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～自転車を活用した快適なまちづくり～
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１. 事業実施に至る背景

２. 事業目的

３. 実施概要

親子サイクルベンチ製作in表丹沢～自転車を活用した快適なまちづくり～

2015年6月20日(土)午前10時～午後3時

滝沢園（秦野市戸川1445）

秦野市在住の親子（小学生以上）

（５）　当日の参加者数
34人（大人17人・子ども17人）・14組

秦野市教育委員会

４. 実施内容

【サイクルベンチの設置場所】
公共施設：7台
　・秦野市：緑水庵、東公民館、田原ふるさと公園、市立図書館
　・神奈川県：ヤビツ峠、菜の花台、県立秦野戸川公園
民間施設：1台
　・セブンイレブン秦野名古木店

　『親子サイクルベンチ製作in表丹沢～自転車を活用した快適なまちづくり～』　事業報告書

　本年、秦野青年会議所では秦野サイクルシティ構想の具現化を目指しておりますが、昨年開催された秦野
まちづくりディスカッション2014においては、代表意見として「サイクルオアシス」の設置を希望する声もあり、市民
からは快適な自転車環境整備の実現が求められています。そこで、本構想の柱の1つでもある「快適な自転
車活用」に基づき、市民と手を取り合いながら快適な自転車環境の整備を我々が率先して行う必要があると
考えます。

　参加市民に対しては、秦野サイクルシティ構想に基づく我々の活動を直接感じていただき、本構想の浸透
が期待されます。また、今回の活動を通して快適な自転車環境の整備が波及する事により、市内外からの
注目度の向上及び来秦者の増加が期待でき、我がまちの更なる地域の活性化に繋げる事を目的とします。

（１）　事業テーマ

（２）　開催日時

（３）　開催場所

（４）　事業の対象者

（６）　事業協力団体等

【サイクルベンチデザイン】
　サイクルベンチは、座面の脇に車輪を差し込み自転車を自立させて駐輪できる機能的な形を採用しました。
また、設置場所のスペースを考慮して、駐輪機能はベンチの一方向のみ設け、長閑な秦野の街並みに馴染
むよう、ベンチ正面を格子状に仕上げて山小屋の雰囲気を演出したデザインになります。更に、サイクルベンチ
のマークを表示する事により、利用者へアピールをする事が可能になります。

　長野県諏訪湖周辺で快適な自転車環境の整備を展開している「諏訪サイクルプロジェクト」が製作し運用
されている、自転車と人が休憩可能な「クロスベンチ」を参考に、秦野青年会議所が考案した「サイクルベン
チ」を市民と共に製作し、後日秦野市へ寄贈します。寄贈したサイクルベンチが市内各地に設置される事によ
り、快適な自転車環境の整備が実現します。また、サイクルベンチをセルフメンテナンス可能な塗装仕上げとす
る事で、将来、市民参加型のメンテナンスができ、地域活性化に役立つ持続可能なまちづくりにつながりま
す。

秦野JCオリジナルキャラクター

「まも車くん」



５. 当日の様子
　冒頭に秦野サイクルシティ構想やサイクルベンチを製作する意義について説明を受けた参加者は、全8グルー
プに分かれてサイクルベンチ製作を行しました。初めて電動インパクトドライバーを使う参加者もが多く、JCメン
バーのサポートを受けながら楽しんで作業に取り組んでいました。

秦野サイクルシティ構想の説明を受ける参加者 8グループに分かれて作業を開始

作業の説明を受ける参加者 お父さんの作業を見守る子どもたち

JCメンバーと息を合わせての作業 完成まであと少し

のこぎり作業に奮闘する親子 サイクルベンチ完成



６. アンケート調査

2015年6月20日(土)午前10時～午後3時/滝沢園（秦野市戸川1445）

参加者（大人のみ）

製作作業終了後にアンケートシートを配布し、協力を依頼

対象者17名/回収数15枚（回収率88.23%）

（５）調査結果開示
※

※一部設問では、重複回答があり回答数に差異が生じております。

設問（１）　本日の事業に参加された動機は何ですか？

□まちづくりに関心があった ％
□サイクルベンチ（ミニチェア）製作に興味があった ％
□子どもに木工作業を体験させたかったから ％
□親子の思い出づくりのため ％
□その他 ％

