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１・自転車ルールブックの目的 

 自転車の交通ルールや駐輪ルール、保険加入や乗る前の点検など、自転車を安全・快適に使うためのルー

ルや心構えは多岐にわたっています。 

 これまで、行政、警察、市民団体など様々な関係機関は、基本的な交通ルールや駐輪ルール等を、チラシ

など限られた紙面や媒体等の制約の中で、対象者に応じた必要な情報に限定して啓発を行ってきました。 

 そのため、スクランブル交差点の通行方法など、上記の啓発の中で取り扱われることの少ない交通ルール

については、インターネット等で個々に調べる必要がありました。また、インターネット等の情報は、情

報発信者の独自の道路交通法の解釈が含まれているなど、道路交通法に則していない場合もあり、信頼性

の高い情報を得るためには手間がかかる状況となっています。 

 そこで、道路交通法等に則した信頼性の高い情報を、自転車利用時に疑問に思うあらゆるケースを想定し

て、網羅的にまとめ、自転車に関するあらゆる疑問が解消できる「拠りどころ」となる事典的な冊子、「自

転車ルールブック」を作成し、自転車の利用ルールの周知と理解の徹底を図ります。 

 

 

 

２・自転車ルールブックの構成 

 自転車ルールブックは、大きく「Ａ編：自転車に関する基礎知識」、「Ｂ編：遵守すべき自転車のルール」、

「Ｃ編：自転車利用のＱ＆Ａ」の３つに分けて整理しています。 

 Ａ編では、自転車利用時のルールを学ぶ前提として知っておいてほしい自転車の法律上の位置付けや、自

転車に関連する法令の種類、道路の構造的な考え方などの基礎知識を整理しています。 

 Ｂ編では、自転車を実際に使うときに遵守する必要がある法律を分かりやすく解説します。とくに、条文

の詳細な解説や自転車利用時のポイント、守るべき理由を説明し、ルールの理解と遵守を促します。 

 Ｃ編では、自転車利用時に感じやすい疑問に対して、法令等に則った正しい利用方法をＱ＆Ａ形式で解説

し、それぞれの状況に応じた正しい自転車利用を促します。 

 なお、基礎知識のＡ編を先頭に、Ｂ編、Ｃ編の順序で掲載し、体系的にルールを理解しやすい 構成案① と、

Ｂ編とＣ編を統合したものを先頭に、Ａ編を巻末に掲載し、より読みやすく、気になるルールを調べやす

い 構成案② の２つの構成案を検討しています（資料２－１は構成案①で作成しています）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・自転車ルールブック策定のスケジュール 

 本年度協議会での協議や、県警等との調整を経て、平成 29 年３月の発行を目標に作成を進めていきます。 

 第２回協議会（８月）では、ルールブックの構成、Ａ編の内容、Ｂ編、Ｃ編の目次の項目及びサンプルペ

ージについて協議いただき、協議後にＡ編を確定し、Ｂ編、Ｃ編の内容を作成していく予定です。 
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自転車は、道路のどこを通れば良いか？ 
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子どものヘルメット着用は義務か？ 
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事典としての使い方 

「自転車ルールブック」の使い方のイメージ 

ツール等の作成時の基礎としての使い方 

■疑問が生まれたとき、 

ルールブックで「調べる」 

 

■対象・内容に合わせて、

ツールを「つくる」 

 子ども向けの教材 

 中学・高校向けの教材 

 子育て世帯向け 

       …など 

 

 

 

■通行環境整備などの 

行政向け手引を「つくる」 

 通行環境整備の手引き 

 駐輪環境整備の手引き 

 交通安全教育の手引き 

            …など 

■教える人のための、 

マニュアルを「つくる」 
 教職員向けの指導教本 

 親から子どもへの自転車 

  教育の手引き 

        …など 

■自転車交通ルールの 

知識を「学ぶ」 

 

