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１．はじめに 

 国立社会保障・人口問題研究所が公表して

いる「日本の将来推計人口（平成１４年１月推

計）」によると、老年（６５歳以上）人口の割合

は、将来の出生率等、不確定要素によって若

干の差は出てくるものの、いずれの場合にも２

０４０年（平成５２年）までには確実に３０％を

上回る高水準（ほぼ国民の３人に１人）に達す

ることが予測されている（図１）。この推計結果

は、低出生率社会が今後続いていけばいくほ

ど、それだけ相対的に老年人口の水準が高く

なることを表している。 

（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：国立社会保障・人口問題研究所 HP 

     （http://www.ipss.go.jp/） 

 以上のような本格的な高齢社会の到来、及

びノーマライゼーションの考え方の発達に伴

い、国民の誰もが快適で、しかも安心して自立

した社会生活が営める環境を整備することが

今後のわが国の重要な課題の一つである。 

 また、こうした社会背景を受け、２０００年１１

月には「高齢者、身体障害者等の公共交通機

関を利用した移動の円滑化の促進に関する

法律」、通称『交通バリアフリー法』が施行され

た。「高齢者、身体障害者等の公共交通機関

を利用した移動の利便性及び安全性の向上

の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資

すること」を主な目的として定められた法律で

あり、施行後１年半余りを経過した今日までに

は、さまざまな文献・メディア等各方面におい

てその詳細について紹介、議論されて来たと

ころである。 

 

２．都心部駅周辺の放置自転車問題 

 総務庁交通安全対策室による「平成１１年 

駅周辺における放置自転車等の実態調査」で

は、『放置自転車』を「自転車駐車場以外の場

所に置かれている自転車であって、当該自転

車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移

動することができない状態にあるもの」と定義

付けしている。今回ここで述べる放置自転車

の認識についてもこれと同様のものとして扱う

こととしたい。 

 おそらく都心部にある大多数の自治体では、

駅周辺の放置自転車問題について永年頭を

悩ませ続けているのではないだろうか。事実、

放置自転車は非常に身近で日本中の至ると

ころに存在し、かつ自転車を利用する人々の

日常生活そのものと密接な関係を持っている。

もたらされる被害も、単に歩行者通行の妨げ

になる、といった直接的な被害はもとより、思

わぬ事故の誘発や対策費用の捻出、といった

ような間接的な被害にまでも波及する。いわ



 

 

