踏まえ、自転車
への加入促進

ー

利用者等の自転車損害賠償保険等加入の必要性の理解や加入促
進に向けた取組を実施する。

【環境生活部】 ・市町村や関係団体等と連携した広報の実施
Ｈ31 自転車損害賠償保険等 自転車利用者等の自転車損害賠償保険等加入の必要性の理解や
への加入促進

ー

加入促進に向けた取組を実施する。
・市町村や関係団体等と連携した広報等の実施

【環境生活部】 ・イベント等における損害保険協会等との連携

自転車利用環境の整備の推進(再掲)
年度

事業等

概

要

Ｈ30 自転車安全利活用等推 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推
進事業（再掲）

10,000

進するため、広く道民等の理解を図る。
・幅広い層を対象とした自転車活用・安全利用のためのイベン
ト「もっと自転車北海道inチカホ」の実施
・自転車と自動車利用者等がお互いを思いやる道路環境づくり

【総合政策部】

を推進するためのステッカーキャンペーンの実施

地域づくり総合交付金 街路整備により、歩行者・自転車の交通安全の確保、交通の円
（上磯田園通整備事

滑化や生活に身近な道路機能の向上を図るための取組に対して

業）

支援する。

1,400

【総合政策部】
大規模自転車道の整備 自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大規模自転車道線（道内10
（再掲）

ー

コース）の整備を推進する。
・札幌恵庭自転車道線（実施検討）
【建設部】 ・釧路阿寒自転車道線（トイレ（２箇所）の補修）

自転車ネットワーク計 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備すること

ー

画策定の促進（再掲） を目的に、市町村が策定する自転車ネットワーク計画への策定
支援等を行う。
【建設部】 ・自転車ネットワーク計画（石狩市）策定への参画

参５

年度

事業等

概

要

Ｈ30 安全で快適な自転車通 市町村が作成した自転車ネットワーク計画に基づく安全で快適

ー

行空間の整備（再掲） な自転車通行空間の整備の推進
・車道混在型による矢羽根型路面表示の試験施工箇所について
【建設部】

実走による検証やアンケート等の実施（旭川市）

生活道路における交通 生活道路における通過交通の抑制など、自転車通行空間の整備
安全対策の実施（再

について総合的な取組を実施する。

掲）

・路側帯、ゾーン30等の整備（函館市、旭川市）

ー

【建設部・道警本部】 ・規制標示の塗り替え整備、一時停止、横断歩道の新設
安全な自転車通行空間 地域住民の意見・要望を踏まえた悪質性・危険性・迷惑性の高
の確保の推進

ー

いものに重点を置いた取締りを実施するほか、駐車監視員制度
を活用し、安全な自転車通行空間の確保を推進する。

【警察本部】
新 自転車利用環境向上 日本の自転車環境の向上と道路交通環境づくりの推進のため、
Ｈ31 □

会議の開催(再掲)

ー

全国各地の自転車関連の取組を広く発信・共有し、具体的な自
転車まちづくりにつなげていくための全国会議を札幌市で開催

【総合政策部】 する。
自転車活用等促進事業 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推

7,944

進するため、広く道民等の理解を図る。

(再掲)

・自転車と自動車がお互いを思いやる道路環境づくりを推進す
【総合政策部】

るためのキャンペーンの実施

新 自転車活用推進計画 自転車活用推進法に基づき、自転車の活用を推進することを
□

策定の促進(再掲)

ー

目的に、市町村が策定する自転車活用推進計画の策定を促進
する。

【総合政策部】
自転車ネットワーク計 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備すること
画策定の促進(再掲)

ー

を目的に、市町村が策定する自転車ネットワーク計画の策定を
促進する。

【総合政策部・建設部】
大規模自転車道の整備 自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大規模自転車道線（道内10
（再掲）

ー

コース）の整備を推進する。
・札幌恵庭自転車道線
【建設部】

安全で快適な自転車通 市町村が作成した自転車ネットワーク計画に基づく安全で快適

ー

行空間の整備（再掲） な自転車通行空間の整備の推進
・優先整備区間における矢羽根型路面標示の実施（旭川市）
【建設部】
生活道路における交通 生活道路における通過交通の抑制（路側帯、ゾーン30等の整
安全対策の実施（再

備、一時停止、横断歩道の新設等）など、自転車通行空間の整

掲）

備について総合的な取組を実施する。

ー

【建設部・道警本部】
安全な自転車通行空間 地域住民の意見・要望を踏まえた悪質性・危険性・迷惑性の高
の確保の推進

いものに重点を置いた取締りを実施するほか、駐車監視員制度
を活用し、安全な自転車通行空間の確保を推進する。

【警察本部】
参６

ー

楽しく
快適

[展開方向Ⅲ]
サイクルツーリズムの推進

雄大で豊かな自然や冷涼な気候など、本道の各地域の優位性を最大限に生かし、国
内外からのサイクリストの受入環境づくりを行うなど、北海道ならではのサイクル
ツーリズムの推進を図ります。
国内外のサイクリストの誘客・北海道の特性を生かしたサイクリング環境の創出
年度