 構成案① （ルールを体系的に学びやすい形式） 

Ａ編で法律等の基礎を学んだ上で、Ｂ編の利用ル

ールや、Ｃ編のＱ＆Ａを順に学びます。 

ルールを体系的に学べる反面、内容の重複、ボリ

ュームの多さから読みづらい可能性もあります。 

自転車に関する基礎知識 Ａ編 

「自転車とは何か？」「ルールを守る根拠は？」など、自転車

のルールを深く知るための基礎知識をまとめます。 

遵守すべき自転車のルール Ｂ編 

守らなければならない自転車のルールについて、根拠となる 

法令の解説や、守るべき理由などを記載します。 

自転車利用のＱ＆Ａ Ｃ編 

自転車を使うときに疑問に感じやすいことを、分かりやすく

Ｑ＆Ａ形式で、説明します。 

Ａ編 Ｂ編 Ｃ編 【掲載順序】 

 構成案② （読みやすく、ルールを調べやすい形式） 

Ｂ編とＣ編を統合し、先頭に掲載することで、ル

ールをよりコンパクトに伝えることができます。

また、Ｂ編とＣ編の内容の重複がなくなるので、

読みやすく、ルールも調べやすくなります。 

Ａ編  Ｂ編+ Ｃ編 【掲載順序】 

資料１ 
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４・自転車ルールブックの掲載内容と進捗状況について 

 自転車ルールブックの掲載内容について、構成案①をベースとしたＡ編、Ｂ編、Ｃ編の内容（資料２－１）と、構成案②での構成イメージを整理します。なお、Ａ編については県警確認を含め、概ね完成しています。 

構成案①（ルールを体系的に学びやすい形式） 

 構成案①では、「自転車とは何か？」「自転車ルールを定める法律は何か？」等の基礎知識をまとめたＡ編、道路交通法等の法律に準拠したルールをまとめたＢ編、最後に疑問に答えるＱ＆Ａ形式のＣ編の順序としています。 

 Ｂ編は、根拠となる法律の原文を含めた「厳密なルール」の理解を促すため、内容が難しいと感じられる可能性があります。そのため、分かりやすく調べるためのＱ＆ＡをＣ編として独立した形で構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車利用のＱ＆Ａ 
 

Ｃ編 

 
① 自転車に乗る前に知っておいて欲しいこと 

①-Ａ 自転車は、クルマと同じ？歩行者と同じ？ 

①-Ｂ 車道を走るときは、どこを通ればよいですか？ 

①-Ｃ 歩道は通ってもよいのですか？ 

①-Ｄ 自転車の安全運転って、何を守ればよいのですか？ 

①-Ｅ ヘルメットはかぶらないといけないですか？ 

② 【はしる】 車道通行の疑問点 

②-Ａ 自転車道、自転車専用通行帯の違いは何ですか？ 

②-Ｂ 車道に矢印や自転車マークが書いてある場所は、どのように通るのですか？ 

②-Ｃ 行き先がクルマの方向と「逆向」するとき、どこを通るべきですか？ 

②-Ｄ 自転車の通る場所が途切れているとき、どうしたらよいですか？ 

…ほか、６項目 

③ 【はしる】 歩道通行のＱ＆Ａ 

③-Ａ 歩道を通ってよい条件は何ですか？ 

③-Ｂ 歩道を通って良いときの「安全のためやむを得ない場合」はどんなときですか？ 

③-Ｃ 歩道を通るときは何処を通ったら良いですか？ 

③-Ｄ 歩道の「徍行」とは、どのくらいの速さですか？  

…ほか、８項目 

 ④ 【はしる】 交差点のＱ＆Ａ 

④-Ａ 交差点を渡る時、どの信号機をみればよいですか？ 

④-Ｂ 横断歩道は、自転車に乗ったまま渡ってよいですか？ 

④-Ｃ 自転車の横断帯がある場所は、どうやって通ればよいですか？ 

④-Ｄ スクランブル交差点では、どのように渡ったらよいですか？  

…ほか、６項目 

 

