
平成 16 年 11 月 30 日放置自転車等対策

協議会の会議結果について  

 

平成 16 年 11 月 30 日（火）に開催しました協議会の概要は下記のとおりです。  

 

                             記  

1 開催日時  平成 16 年 11 月 30 日（火） １０：００～１２：００ 

 

2 開催場所  大財別館 4 階第 1 会議室 

 

3 出席者名   

 

4 協議事項  ①佐賀駅前路上駐輪機の設置について 

          ②撤去保管料の改定について 

 

5 会議の公開非公開の別  公開 

 

6 傍聴者    0 人 

 

7 協議会の内容   

 

8 問い合わせ先  佐賀市役所 建設部 道路課 管理係 

             担当者：龍、松尾、蠣久 

             電話番号 （0952）40-7175  

 

添付ファイル 

 平成 16 年度委員出欠名簿 

 式次第 

 計画概要 

 設置位置図 

 パブリックコメント結果概要 

 佐賀駅周辺放置台数推移グラフ 

 他自治体撤去保管料一覧 

 会議内容 



職 名 氏 名 出欠

国土交通省佐賀国道事務所管理第一課長 右近　淳一郎 欠席

佐賀県まちづくり推進課長 寺田　年典
代理

街路係長　南里　勝

佐賀県道路課長 村岡　輝男
代理

道路課主幹　永田政博

佐賀土木事務所長 木原　憲朗
代理

管理課長　古賀義親

九州旅客鉄道㈱佐賀駅長 高橋　誠 出席

佐賀県自転車二輪車商協同組合監事 関本　優 出席

佐賀警察署長 石田　耕一 欠席

佐城地区高等学校生徒指導連絡協議会事務局長 吉山耕一郎 出席

㈱九州西友佐賀店店長 成瀬　俊一 出席

佐賀デイトス商店副会長 野田　正昭 出席

神野校区自治会長会会長 宮地　千里 出席

佐賀市PTA代表 鳥山　久美子 出席

佐賀大学理工学部教授 清田　勝 欠席

順不同，敬称略

平成16年度放置自転車等対策協議会名簿（13名）



佐賀市放置自転車等対策協議会式次第 

午前 10 時 大財別館 

１． 建設部長挨拶 

 

２． 委員紹介 

 
３． 今年度報告事項 
 
 

４． 協議事項 

（１） 佐賀駅前路上駐輪場の設置 

 
 
 
 
 
 
 

（２） 撤去保管料の改定 

 
 
 
 
 
 
 

５． その他 

 



６． 資 料 

・ 協議会委員名簿 
・ 市長への提言（駅北駐輪場の混雑について） 
・ 計画概要 
・ 位置図 
・ パブリックコメント結果概要 
・ 佐賀駅周辺放置台数推移 
・ 撤去保管料他自治体一覧 
 

 



○佐賀駅前路上駐輪場の設置について 

【放置自転車対策事業】 

・ 平成５年に佐賀駅周辺を放置禁止区域に指定，即日強制撤去開始 

・ 通常は，嘱託職員４名による放置自転車の警告，撤去，返還業務，および年２回の職員による

一斉撤去実施 

・ 既設市営駐輪場：３箇所，収容可能台数 3,260 台，稼働率 70％ 

 

《設置の必要性》 

・ 佐賀駅周辺の環境の変化により，放置自転車対策の再考の必要性が生じた 

[道路のバリアフリー事業，バスセンター改修，駅前広場の見直し] 

・ 自転車利用者の要望に応えるため，駅の南北市道上に路上駐輪機を設置し，また短時間駐輪を

無料とする 

 

《事業内容》 

・ 路上駐輪場（集中管理式）の設置および料金の改正 

【設置箇所】 

・西友デイトス間通路及びミスタードーナツ前に路上駐輪機を各 50 台，計 100 台を予定 

・市営駐輪場  現行：３箇所（東・西・北） 

        改正：５箇所（東・西・北・駅南口・駅北口） 

【利用料金等】 

・一時利用利用料金  現行： 100 円（自転車），150 円（原付）／1 日１回 

改正：２時間まで無料，２時間以降の料金は現行料金と同じ 

 