　 ％
※重複回答数「5」

設問（２）　本日の活動を通じて得られたものは何ですか？

□まちづくりに対する意識が向上した ％
□まちづくりの大切さを知った ％
□まちづくりに参加する楽しさを知った ％
□秦野JCの活動を知るきっかけになった ％
□共同作業により親子の絆が深まった ％
□特に得られたものはない ％
□その他 ％

％

その他

設問（３）　本日の活動趣旨はご理解いただけましたか？

□よく理解する事ができた ％
□何となく理解する事ができた ％
□理解はできないが、興味を持つようになった ％
□まったく理解できない ％

　 ％

秦野青年会議所との交流

合　計 15 100.00

合　計 34 100.00

選択項目 回答数 構成比率
12 80.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00

　このアンケート調査は、秦野JCが掲げる「秦野サイクルシティ構想」の実現へ向け、参加者（市民）より情報
を収集し今後のまちづくり事業に活かす事を目的として「親子サイクルベンチ製作in表丹沢」において実施いた
しました。

0.00
100.00

（４）　アンケート回収状況

（２）　調査対象者

（３）　調査方法

（１）　調査日時/場所

選択項目 回答数 構成比率
4 11.76

合　計

1 2.94
1 2.94

選択項目

9 26.47

25.00

8 23.53

構成比率回答数

4
10
5
0
20

1

2 5.88

9 26.47

アンケートは設問（１）～（６）に対して択一式または記入式により回答をしていただきました。但し、質問
（２）及び（４）は複数回答可になります。

5.00
20.00
50.00



設問（４）　快適な自転車環境の整備により、市内外から得られる効果についてお聞きします

□自転車を利用する市民が増える ％
□景観が向上して住み良いまちになる ％
□秦野市の観光名所として広く注目される ％
□市外より秦野市へ訪れる人が増加する ％
□秦野サイクルシティ構想が浸透する ％
□特別な効果は得られないと思う ％
□その他 ％

％

設問（５）　秦野市内において、快適な自転車環境をつくる為には何が必要だと思いますか？

設問（６）　本日の事業に対する感想や意見をお聞かせください。

合　計 31 100.00

・サイクルコースが分かりやすかったり、休める（トイレ）できる所が沢山ある
・道路整備
・道路の整備
・自転車の道を作る
・サイクリングコースを作る
・3年後の市内サイクルロードレース開催を目指して下さい
・レンタルサイクルサービス
・自転車道路の整備
・走って楽しそうな道
・自転車専用レーンを増やしてほしい
・自転車専用道の整備
・道幅を広げる
・専用路線、表示の充実
・自転車の駐輪場を増やしてほしいです
・サイクリングコースが欲しい
サイクリングコースに柵が欲しい
・自転車道の整備とPR
・自転車で親子が遊べる施設
・いろんな自転車がみられる展示場など
・自転車専用道路をつくる
・駐輪場、子ども向けの自転車練習（講習）場所

5 16.13
6 19.35
8 25.81
0 0.00
0 0.00

選択項目 回答数 構成比率
6 19.35
6 19.35

・親子だけだとなかなかDIYをゆっくりやらせてあげることが出来ず・・・とっても楽しめました、ありがとうございます
・楽しかった
・とても楽しかったです
・自転車イベントなら協力します
・親子の思い出作りができました
・ものづくりの楽しさを知りました
・親子で参加することができて、とても良かったです
・親子で製作に取り組めて楽しかった
・おもしろかった
・親子で楽しめました、またやってみたい！
・時間が経つのを忘れ楽しく参加できました
・ミニチェアのアイデアはgood！持ち帰れるのが良かったです
・開催通知に蛭の事を入れて欲しい
・作ったベンチに名前を入れたかった
・ベンチ設置場所のフィードバックがほしい
・子ども達に楽しい体験させていただき、ありがとうございました
・家ではなかなか出来ない事でした
・何かまた作りたくなった、作れて楽しかった
・楽しかった
・サイクルベンチを組み立てるだけでなく、重さ当てゲームなど工夫を凝らして頂いて楽しく過ごせました。
・鶴巻駅周辺のお店がどんどん潰れているのを何とかしたい！！
・本日はとても楽しめました、ありがとうございました
・とても楽しく参加できました、次も参加したいと思っています