⑤ 【とめる】 駐輪するときのＱ＆Ａ 

⑤-Ａ 「放置自転車」とはなんですか？ 

⑤-Ｂ なぜ「放置」してはいけないのですか？ 

⑤-Ｃ 放置禁止区域とはなんですか？ 

⑤-Ｄ 放置自転車の移動は、どんな方法ですか？ 

…ほか、７項目 

 
⑥ 【いかす】 乗る前の準備のＱ＆Ａ 

⑥-Ａ 自転車保険は、入った方がよいですか？ 

⑥-Ｂ 市民が気軽に入ることができる自転車保険はありますか？ 

⑥-Ｃ お出かけ前に、自転車の点検・整備は必要ですか？ 

⑥-Ｄ 自転車整備のプロにきちんと点検・整備してもらうにはどうしたらよいですか？ 

…ほか、７項目 

 
⑦ 【いかす】 安全に使うためのＱ＆Ａ 

⑦-Ａ 傘をさしながら、自転車に乗ってもよいのですか？ 

⑦-Ｂ 片耳イヤホンなら、音楽等を聞いてもよいのですか？ 

⑦-Ｃ 信号待ちで止まっているとき、スマートフォンなどを使ってもよいのですか？ 

⑦-Ｄ 犬に自転車を引っ張らせて、散歩してもよいのですか？  

…ほか、８項目 

 
⑧ 【いかす】 トラブル対応のＱ＆Ａ 

⑧-Ａ クルマとの事敀に合ってしまった場合はどうしたら？ 

⑧-Ｂ 歩行者や自転車との事敀に合ってしまった場合はどうしたら？ 

⑧-Ｃ 自転車運転者講習とは、何ですか？ 

⑧-Ｄ 特定の危険行為とは、何ですか？  

…ほか、２項目 

 ⑨ 【いかす】 ルールを学ぶためのＱ＆Ａ 

⑨-Ａ 自転車ルールはどこで調べたらよい？ 

⑨-Ｂ 自転車の交通安全教室は、どこで受けられるの？ 

⑨-Ｃ 子どもに自転車のルールを教えるには、どうしたら良いの？ 

 

遵守すべき自転車のルール Ｂ編 

 １・【乗る前】 利用時に遵守すべきルール 

①-Ａ 整備・点検のこと 

①-Ｂ 自転車の大きさ 

①-Ｃ 乗車人員の制限 

①-Ｄ 自転車で荷物を運ぶとき 

①-Ｅ ヘルメットの着用 

①-Ｆ 保険加入の奨励 

 