《利用開始》 

・ 平成１７年 4 月１日予定 

 

○撤去保管料の改定について 

※本件については，平成 15 年２月の協議会において承認をいただいている 

 

《改定内容》 

・ 撤去保管料の引き上げ  現行；自転車：1,000 円，原付バイク 1,500 円 

改正；自転車：1,500 円,原付バイク：2,000 円 

 

《改定理由》 

・ 複数回撤去される者が多く，現行料金が放置の抑止力となっていない 

・ 路上駐輪機の利用者との公平性を図り，駐輪機利用を促がす 

 

《改定予定日》 

・ 平成１７年 4 月１日予定 





 
パブリックコメント結果概要 

 

ご意見 市の考え方 

駅のすぐ近くに駐輪場が欲しいという

のは身勝手なことであり，これに応えるべ

きではないと考える。 

市営駐輪場は，佐賀駅の近くに３箇所設置をし

ております。１５年度の稼働率をみますと全体で

７０％となっており，まだ収容が可能です。しか

し，放置をされている方の言い分は，「駐輪場が

遠い」とか「ちょっと止めるだけ」というもので

あり，その結果として放置が減少しません。 

また，放置自転車等対策協議会からも，規制緩

和を求めるご意見をいただいています。 

１５０台の放置自転車対象に，１００台

の駐輪機を設置しても無駄な投資になる

のではないか。むしろ，２時間以内は放置

を認めるなどしたほうがよくはないか。 

今回設置を予定しています路上駐輪機は，数時

間や数日の短期利用を対象としたものであり，通

勤や通学等の毎日の利用を対象としたものでは

ありません。しかし，以前に行なった調査により

ますと，通勤や通学のために放置をした割合が半

数を占めておりました。したがいまして，駐輪機

設置後は，撤去を強化し，そのような毎日放置を

している方については，既設の駐輪場を利用して

いただくようにしたいと考えております。その目

的もあり，今回，撤去保管料の引き上げも考えて

いるところです 

短時間の放置を認めてはとのご意見ですが，何

らかの形で管理をしなければ，その自転車が２時

間以内の駐輪かどうかの判別がつきませんし，ま

た，通行に支障がないよう整然と駐輪されない可

能性も生じます。そのためにも，路上駐輪機の設

置が必要と考えています。 

撤去自転車の処分を１ヶ月以内にすれ

ば徹底的に撤去が可能となり，放置自転車

も減少するのではないか。 

駐輪機設置後は，放置自転車の撤去を強化する

必要がありますが，それは保管所の収容能力とも

関係をいたします。現在は，規則にもとづき告示

後３箇月経過した後，処分をしております。この

期間，言い換えれば市が撤去自転車について所有

権を有するまでの期間ですが，法的にどこまで短

縮できるか検討し，引取りのない自転車について

は，すみやかに処分するようにしたいと考えてい

ます。 

嘱託職員に放置自転車の警告と撤去を

させるのにお金を使うのであれば，放置を

「指導員を配置して放置を認めては」とのご意

見ですが，それをすれば，だれも駐輪場に止めず



 
パブリックコメント結果概要 

 