ば潜在的に連鎖反応を及ぼす影響力を抱え

る非常に始末の悪い問題である。恐らく、利用

者自身が故意に自転車を放置していくという

ような悪質的なケースはごく稀でその数は非

常に少ないのであろうが、実際に放置される

時間の長さや、放置により占有されるスペー

スの広さ等とは関係なく、それは間違いなく何

等かの形で第三者に対し不利益を及ぼしてい

るはずである。 

 残念なことにも、既に自転車の放置が慢性

化してしまっている都心部駅周辺では、その

交通機能や街の美観を損ねている現実とは

裏腹に、放置自転車の絶えない日常そのもの

が、無意識のうちに「あたかもそこになくては

ならない都市の一般的光景である」かのような

錯覚すら覚えてしまうこともある。ましてや利

用者の中には初めからその場所が既設の自

転車駐車場であると思い込んでしまい、何の

疑いもなくその場所に自転車を放置するよう

になってしまった人々がいる可能性も高く、そ

の光景が周囲に与えている悪影響の度合は

かなり高いものであると考えられる。さらに心

配されるのは、これまで何らかの不利益を被

っていた周辺住民等の当事者でさえもその感

覚が麻痺してしまい、放置自転車に対する善

悪の区別が曖昧になって来てしまっていること

である。人それぞれの置かれている立場によ

っても、また既にあきらめの感もかなりあるの

だろうが、結果として市民にその事の重大さが

認識されておらず、それらの関連要素も含め

て、都心部の放置自転車問題は根本的な解

決策を見出せないまま今日に至っているので

ある。 

 前出、総務庁交通安全対策室による平成１

１年実態調査結果を見ると、「駅周辺における

自転車等の放置状況」（図２）は、全国レベル

では昭和５６年をピークに年々減少傾向をた

どっているが、これを東京都に限って見た場

合、ここ２０年近くその数はほぼ横ばいという

結果になっている。また、東京都総務部交通

安全対策室による「都内における駅前放置自

転車の現況について（平成１０年１０月実施）」

の記述を見ると、放置台数は平成２年をピー

クに減少傾向にはあるものの、依然、約１９万

７，０００台もの駅前放置自転車が存在してい

ることが報告されている。 

(図２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：内閣府 HP 

     （http://www8.cao.go.jp/） 

 都心部での重要課題のひとつともいえるこ

の放置自転車問題の対応策（都心部では特

に数年来、今だ根本的な解決をみていないの

で敢えて解決策と表現しない）としては、①駐

輪場の設置、②放置防止に関する教育（広

報）活動の強化、③放置自転車の撤去、等が

代表的なものとして考えられる。しかしながら

開発の進んだ都心部においては、既に駐輪場

の用地確保（地下駐輪場も含む）が現実的に

困難であったり、各個人の認識や道徳観念の

低さから放置禁止区域の標示を無視して放置

される自転車が後を絶たず、また撤去実施に



 

 

至っても費用負担の問題や、結局は行政側と

当事者の間でいたちごっこに終わってしまうな

ど、どれも根本的な解決を導くには至っていな

い苦肉の策と言わざるをえないのが実状であ

る。 

 尚、行政的なまちづくりの中で①の駐輪場設

置に関しては、従来から国による地方公共団

体への補助、あるいは民間事業者等への融

資・税制優遇措置等の支援措置が講じられて

おり、新設の交通バリアフリー法においても、

地方公共団体が作成した基本構想にその位

置付けがなされた場合には特に第１２条に関

する事項として扱われ、同様の支援措置が受

けられるようになっている。こういった諸制度

が事業者に対するインセンティブとして効果を

十分に発揮し、かつ実際に有効に活用されて

いくことがさらに活発化すれば、数少ない放置

自転車対策の切り札となることも考えられなく

はないであろう。 

 

３．放置自転車の実態とバリアフリー化を阻む

事例 

 あらためて言うまでもないが、自転車は近距

離を移動する際には非常に手軽な交通手段と

して、老若男女を問わず実に多くの人々に利

用されている。またその他にも健康増進効果

や道路渋滞の解消及び地球環境面への配慮

など、さまざまな利点がとりざたされており、今

日では自動車に代わる交通手段としてさらな

る利用促進が叫ばれていることも事実である。

しかしながらこの「いいこことずくめ」のように

見える自転車もひとたび歩道上に大量放置さ

れることになれば、バリアフリーの視点から見

るとまさしくそれはバリア（障害、障壁）そのも

のであり、特に都心部の駅周辺では多大な悪

影響をもたらす元凶として、その立場をまった

く異にする形で存在する。 

 ここでは、都心部駅周辺での放置自転車の

実態と、実際に歩行空間のバリアフリー化を

大きく阻害している事例について触れてみた

い。 

 東京２３区内の中でもより都心部に位置して

いる、とある地下鉄駅周辺の歩道上では、そ

こが放置禁止区域に指定されているにもかか

わらず、毎日朝の通勤・通学時間帯を皮切り

に、利用者が帰宅時間を迎える夕方までのお

よそ半日間、数え切れない程大量の自転車が

放置されたままとなる状態が続く（写真１、

２）。 

（写真１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一応、当該駅周辺には地上出入口付近に一

箇所、地元自治体が管理する既設の無料自

転車専用駐車場がきちんと整備されてはいる



 

 