４・【はしる】 歩道の通行に関するルール 

④-Ａ 歩道を通行するときの「速度」 

④-Ｂ 歩道を通行するときの「場所」 

④-Ｃ 混雑している歩道での「押し歩き」 

④-Ｄ 歩道上に自転車の通行する場所が示されている道路の通行 

④-Ｅ 自転車専用／自転車歩行者専用道路の通行 

２・【はしる】 道路で自転車に乗る時のルール 

②-Ａ 自転車の通行する場所について 

②-Ｂ 安全運転を遵守する義務について 

②-Ｃ 歩道を通行してもよい条件について 

②-Ｄ 歩行者の保護について 

３・【はしる】 車道の通行に関するルール 

③-Ａ 「自転車道」がある道路 

③-Ｂ 「自転車専用通行帯」がある道路 

③-Ｃ 「自転車ナビライン」がある道路 

③-Ｄ 自転車の通行する場所が示されていない「片側２車線以上」の道路 

③-Ｅ 自転車の通行する場所が示されていない「片側１車線」の道路 

③-Ｆ 路上駐停車のクルマを回避する方法 

③-Ｇ 乗降中の路線バスを回避する方法 

③-Ｈ 信号待ち車両等を避ける場合 

③-I 車道通行時の自転車の速度制限について 

６・【はしる】 交差点に関するルール 

⑥-Ａ 交差点の通行のしかた 

⑥-Ｂ 信号機のみかた 

⑥-Ｃ 交差点を「左折」するとき 

⑥-Ｄ 交差点を「直進」するとき 

⑥-Ｅ 信号機のある交差点で「右折」するとき 

⑥-Ｆ 信号機のない交差点で「右折」するとき 

⑥-Ｇ Ｔ字交差点の通行のしかた 

⑥-Ｈ Ｙ字交差点の通行のしかた 

⑥-Ｉ スクランブル交差点の通行のしかた 

５・【はしる】 その他の通行に関するルール 

⑤-Ａ 歩道がなく、「路側帯」はある道路の通行 

⑤-Ｂ 歩道がなく、「路側帯」もない道路の通行 

⑤-Ｃ 公園内の通路の通り方 

⑤-Ｄ 駅前広場や駅コンコースの通り方 

７・【とめる】 駐輪の遵守すべきルール 

⑦-Ａ 自転車を停めて良い場所 

⑦-Ｂ 放置禁止区域について 

⑦-Ｃ 放置禁止区域内の移動について 

⑦-Ｄ 放置禁止区域外での移動について 

⑦-Ｅ 放置自転車の「保管」と「返還」について 

８・【その他】 特殊な自転車のルール 

⑧-Ａ タンデム自転車の通行 

⑧-Ｂ チャイルド・トレーラーの取り扱い 

⑧-Ｃ 荷台付き自転車の取り扱い 

⑧-Ｄ ベイバイクの利用ルール 

自転車に関する基礎知識 Ａ編 

１・「自転車」とは何か？ 

①法律上の自転車の位置付け 

②自転車の区分 

③自転車の通行場所 

２・自転車の「通行」に関する決まりごと 

①自転車の「はしる」を定める法制度 

②自転車が通行する道路の種類と通り方 

３・自転車の「駐輪」に関する決まりごと 

①自転車の「とめる」を定める法制度 

②駐輪に関する決まりごと 

４・自転車の「その他」の決まりごと 

①安全利用のための決まりごと 

②万が一の時のための決まりごと 

進捗状況：現時点でほぼ完成。県警への内容確認済み。 

進捗状況：記載項目と掲載フォーマットは概成。今後、県警確認を実施。 
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構成案②（読みやすく、ルールを調べやすい形式） 

 構成案②では、Ｂ編を基準にＣ編を統合し、先頭に掲載することで、利用ルールをコンパクトに伝えます。また、利用ルールについての記載が１つにまとまることで、よりルールを調べやすくなります。 

 Ｂ編は、法律の原文はそのまま記載せず、わかりやすい解釈を記載し、ボリュームを減らし、１つのルールの説明を１頁に抑えることで、指導用のツールにそのまま使うことができるようにします。 

 Ｃ編 Ｑ＆Ａの統合のしかたとしては、Ｂ編の利用ルールの項目と関連する疑問がある場合について、ルールの次頁にコラムとして記載する方法を想定しています。 

なお、コラムで記載するＱ＆Ａについては、「横浜での道路環境の事例」等の紹介を含めて記載していくことで、横浜市で自転車を利用する際の疑問を解決しやすくする予定です。 

 Ａ編は、詳しく学びたい人や、自転車ルールの指導者となる人等が、自転車のルールを深く理解するための資料として巻末に掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

遵守すべき自転車のルール Ｂ編 

 

１・【乗る前】 利用時に遵守すべきルール 

①-Ａ 整備・点検のこと 

①-Ｂ 自転車の大きさ 

①-Ｃ 乗車人員の制限 

①-Ｄ 自転車で荷物を運ぶとき 

①-Ｅ ヘルメットの着用 

①-Ｆ 保険加入の奨励 

 