認めたうえで，それをきちんと並べさせる

ような仕事に変えた方がよいのではない

か。 

に，結局，放置自転車対策を始める前の佐賀駅の

状態に逆戻りするものと思います。 

現在，佐賀駅周辺に３箇所の市営駐輪場を設置

して，2,000 名以上の方にご利用いただいており

ますが，その自転車すべてが，佐賀駅周辺に放置

された場合，それを整理・指導するのに何人の職

員が必要になるでしょうか。 

オランダの自転車の状況と比較し，佐賀で

は口だけで「自然にやさしい自転車で通

勤，通学」というけれど，いつも邪魔者扱

いにされている。もっと，本気になって，

本当の自転車の街にして欲しい。 

確かにオランダと比較すると，わが国の自転車

に関する施策は遅れています。自転車は，手軽に

利用できる交通手段であり，特に低平地である本

市においては生活に密着したものです。しかし，

その利用に際しては，当然ルールやモラルがあり

ますが，それらが守られていないことも一因かも

しれません。今後は，このような意識の啓発にも

力をいれていきたいと考えております。 

また，現在，本市では国の指定を受け，“自転

車を利用した健康的で環境にやさしいまち”を目

指し，「自転車利用環境整備基本計画」の整備方

針を策定しているところです。この整備方針の策

定により，官民一体となって自転車が利用しやす

い各種事業を進めていくことになります。 

サイクルポストが設置されると，今まで

駐輪場を利用していた人がそれを利用し，

買い物などの短時間利用者が，利用できな

くなる可能性がある。料金を高めに設定

し，長時間の利用者を排除するべきであ

る。 

今回設置を予定しています路上駐輪機は，数時

間や数日の短期利用を対象としたものであり，通

勤や通学等の毎日の利用を対象としたものでは

ありません。しかし，以前に行なった調査により

ますと，通勤や通学のために放置をした割合が半

数を占めておりました。したがいまして，駐輪機

設置後は，撤去を強化し，そのような毎日放置を

している方については，既設の駐輪場を利用して

いただくようにしたいと考えております。その目

的もあり，今回，撤去保管料の引き上げも考えて

いるところです。 

しかし，１００台という設置台数では，ご指摘

のような状況になる可能性もあります。ですか

ら，設置後の利用状況については十分な分析を行

ない，利用者の声も参考にしながら，増設の必要

性についても検討したいと考えています。 



 
パブリックコメント結果概要 

 

なお，料金については２時間までを無料とし，

また既設の市営駐輪場における一時利用の料金

と整合するよう１日１００円とする予定です。料

金を高めに設定してはとのご意見ですが，逆に駐

輪機の使用を避けて放置される状況もでてきま

すのでそれは難しいと思います。 

より一層の放置自転車の撲滅のために，撤

去保管料はもっと高くするべきではない

か。（2,000 円あるいは 3,000 円） 

現在，放置対策に係る経費を，すべて撤去保管

料で賄っているわけではありません。１５年度の

実績でみますと，撤去保管料の占める割合は１

２％程度であり，そのほとんどを市民の皆さんか

らいただいた税金で賄っている状況です。 

保管料の引き上げ額については，現行料金から

著しく上げることもできませんので，佐賀市と人

口規模が同程度である自治体のそれと比較し，５

００円の引き上げ額を考えています。 

自転車の放置は佐賀駅周辺だけではな

い。佐賀県のイメージアップのため，県条

例にして欲しい。 

放置自転車対策については，その実害を受けて

いる市町村が行なっており，都道府県での取組は

行なわれておりません。県が広域的に行なったほ

うがよいのか，市がこまめに行なったほうがよい

のか検討の必要があると思います。現在，放置自

転車対策を行なっている自治体で組織する「全国

自転車問題自治体連絡協議会」により，国や各都

道府県への積極的な取組が要請されているとこ

ろです。 

路上放置自転車への迅速な対応が図れ

るよう，防犯登録や盗難届を怠った場合の

処罰規定を制定して欲しい。 

また，その自転車への対応として，市は

警告札を付けるだけのようであり，早急な

対応をして欲しい。 

「佐賀市自転車等の放置防止に関する条例」第

４条第２項に反した場合の罰則規定については，

他自治体等を調査，研究したいと思います。 
また，放置禁止区域外の公共施設に放置された

自転車については，条例・規則により，警告札を

添付後７日間が経過してから撤去するようにな

っておりますので，ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 



H16佐賀駅周辺放置自転車台数推移  
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H16佐賀駅周辺放置自転車台数推移  