事業等

概

要

Ｈ30 自転車安全利活用等推 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推
進事業（再掲）

10,000

進するため、広く道民等の理解を図るとともに、国・市町村・
関係団体と連携体制を構築し、健康増進やサイクルツーリズム
による観光振興等を図る。
・「環境に◎観光に◎健康に◎もっと自転車北海道」をキャッ
チフレーズに設定した啓発資材の作成・配布
・幅広い層を対象とした自転車活用・安全利用のためのイベン
ト「もっと自転車北海道inチカホ」の実施
・自転車利用促進のため、ＡＩＲ－Ｇ’と連携し、ＦＢ等を活

【総合政策部】
地域政策推進事業

用したキャンペーンの実施
○空知型観光まちづくり推進事業

17,831

広域連携によるサイクルイベントの実施やサイクルラックの
整備等が行われていることを踏まえ、他地域の先進的な取組
等を学ぶためのサイクルツーリズムの勉強会を開催する。
○ShiriBeshi観光のグリーンシーズン誘客事業
ニセコエリアの温泉や食を組み合わせたサイクリングツアー
等の魅力をＳＮＳやＷＥＢ等で国内外に広く発信し、スポー
ツツーリズムの優位性のＰＲを行う。
○ひだか戦略総合情報発信事業
自転車愛好家の誘客を促進するため、サイクリングマップ
「北海道ひだかサイクリングフィールド」等を用いて国内外
へのＰＲを実施する。
○「食」や「食文化」を観光資源とするフードツーリズム推進
事業
上川の「食」や「食文化」といった観光素材と自転車を組み
合わせた新たな旅行商品の企画などを行い、広域周遊観光へ
の誘客や滞在型観光を推進する。
○西蝦夷300年 新交流時代創造事業<STEP2>
サイクルツーリズムの推進に向け、セミナーの開催やサイク
リストの試走、自治体との意見交換を実施し、サイクリスト
のニーズの把握や課題等について検討する。
○オールオホーツク来訪振興促進事業
交流人口の拡大に向けた外国人観光客など管内への誘客促進
のため、新たな観光資源としてファットバイクを活用した冬
【総合政策部】

型サイクルツーリズムを推進する。
参７

年度

事業等

概

要

Ｈ30 地域づくり総合交付金 サイクリストの管内への誘客により、観光入込数や観光消費額

2,300

（かみふらの十勝岳ヒ の増加を図るため、サイクルレース大会を実施する取組に対し
ルクライム大会事業） て支援する。
【総合政策部】
北海道スポーツツーリ サイクリングが盛んな台湾等に対し、気候や景観、食など本道

43,793

ズム戦略的誘客促進事 ならでは環境の中で楽しむことのできるサイクリングを戦略的
業

にＰＲし、来道外国人観光客の増加を図る。
・サイクルイベントへの参加（台湾、香港、シンガポール）
・メディア及びインフルエンサーの招聘
・プロモーション動画などの広報ツールの作成
【経済部】 ・ナビゲーションアプリと連動したサイクリングルート発信

広域観光推進事業

地域の観光協会や団体などが連携して広域的に取り組む観光商

108,363

品の開発や周遊ルートづくり、プロモーションなどを支援し、
広域連携や二次交通整備等の受入体制整備を図る取組に対して
支援する。
【経済部】 ・さっぽろサイクルラボ自転車観光広域連携事業

ほか

地域観光活性化促進事 地域の観光従事者などが連携して行う地域の特性を生かした観
業

81,024

光資源の掘り起こし等による多様な観光商品づくりの取組に対
し、商品開発から旅行会社へのセールスまでの取組に対して支
援する。
【経済部】 ・にせこひらふー倶知安旭ヶ丘ＭＴＢﾌﾛｰﾄﾚｲﾙ推進事業

ほか

サイクルツーリズムへ 北海道のサイクルツーリズム関係者が一堂に会し、関係者間の
の理解促進

ー

連携や取組を広くＰＲすることを目的とした「北海道のサイク
ルツーリズム推進フォーラム」を北海道開発局と連携し開催

【総合政策部】
新 自転車利用環境向上 日本の自転車環境の向上と道路交通環境づくりの推進のため、
Ｈ31 □

会議の開催(再掲)

ー

全国各地の自転車関連の取組を広く発信・共有し、具体的な自
転車まちづくりにつなげていくための全国会議を札幌市で開催

【総合政策部】 する。
自転車活用等促進事業 北海道自転車条例の目的に掲げる自転車の活用と安全利用を推
（再掲）

7,944

進するため、広く道民等の理解を図る。
・自転車利用促進のため、自転車を活用した多様なサイクルス

【総合政策部】
地域政策推進事業

タイルの提案・実践
○空知型観光まちづくり推進事業
広域連携によるサイクルイベントの実施やサイクルラックの
整備等が行われていることを踏まえ、サイクルツーリズムに
係る情報発信を強化し、管内への誘客を促進する。
○ShiriBeshi観光のグリーンシーズン誘客事業
ニセコエリアの温泉や食を組み合わせたサイクリングツアー
等の魅力をＳＮＳやＷＥＢ等で国内外に広く発信し、スポー