２・【はしる】 道路で自転車に乗る時のルール 

②-Ａ 自転車の通行する場所について 

②-Ｂ 安全運転を遵守する義務について 

②-Ｃ 歩道を通行してもよい条件について 

②-Ｄ 歩行者の保護について 

３・【はしる】 車道の通行に関するルール 

③-Ａ 「自転車道」がある道路 

③-Ｂ 「自転車専用通行帯」がある道路 

③-Ｃ 「自転車ナビライン」がある道路 

③-Ｄ 自転車の通行する場所が示されていない「片側２車線以上」の道路 

③-Ｅ 自転車の通行する場所が示されていない「片側１車線」の道路 

③-Ｆ 路上駐停車のクルマを回避する方法 

③-Ｇ 乗降中の路線バスを回避する方法 

③-Ｈ 信号待ち車両等を避ける場合 

③-I 車道通行時の自転車の速度制限について 

６・【はしる】 交差点に関するルール 

⑥-Ａ 交差点の通行のしかた 

⑥-Ｂ 信号機のみかた 

⑥-Ｃ 交差点を「左折」するとき 

⑥-Ｄ 交差点を「直進」するとき 

⑥-Ｅ 信号機のある交差点で「右折」するとき 

⑥-Ｆ 信号機のない交差点で「右折」するとき 

⑥-Ｇ スクランブル交差点の通行のしかた 

５・【はしる】 その他の通行に関するルール 

⑤-Ａ 歩道がなく、「路側帯」はある道路の通行 

⑤-Ｂ 歩道がなく、「路側帯」もない道路の通行 

⑤-Ｃ 公園内の通路の通り方 

⑤-Ｄ 駅前広場や駅コンコースの通り方 

７・【とめる】 駐輪の遵守すべきルール 

⑦-Ａ 自転車を停めて良い場所 

⑦-Ｂ 放置禁止区域について 

⑦-Ｃ 放置禁止区域内の移動について 

⑦-Ｄ 放置禁止区域外での移動について 

⑦-Ｅ 放置自転車の「保管」と「返還」 

４・【はしる】 歩道の通行に関するルール 

④-Ａ 歩道を通行するときの「速度」 

④-Ｂ 歩道を通行するときの「場所」 

④-Ｃ 混雑している歩道での「押し歩き」 

④-Ｄ 歩道上に自転車の通行する場所が 

    示されている道路の通行 

④-Ｅ 自転車専用／自転車歩行者専用道路の通行 

８・【その他】 特殊な自転車のルール 

⑧-Ａ タンデム自転車の通行 

⑧-Ｂ チャイルド・トレーラーの取扱い 

⑧-Ｃ 荷台付き自転車の取り扱い 

⑧-Ｄ ベイバイクの利用ルール 

自転車利用のＱ＆Ａ 
 

Ｃ編 

 

より作成 

 

■コラム Ｑ＆Ａの例 

Q．自分でできる点検は？ 

Q．キックバイクは自転車？ 

Q．幼児用座席に子どもを乗せ 

  るときの安全な乗せ方は？ 

Q．市民向けの保険はある？ 

           …など 

 

■コラム Ｑ＆Ａの例 

Q．「車道の左側」とはどこ？ 

Q．なぜ逆走は危険なのか？ 

Q．片耳イヤホンは違反？ 

           …など 

 

■コラム Ｑ＆Ａの例 

Q．行き先がクルマの流れと反 

  対のときどうしたら良い？ 

           …など 

 

■コラム Ｑ＆Ａの例 

Q．徍行は実際どのくらいの 

  スピード？ 

Q．みなとみらいの歩道上の自 

  転車通行場所の通り方は？ 

Q．港北 NT にある自転車と歩 

  行者の道路の通り方は？ 

           …など 

 

■コラム Ｑ＆Ａの例 

Q．通学路にグリーンベルトが 

  ある場所の通り方は？ 

Q．公園内の通路のルールの 

  調べ方は？ 

           …など 

 

■コラム Ｑ＆Ａの例 

Q．Ｔ字、Ｙ字の交差点を渡る 

  ときはどうすると良い？ 

Q．歩道橋は自転車に乗ったま 

  ま通っても良い？ 

           …など 

 

■コラム Ｑ＆Ａの例 

Q．駐輪場はどうやって調べた 

  らよい？ 

Q．自転車が無くなった時の 

  対応のしかたは？ 

           …など 

 

■コラム Ｑ＆Ａの例 

Q．タンデム自転車は自転車道 

  を通っても良い？ 

Q．ベイバイクの借り方、返し 

  方は？ 

           …など 

 

自転車に関する基礎知識 Ａ編 

１・「自転車」とは何か？ 

①法律上の自転車の位置付け 

②自転車の区分 

③自転車の通行場所 

２・自転車の「通行」に関する決まりごと 

①自転車の「はしる」を定める法制度 

②自転車が通行する道路の種類と通り方 

３・自転車の「駐輪」に関する決まりごと 

①自転車の「とめる」を定める法制度 

②駐輪に関する決まりごと 

４・自転車の「その他」の決まりごと 

①安全利用のための決まりごと 

②万が一の時のための決まりごと 

進捗状況：現時点でほぼ完成。県警への内容確認済み。 

進捗状況： 

Ｂ編＋Ｃ編の統合時の題目や、項目につい

ては、構成案①のＢ編、Ｃ編を基に、作成

する。 

詳しくルールを学びたい人、自転車ルールの指導者となる人等が読むページ 