8月放置台数

0

50

100

150

200

250

自
転
車
台
数

0

5

10

15

20

原
付
台
数

自転車

原付

9月放置台数

0

50

100

150

200

250

自
転
車
台
数

0

5

10

15

20

原
付
台
数

自転車

原付

10月放置台数

0

50

100

150

200

250

自
転
車
台
数

0

5

10

15

20

25

原
付
台
数

自転車

原付

11月放置台数

0

50

100

150

200

250

自
転
車
台
数

0

5

10

15

20

25

原
付
台
数

自転車

原付



人口規模別自転車保管料金 単位：人，円，％　　　

NO  都道府県名 自治体名 人口 自転車料金 原付料金 撤去台数 返還台数 返還率

1 佐賀県 中原町 8,674 1,500 1,500 55 5 9.1

2 福岡県 大野城市 92,027 1,000 － 850 68 8.0

3 福岡県 筑紫野市 94,875 1,050 － 2,850 836 29.3

4 千葉県 木更津市 122,070 500 1,000 1,169 309 26.4

5 宮崎県 都城市 133,892 1,000 1,500 145 11 7.6

6 福岡県 大牟田市 137,700 1,300 3,400 1,265 846 66.9

7 鳥取県 米子市 140,162 1,530 2,530 648 374 57.7

8 東京都 東村山市 144,739 1,000 1,500 3,989 1,380 34.6

9 埼玉県 新座市 150,581 2,000 3,000 4,815 2,008 41.7

10 大阪府 守口市 150,990 2,500 4,000 10,268 6,181 60.2

11 千葉県 野田市 153,353 1,570 3,150 1,003 349 34.8

12 千葉県 習志野市 156,918 1,540 3,090 11,910 5,852 49.1

13 兵庫県 川西市 159,529 2,000 3,500 3,331 1,892 56.8

14 栃木県 足利市 161,248 1,000 － 421 107 25.4

15 埼玉県 狭山市 162,138 1,000 2,000 1,461 429 29.4

16 佐賀県 佐賀市 163,837 1,000 1,500 2,480 1,304 52.6

17 三重県 津市 165,041 1,000 2,000 3,269 760 23.2

18 愛知県 安城市 165,827 1,000 1,000 1,404 694 49.4

19 神奈川県 鎌倉市 167,683 1,000 2,000 8,768 6,048 69.0

20 東京都 三鷹市 172,111 2,500 4,000 5,667 3,059 54.0

21 青森県 弘前市 173,998 2,000 3,000 1,328 667 50.2

22 千葉県 佐倉市 176,692 2,000 4,000 1,993 461 23.1

23 茨城県 つくば市 184,876 1,000 1,500 518 229 44.2

24 茨城県 日立市 190,257 1,000 2,000 582 229 39.3

25 新潟県 長岡市 191,212 1,400 2,100 595 331 55.6

26 神奈川県 小田原市 199,293 500 1,000 2,838 888 31.3

27 静岡県 沼津市 209,007 1,000 1,500 179 78 43.6

28 埼玉県 草加市 233,564 2,000 3,000 10,917 4,635 42.5

29 福岡県 久留米市 236,552 1,520 － 3,226 1,025 31.8

30 岩手県 盛岡市 282,179 2,000 3,000 3,749 1,919 51.2

31 群馬県 前橋市 287,385 1,000 1,500 2,843 1,320 46.4

32 青森県 青森市 296,766 2,000 3,000 1,335 741 55.5

33 宮崎県 宮崎市 308,698 1,000 － 2,169 438 20.2

34 秋田県 秋田市 316,877 1,000 1,500 1,334 661 49.6

35 富山県 富山市 321,025 1,500 － 1,454 171 11.8

36 高知県 高知市 326,677 1,000 2,000 6,188 4,009 64.8

37 香川県 高松市 332,969 1,500 2,500 14,216 8,103 57.0

38 長野県 長野市 362,540 1,000 1,000 2,094 1,458 69.6

39 愛媛県 松山市 475,264 2,000 3,000 11,531 5,404 46.9

40 鹿児島県 鹿児島市 554,792 1,500 2,000 6,929 1,307 18.9

41 熊本県 熊本市 657,968 1,500 1,500 6,504 2,563 39.4

42 福岡県 北九州市 1,001,397 1,600 － 4,132 1,250 30.3

43 福岡県 福岡市 1,332,586 2,000 － 38,551 9,153 23.7

※平成16年2月「全国自転車問題自治体連絡協議会」発行資料による

※返還台数および返還率は，自転車原付バイクをあわせたもの（14年度実績）

※原付バイク欄の－表示は，撤去をしていないことを表している



～事務局から今年度報告事項の説明～ 

 