ものの、その設置されている場所と駅利用者

の通勤・通学経路との動線上の問題からか利

用率は思わしくなく、ざっと見ただけでも６～７

割程度の駐車率という不満足な数字に留まっ

ている。形式的には屋根のない平置き式の駐

車場で、おそらく 350～400 台は収容可能では

ないかと思われる規模を持つが、仮に利用率

が１０割に達したとしても現存する放置自転車

をすべて収容できるだけの能力は到底備えら

れておらず、いずれにせよその存在価値は非

常に低いものとなっている。 

 平成１４年６月初旬、晴天の平日を選び、午

前１０時３０分現在での駅周辺（当該駅から概

ね 200m 以内）における二輪車放置台数を数

日間にわたって調査した（計測）ところ、自転

車だけでもその数は１日平均約 2,000 台（筆者

調べ）に及んでいる。この 2,000 台という数字

は、全国規模で実施された同様の調査結果と

比較してみてもかなりの高水準（前出、総務庁

交通安全対策室による平成１１年実態調査で

は最寄り駅から概ね 500m 以内の地域を調査

し、ワースト１０位の駅では放置台数 2,173 台

という結果）を示していると言える。しかも

2,000 台の内のその何割かは撤去されるまで

の期間常時放置され続けたままになっており、

ここ数年間、末期的な状態が続いているとい

ってもおかしくない。この（筆者調べ）数値結果

からも証明されるように、当該地区では駐輪

施設の不足が大量路上放置の最大要因とな

っていることは明らかであり、新たな駐輪施設

の建設や、至近距離からの自転車利用を抑

制する等、何らかの形で収容能力の不足を補

っていかない限り根本的な解決は見られな

い。 

 結局これといった対策もないままに、行き場

（置場）を失った自転車は当然のように歩道上

に流れる形で大量放置され、前述のようにそ

の光景は普段からその場になくてはならない

不可欠なもののようにごく自然に？存在して

いるのである。随所に設置された「放置禁止

区域」や「駐輪禁止」を報せる標示板（写真３、

４）も、必然的に放置自転車が溢れてしまうこ

の地域ではまったく意味のないシロモノであり、

それ自身何ら有益な効果を発揮するに至って

いない。今さら言うまでもなく、自転車が放置

されている歩道上のスペースはあくまで歩行

空間として整備されている歩道であり、決して

自転車を駐車させるために設けられたスペー

スではないのである。 

（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ちなみに参考ではあるが、前掲（写真２）の

歩道は幅員が６ｍ、その内植栽が１．６ｍある

ため、計算上４．４ｍの歩行空間が設けられて

いる。しかしながらその実態は、放置自転車

の不法占有により実質２．２ｍ（５０％）程度の

歩行空間しか確保されていない状況となって

いる。 

 このような状況下に置かれ、実質放置自転

車を抑制することが極めて困難となっている

当該地区では、いわば二次的と言わざるをえ

ない対策を施している。日曜祝日を除いた毎

朝午前７時から１１時までの時間帯は、シルバ

ー人材センターから派遣される数人の「整理

員」の人々によって随時歩道上に溢れ返る自

転車が丁寧に並べ替えられ、かろうじて秩序

ある？歩行空間が確保されているのである。 

 ただし、こうした対策により整然と並べ替えら

れた放置自転車も、いわば「人任せ」により一

時的に良好（といえるかどうかは？）な状態を

保つだけであり、利用者各個人のモラルの向

上が図られなければ、その良好な状態も決し

て長続きすることはありえない。事実、整理員

の人々が活動を終える午前１１時をひとたび

過ぎれば、後から来る利用者によってまたたく

間にその隊列は乱され（写真５）、歩道上に設

置されている視覚障害者誘導用ブロック周辺

のスペースについてはその機能を発揮するこ

となく、乱立する放置自転車により経路を大き

く塞がれてしまう（写真６、７）。 

 
 
 
 
 
 
 

（写真５） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真７） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当概地区ではこういった場面が日々至るとこ

ろで見受けられ、その光景を目の当たりにし

た限りでは、「自転車利用者に視覚障害者誘

導用ブロックの重要性がまるで認識されてい

ない」、と言わざるをえない。 
 ところで、前掲（写真１、２）に見られるような



 

 