【総合政策部】

参８

ツツーリズムの優位性のＰＲを行う。

8,503

年度

事業等

Ｈ31 地域政策推進事業

概

要

○ひだか戦略総合情報発信事業
自転車愛好家の誘客を促進するため、サイクリングマップ
「北海道ひだかサイクリングフィールド」等を用いて国内外
へのＰＲを実施する。
○るもい地域戦略的魅力創造発信事業
台湾からのＦＩＴやサイクリストの誘客に向けたプロモーショ
ン活動を実施する。
○西蝦夷300年 新交流時代創造事業<STEP2>
留萌地域へのサイクリスト誘客を主眼とした課題等把握のた
め、台湾旅行会社等を招聘するツアーを実施する。
○オールオホーツク来訪振興促進事業
交流人口の拡大に向けた外国人観光客など管内への誘客促進
のため、関係機関や事業者と連携し、サイクルツーリズムの

【総合政策部】

取組を推進する。

新 サイクリング環境の サイクリストのニーズ等をサイクルイベントと連携するなどし
□

向上

ー

て把握し、本道を安全かつ安心してサイクリングすることがで
きる環境の向上を図るためのデータ等を収集する。

【総合政策部・経済部】
北海道スポーツツーリ サイクリングが盛んな台湾等に対し、気候や景観、食など本道

7,516

ズム戦略的誘客促進事 ならでは環境の中で楽しむことのできるサイクリングを戦略的
業

にＰＲし、来道外国人観光客の増加を図る。
【経済部】

地域の魅力を活かした 多様化する観光客ニーズに対応するため、地域の観光協会等が

55,509

観光地づくり推進事業 実施する広域的な観光ルートづくりのための連携体制の構築や
自然・文化・歴史などの観光資源の掘り起こし・磨き上げによ
【経済部】 る観光地づくりの取組を支援する。

自転車利用環境の整備の推進(再掲)
年度

事業等

概

要

Ｈ30 大規模自転車道の整備 自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大規模自転車道線（道内10
（再掲）

ー

コース）の整備を推進する。
・札幌恵庭自転車道線（実施検討）
【建設部】 ・釧路阿寒自転車道線（トイレ（２箇所）の補修）

自転車ネットワーク計 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備すること

ー

画策定の促進（再掲） を目的に、市町村が策定する自転車ネットワーク計画への策定
支援等を行う。
【建設部】 ・自転車ネットワーク計画（石狩市）への策定支援
安全で快適な自転車通 市町村が作成した自転車ネットワーク計画に基づく安全で快適

ー

行空間の整備（再掲） な自転車通行空間の整備の推進
・車道混在型による矢羽根型路面表示の試験施工箇所について
【建設部】

実走による検証やアンケート等の実施（旭川市）

参９

年度

事業等

概

要

Ｈ30 自転車走行環境の改善 サイクルツーリズムの推進のため、北海道開発局と連携して設

ー

定している道内５つのモデルルートにおいて、自転車走行環境
の改善の取組を試行実施
【建設部】 ・案内看板及び路面表示（矢羽根型）の設置
新 広域的なサイクリン 国において、日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングルー
Ｈ31 □

グルートの検討

ト（ナショナルサイクルルート）の指定を検討していることな

【総合政策部・経済

どを踏まえ、関係機関と連携し、広域的なサイクリングルート

部・建設部】

の検討を行う。

新 自転車利用環境向上 日本の自転車環境の向上と道路交通環境づくりの推進のため、
□

会議の開催(再掲)

ー

ー

全国各地の自転車関連の取組を広く発信・共有し、具体的な自
転車まちづくりにつなげていくための全国会議を札幌市で開催

【総合政策部】 する。
新 自転車活用推進計画 自転車活用推進法に基づき、自転車の活用を推進することを
□

策定の促進(再掲)

ー

目的に、市町村が策定する自転車活用推進計画の策定を促進
する。

【総合政策部】
自転車ネットワーク計 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備すること
画策定の促進(再掲)

ー

を目的に、市町村が策定する自転車ネットワーク計画の策定を
促進する。

【総合政策部・建設部】
大規模自転車道の整備 自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大規模自転車道線（道内10
（再掲）

ー

コース）の整備を推進する。
・札幌恵庭自転車道線
【建設部】

安全で快適な自転車通 市町村が作成した自転車ネットワーク計画に基づく安全で快適
行空間の整備（再掲） な自転車通行空間の整備の推進
・優先整備区間における矢羽根型路面標示の実施（旭川市）
【建設部】

参10

ー