（A 委員） 

 東駐輪場の増設をしたところは 24 時間開いているのか？ 

 

（事務局） 

 140 台収容できるよう作ったところは 24 時間利用できる。9 月 1 日から使用開始している。 

 

（A 委員） 

 利用者の異動はうまくいっているのか？ 

 

（事務局） 

 東駐輪場は商業、致遠館、東高、龍谷が利用の大半を占めている。各学校を訪ねて、生徒

指導の先生にお願いをして、東駐輪場を利用してもらっている。 

 

（B 委員） 

 高校生は今のところだいたい守ってくれていると思う。ただ、一部の父兄から、「どうして一番

近いところを高校生は使えないのか。同じお金を払っているのに。」ということも言われている。

学生は値段を安くしている、と説明しているが、そういう意見の父兄もいることを頭に入れてい

てほしい。 

 

（事務局） 

 もともと 24 時間のところは、一般の人を対象にしていた。基本的に高校生が夜の 10 時、11

時に出入りすることを想定していなかったから。しかし、現実には北駐輪場の大半は早い者

勝ちで高校生が止めている。 

投書（資料 P4）をきっかけに、高校生は北駐輪場を利用しないようにお願いしている。ただ、

クラブや塾などで夜 10 時、11 時に帰る生徒もいるようなので、東駐輪場に 24 時間出し入れ

できるスペースを確保した。 

なぜ東駐輪場にしたかというと、バスセンターが OPEN して、以前より利用しやすくなったこ

とと、東駐輪場の稼働率が低かったから。 

 

（A 委員） 

 一般の人も利用してよいのか？ 

 

（事務局） 

 一般の人ももちろん利用できる。 



（B 委員） 

 高校生はただ近いところに止めたいだけだ。親は状況がわからない。なぜ高校生だけ近く

に止められないのか疑問に思っている。それは、親にまで広報がいっていないから。佐賀市

以外から来ている生徒が有料の駐輪場を使っている。だから、中学生の時に啓発の文書を

配らないと状況がわからない。その努力が足りないから父兄の疑問が出るのだと思う。 

 

（C 委員） 

 保護者の立場から発言したい。 

 子どもが致遠館中学に通っている。市外から JR を使って、自転車で通学している人は、東

駐輪場を使うのはちょっと怖いと言われていた。距離よりも、人通りが少なく、暗いから安全面

で何かあったら怖いということだった。 

 

（A 委員） 

 たしかにすぐ南側に建物があって圧迫感があるし、歩道も狭い。24 時間利用できるようにな

って、少しは明るくなったのですか？ 

 

（事務局） 

 駅東の方は、JR の協力をもらって照明灯をつけている。２基設置して対策をとっている。た

だ、道を渡って、駐輪場の前はまだ暗いので、全体的に明るくなるよう何らかの対策をとるよ

うにしたい。今後の課題である。 

 

（A 委員） 

 東駐輪場は「預かってやる」というかんじの預かり所という印象がある。中で係の人たち同士

話をしていて、「置くなら置いていけ」というかんじ。高校生と向き合って挨拶、とかないかんじ

なので、もっとお客様の方を向いて対応してほしいと思う。 

また、今の状態では中の様子が見えないから寄りつきにくい。たとえば、カレーショップの横

の網がなくなって中が見えると安心感が出てくると思う。 

 

 続いて、JR 駅前の路上駐輪場設置について。 

 