自転車が歩道上に整然と並んでいる光景は

あくまでこの「整理員」の人々によって是正さ

れた直後の一時的な状態のものであり、決し

て自転車を利用する各個人の自発的な行動

によるものではない、ということを念のため申

し添えておく。 
 また当該地区では、昨今の都心回帰の時流

に乗って、現時点でも将来に向けた大規模な

マンション開発等が相次いでおり、今後もそれ

に伴う大幅な人口の増加が見込まれている。

その影響から、放置自転車についても今後さ

らに増加の一途をたどることは目に見えて明

らかであり、早期に有効な打開策を立ち上げ

ることが出来なければ、末期的ともいえるこう

した状況からさらなる事態の悪化が進展して

いくことは避けられない事実となる。 

 その一方で今回実態を調査した駅の鉄道事

業者においては、従前からバリアフリー化へ

の取組に非常に積極的であり、一昨年の交通

バリアフリー法の施行も後押しをする形でより

一層の施設整備が全社的に推し進められて

来ている。当該駅でも、最近目立ったところで

はエレベーター１基が新設されたことにより地

上出入口から改札口（新設エレベーター）及び

改札口からホームまで（既設エレベーター）の

上下間の移動に関しては円滑な移動の確保

が図られ、着実にバリアフリー化の施設整備

水準は向上して来ている。 

 このような法制度による義務化及び事業者

の努力等によって、公共施設の整備等、ハー

ド面でのバリアフリー化は着々と進展している

ものの、それを利用する各個人のモラル、バリ

アフリーに対する社会認識等の低さは放置自

転車の実態からもわかるように、非常に残念

なことではあるが現在の世の中の流れに逆行

していると言わざるをえない。 

４．心のバリアフリー普及に向けて 

 今回とりあげた放置自転車の実態はあくま

でほんの一例に過ぎないが、いずれにせよ、

健常者である一般市民のバリアフリー問題に

対する理解の乏しさを反映した紛れもない事

実であり、これまでの流れはハード整備偏重

型の社会であったことを暗に象徴した結果で

ある、と言わざるをえない。ハード整備がなさ

れたらそれで終わりという単発的な施策では

なく、そのハード機能を十分に活かすためにも、

以降継続して一般市民に広く周知徹底を図っ

ていくことが重要である。ここで大事なのは、

あくまでバリアフリー問題は広く社会全体を包

括している問題であり、高齢者や身体障害者

といった特別な人々だけを対象とする限定的

な考え方ではない、ということを大前提として

各個人が認識しなくてはならないことである。 

 そうした観点から見ると、交通バリアフリー

法では第２０条に（国、地方公共団体及び国

民の責務）の規定がなされており、その第３項

によると、「国は、広報活動等を通じて、移動

円滑化の促進に関する国民の理解を深める

よう努めなければならない。」となっており、国

が一般市民の問題意識定着に対して対策を

講じることが謳われている。 

 さらに同条第５項では国民の責務として、

「国民は、高齢者、身体障害者等の公共交通

機関を利用した円滑な移動を確保するために

協力するよう努めなければならない。」として

いる。 

 ただこれらの二つの条文を読む限りでは、国

民は具体的にどのような理解のもとに協力態

勢を整えていかなければいけないのかが明確

にはされていない。いわば受動的な立場に立

つ国民からみれば非常に解釈に苦しむところ

である。ただ、決して批判をしている訳ではな



 

 

く、これは法律にありがちな文章表現であるが

ための単純なとまどいであり、逆に「国民一人

一人が社会生活を営んでいく上で協力してい

かなければならない部分や、役割を自分なり

に考え、理解し、実践して行くことが必要不可

欠である。」ということとしてこれを前向きに捉

えなければならないものとして考えたい。 

 国土交通省では昨年秋から一般市民を対象

にした「交通バリアフリー教室」を全国１０ブロ

ックごとに開催し、“心のバリアフリー化”を推

進している。これは高齢者や身体障害者の抱

えるハンディキャップを実際に疑似体験し、ど

んな支援が必要なのかを参加者に考えてもら

うことを目的として実施された活動である。事

実、健常者である一般市民からは「車椅子や

視覚障害の人に援助の手を差し伸べたくても、

どう手伝ったらいいのか分からない」との声が

数多く聞かれているとのことである。こうした

「生の声」を反映し、国民にとってその認識度

合を深めて行く機会が着実に増えて来たこと

は、わが国もバリアフリー社会の実現に向け

てわずかながらではあるが前進したと言える

のではないだろうか。 

 不意に街中で困っている人がいる場面に遭

遇した場合でも、ごく自然に声を掛けることが

でき、かつ必要に応じて的確な手助けをする

ことのできる「心のバリアフリー」が近い将来に

おいて国民に深く浸透すること、さらには、「バ

リアフリー」、「ノーマライゼーション」といったよ

うな特別な言葉をわざわざ用いることなく、そ

れが社会生活を営む上で至極当然な考え方

であると社会的に定着させること等が、実は

意外にもごく身近なところで存在する非常に重

要な課題となって来ているのである。 

 昨今の法整備の流れ（交通バリアフリー法

成立やハートビル法改正への動き等）は、こう

した課題克服に向けて非常に力強い原動力と

なる可能性を大きく秘めており、また今後の活

用方法によっては、身近な存在である地域社

会を形成する“まちづくり”といった観点からも

広く普及、展開されていくことが考えられる。

実際にこれらが大きな足がかりとなって、将来

理想とされるような福祉国家の実現に向けて

国民が自発的に貢献していくこととなる一つの

きっかけとしての機能を果たすと同時に、わが

国における地域社会のさらなる発展・形成を

目指していくことが期待される。 
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