（事務局） 

 佐賀駅周辺は道路のバリヤフリー化、バスセンターの改修、デイトスのリニューアルなどで

整備が進みきれいになってきている。放置自転車対策も１１年が過ぎ、こういった環境の変化

に伴い、方向転換の時期に来ていると思う。 

 今回設置を考えているサイクルポストは西友駐輪場に設置してあるのと同じようなものを考

えている。設置場所は駅北口ミスタードーナツ前に５０台、駅南口デイトスと西友の間に５０台、



計１００台を予定している。料金は西友の駐輪場と既設の市営駐輪場にあわせて、２時間ま

で無料、一日一回１００円としたい。 

市で新しい取り組みをする場合、パブリックコメント制度というものがあり、市民の皆さまの

意見を伺うようになっている。今回のサイクルポスト設置に関しては４人の方から意見があり、

２人は賛成、２人は反対意見だった。 

反対意見として、「市営の駐輪場の利用状況が１００％でないのに新たに設置するのは無

駄な投資。放置禁止にしていること自体どうかと思う。放置を認めればよいのでは？」というも

のもあったが、そうしてしまうと、放置自転車対策を始める前の状態に逆戻りしてしまう。基本

的に放置自転車対策は、バリアフリーや防災、景観上の問題から始めているので、放置禁止

の網はそのままにしておく。 

１００台設置予定にしているが、通常の放置は１５０台から２００台。毎日放置している人も

結構いる。１日１０台程度しか撤去撤去できないので、うまくいけば撤去にあわないですむ人

もいる。毎日止めている人については定期的な利用を勧めたり、撤去を強化することで対応

していきたい。 

 佐賀市では「自転車利用環境整備基本計画」を策定していて、自転車が利用しやすくなるよ

う進めていこうとしている。パブリックコメントの中で、県全体で取り組んでほしいという意見

（資料 P10）がある。県からもお見えになってるのでお伺いしたいのが、現実は県で放置自転

車の対策をしていることはないと聞いているが、何かあれば後ほどご意見いただきたい。 

 12 月議会に路上駐輪機設置のための工事請負費 1,250 万円と、それに伴う条例改正を提

出していて、可決になれば来年 4 月 1 日からの利用開始を考えている。 

 

（D 委員） 

 サイクルポストの料金はいくらに設置する予定か？ 

 

（事務局） 

 料金としては今の市営駐輪場と同じ。ただ、今は 2 時間まで無料ではないが、2 時間まで無

料にする予定。 

 

 （D 委員） 

 地元としていいと思うが、通勤、通学の人が優先的に使ってしまって、一時利用の人が使え

なくなるのでは？ 

 

（事務局） 

 確かに、そういうご意見もパブリックコメントの中でもいただいている。管理人がいて管理す

るわけではないので、確かにそういう「早い者勝ち」の可能性もある。 

 



（E 委員） 

無人なのか？西友は管理をしている。無人だと脇に置いたりして、変化がないような気がする。

現実に枠の外に微妙にうまく止めている人たちがいる。 

 放置は料金が無料。撤去にかからない時間帯にうまく使っている人はタダで使っている。東

駐輪場も２時間無料にすれば使う人が出てくるのでは？無料の区域ができれば、そこに移動

して行くことが必然的に起きてくるのでは？駅内の店の利用者、ちょっと短時間の利用者が

使えるように０円の区域を作ってあげることも必要ではないだろうか？ 

 

（事務局） 

 まず、管理の形態について。維持管理についてはまだ決まっていないが、巡回的なことがで

きるか、今後の検討課題。現在、放置自転車対策は嘱託職員でやっているので、その人たち

を使っていきたい。まったく管理しないということは考えていない。 

 次に、２時間無料の件。今回設置予定の路上駐輪機の分だけでなく、市営駐輪場すべて２

時間無料にする予定。市営の駐輪場で料金形態が違うと分かりにくいので一緒にする。どこ

の市営駐輪場も２時間まで無料で、それ以降は１日一回 100 円。 

また、一部無料の区域の設置については、現在有料で利用いただいてるので、料金を取る

一方で無料で止めていい場所を作るのはどうかと思う。 

 

（事務局） 

２時間利用の人については、駅で切符を買って帰るとか、食事・買い物のお客さんを想定し

ている。デイトスの利用状況や近いところに止めて用事を済ませたいという一人一人の利便

性を考えて２時間までは無料という設定を考えているところである。料金については東・西に

ついても１日 100 円であるが、定期利用がほとんど。毎日利用する場合は定期利用が安い。

設置台数は 100 台で妥当かどうかという問題もあるが、利用状況を見て検討していきたい。 

 

（A 委員） 

モラルの問題などもあってなかなか難しい。長年議論してきているが、ここでは決められな

い問題もある。学生と一般をなぜ区別するのかという問題も、とりあえずは通学の方々にお

願いするしかないのかではないかと思う。我々も、市からも学生に真剣にお願いをくり返して

いかなければ、バランスの取れた駐輪は成立していかないのではないかと思う。 

説明の時に、今回設置の駐輪機について、景観上の問題の話が出ていたが･･･ 

 

（事務局） 

景観についてはどういうふうにするか、まだはっきり決まっていない。駅北側のミスタードー

ナツの前については、一直線に 50 台設置する形になるのではないかと思う。駅南側の西友と

デイトスの間については、街路樹などもあるので、50 台一直線は無理。向き合う形とか、何台



かずつに分けた配置になると思う。単に設置するだけでなく、きれいに見えるように、実際に

は業者が決まってから考えていきたい。 

 

（D 委員） 

データでは放置自転車は 150 台になっているのに、100 台しか設置しない根拠は？150 台

のデータがあるならどうして 150 台設置しないのか？ 

福岡市役所の前は５m くらいの歩道に自転車が止まっている。景観もきれい。びしっとして

いるから間に入れる人もいない。100％利用されている。ガードマンもいる。 

 

（事務局） 

今回設置を予定しているのは、月のうち 4、5 回とか、週に 2、3 回とか利用している人たち

を対象と考えている。実際放置している人は重複しているようだ。150 台で 100％かどうかもは

っきりわからない。150 台設置して、100 台しか使われないことも考えられる。また、東西の駐

輪場を使ってほしいという気持ちもある。まずは 100 台設置して、増設の必要性についても検

討したいと考えている。 

 

（E 委員） 

路上駐輪場に屋根はつくのか？ 

 

（事務局） 

今のところ、自転車を固定するところには屋根はなく、自動精算機のところにだけ簡易的に

屋根がつく予定。 

 

（E 委員） 

市道が駐輪場になることによって、防災上の問題はないのか？ 

 

（事務局） 

防災上の問題については県警本部と事前に協議をしている。たしかに市道ではあるが、歩

行者、自転車が通る市道で、車が往来する道路ではないし、幅員も 6m あるので 2m 差し引い

ても緊急車両の入る 4m の幅員が確保できるということで、警察と消防の了解はもらっている。

実際に設置する前には再度協議したい。 

 

（A 委員） 

昔と変わったという印象受ける。 

 

 



（事務局） 

市道上に設置するとなっているが、現行の法律では、道路上に設置することはできない。

警察との協議の中でも問題になったので、道路区域からはずす形をとってから設置したいと

考えている。 

 

（F 委員） 

福岡郵便局前の駐輪場もそういった手続きをしているのか？ 

 

（事務局） 

福岡市は道路区域からはずしていない。福岡市の場合、路上駐輪がたいへん多く、対策を

とらないといけないという特殊事情もあって、警察も道路上だけれども認めているようだ。 

 

（F 委員） 

道路区域からはずすことでデメリットが生じないのか？福岡市の条例をふまえて、道路区域

からはずさずにすむようにはできないのか？ 

 

（事務局） 

実際、法的に根拠がないことはできない。 

 

（G 委員） 

来年度、道路法が改正されるように聞いている。道路区域内でも設置できるようになるので

は？ 

 

（A 委員） 

次の議題、撤去保管料の改定について。 

 

（事務局） 

撤去保管料については、平成 15 年 1 月に開催したこの協議会で、自転車、バイクともそれ

ぞれ 500 円づつ引き上げることで承認をいただいている。今回、路上駐輪機の設置に合わせ

て料金引き上げを行いたい。理由としては、11 年間引き上げを行っていないこと、複数回撤

去をされている人も多いことから、果たして 1,000 円という金額が放置の抑制力になっている

かということ。一度に増額するのも無理なので、とりあえず他市の状況も見て、今回 500 円引

き上げたい。 

 

（A 委員） 

撤去保管料の引き上げについては、この協議会でも承認しているし、予定どおりよいと思う。



保管所の担当者のご苦労もあるのでは？ 

 

（事務局） 

自転車保管所の職員は嘱託で、8 時半から 5 時までの勤務である。事前に取りに来る連絡

があれば、道路課職員で対応している。土日も開けてほしいとか、夜間も、という声もたしか

にある。市役所はサービス産業ということで理解いただいているところであるが、放置自転車

対策はサービスではなく、ペナルティだから、対応できることはもちろんやっていくが、そこを

理解してほしいと思っている。時間延長とか、土日まで、ということは考えていない。ただし、

年に 2 回ほど行う一斉撤去のときはその限りではない。一斉撤去後数日は夜間も対応してい

る。 

 

（A 委員） 

8 時半からの嘱託の勤務を１時間遅くずらせればよいと思う。難しいのかもしれないが。 

 

（F 委員） 

ＰＲとお願いがある。まちづくりの観点から、駅だけではなく、レンタサイクルの預かり所を

作っていただきたい。 

今、佐賀大和線を使って社会実験をしている。歩道の真中に分離線を引いて、自転車走行

のモラルアップについて努力いただいてきた。その評価を２、3 月に行う予定である。 

 

（A 委員） 

それについては自転車利用促進協議会では論議している。 

レンタルは 40 年前から私が佐賀市では初めて始めた。安全の確保のことを考えると簡単

にはやれないことだと言っている。経営から言っても成り立たない仕事。嵐山や萩、津和野な

ど 1 日に 200～300 台の貸し出しがあるので成り立っている。佐賀では年間 70～80 人、多く

ても 100 人以内。それに対して、常に 10 台程度は用意しておかないといけない。置き場所も

大変。最近は観光よりもビジネスでの利用が多い。ワシントンホテルにも 5 台くらいあるが、あ

まり使われていない。駅にあるのが一番よいと思うが・・・ 

 

（B 委員） 

お願いしたいことがある。 

去年は、駅周辺に止めている高校生の自転車ステッカーの番号を控えて学校に FAX で送っ

てくれていた。3 ヶ月か 4 ヶ月くらいやっていただいたと思う。学校としても面倒だが、放置の抑

制力にはなっていたように思う。1 年を通しては難しいと思うが、そういったことをやる時には

協力したいと思っているし、徹底してやる週間もあっていいと思う。また、一斉撤去をされてい

るが、そういった時にも、高校生の自転車は高校生で撤去してもよいと思っている。 



２点目。自転車の魅力はすぐ近くに止められるところ。高校生はちょっと離れたところを使っ

ているので、駅のすぐ近くと料金が変わらないのはやはりどうかと思う。 

3 点目。市の駐輪場のステッカーはすぐ剥げる。高校のステッカーは簡単には剥げない。ス

テッカーも盗難の対象になっているので、簡単には剥げないステッカーにしてほしい。6 ヶ月定

期が安いけど、6 ヶ月にすると盗られるから買わない、という生徒の声も聞く。 

 

（事務局） 

FAX の件、一斉撤去の件についてはあとで協力をお願いしたい。 

料金の格差については今後の検討課題。 

ステッカーについては、調べて改善をしたい。 

 

（C 委員） 

ステッカーはなくなっても、誰が買ったかわかるようにできないのか？ 

 

（事務局） 

盗られても再発行で対応できるようにはしている。 

 

（C 委員） 

傘差し運転をしている子がいっぱいいる。利用者のマナー向上啓発も一緒にお願いした

い。 

 

（B 委員） 

高校生の自転車マナーの悪さについては苦情を多くいただいている。かなりの数の学生が

交通一課の方からイエロー切符、警告切符を切られているということも聞いてはいるが、切符

を切られたら申し出なさいと言っても、申し出てくる子はいない。警察では、たしかに道路交通

法違反だが、自転車は運転免許が要らないから罰金は出せないらしい。大人もマナーを守っ

て、注意をしていかなければいけない。地道にやっていくしかないように思う。 

 

（A 委員） 

携帯を使いながら、飲み食いしながらの自転車運転も目につく。先生方にもなおいっそうの

指導をお願いしたい。 

 

（B 委員） 

4 月に路上駐輪機を導入される場合、高校に入ってからでは遅いので、中学生のうちに啓

発のチラシを配っていてほしい。中学生は知らない。指導されるのも高１が多い。早めの啓発

をお願いしたい。 
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