７. サイクルベンチ寄贈先
　サイクルベンチは市内各地に設置し、山小屋をイメージしたデザインは表丹沢の背負う我がまちの景観と調
和しており、各寄贈先から高い評価をいただいております。今後は、市内外の人々の憩いの場として、人と自
転車が共に休憩できる多機能型サイクルベンチの一層の活躍が期待されます。

写真 写真

写真 写真

写真 写真

写真 写真

Aグループ：県立秦野戸川公園 Bグループ：市立図書館

Cグループ：ヤビツ峠 Dグループ：菜の花台

Eグループ：緑水庵 Fグループ：田原ふるさと公園

Gグループ：市立東公民館 Hグループ：セブンイレブン秦野名古木店



８. メディア掲載情報

９. 運営担当者挨拶

　2015年7月9日に秦野市役所で執り行われたサイクルベンチ寄贈式の様子が「タウンニュース秦野版（2015
年7月18日号）」に掲載されました。

　昨年開催された「秦野まちづくりディスカッション2014」においては、自転車利用者の休憩や観光案内、車両
整備等ができる自転車総合施設「サイクルオアシス」の設置が代表意見として採択されました。秦野青年会
議所が提唱した「秦野サイクルシティ構想」には「快適な自転車活用」が柱の一つとして定められており、我々
にできる事は何か、市民の声を形にするべく委員会内で意見交換を重ねてまいりましたが、資金面や運営面
を考えるとサイクルオアシスの設置には課題が多く、今は時期尚早と判断せざるを得ませんでした。
　そんな時に、週末の市内県道70号線沿線では、サイクリストの聖地であるヤビツ峠を目指す人々の自転車
（ロードバイク）は自立機能は無い為、壁面等に無造作に立てかけられ、まちの景観を損ねるだけでは無く地
元からは安全上の問題を指摘されている事を知り「何か我々の力で出来ないものか」との思いで問題解消へ
向けて調査を進めました。
　その結果、ヒントが秦野市の姉妹都市でもある長野県諏訪市周辺にある事を知り、現地視察で出会った
ものが、「クロスベンチ」でした。このクロスベンチは、我々と同様に自転車を活用したまちづくりを諏訪湖周辺で
展開している団体「諏訪サイクルプロジェクト」が考案したもので、湖畔の緑地と調和したスタイリッシュなデザイ
ンが美しく、人と自転車が共に休憩できるという全国的にも珍しい多機能型ベンチでした。このクロスベンチであ
れば我がまちが抱える問題解消に役立ち、将来的なサイクルオアシス設置の基礎になると確信した私たちは、
「秦野らしさ」をキーワードにデザインや普及方法等について日夜委員会で協議を重ねました。「秦野産の木
材を使用」「落花生の形」等、様々なアイデアが生まれましたが、最終的には表丹沢を背負う緑豊かな我がま
ちの景観に調和するよう「山小屋」をイメージしたデザインとし、一度聞いただけでも直ぐイメージできるよう名称
は「サイクルベンチ」に決定しました。更に、このサイクルベンチを通して地域住民の絆が深まり、地域の活性化
にも役立つよう、市民参加型のセルフメンテナンスが可能な塗装仕上げとし、秦野サイクルシティ構想の浸透
を図ると共にまちづくりの大切さや楽しさを伝え、我々の活動をもっと身近に感じてもらえたら…。そんな思い
で、今回は市内在住の親子と共にサイクルベンチを製作する事にいたしました。
　作業当日は、計14組の親子にご参加いただき各グループに分かれて8台のサイクルベンチを製作しました。
製作時は、木工作業や電動インパクトドリルの操作が初めての子どもが多く、悪戦苦闘しながらも楽しみなが
ら作業をしている姿がとても印象的でした。また、冒頭で秦野サイクルシティ構想や今回の活動趣旨を参加者
へ伝えた効果もあり、作業後のアンケート結果によると、当初の参加動機は「子どもに木工作業を体験させた
かったから」という意見が多数を占めておりましたが、一日を通して「まちづくりに参加する楽しさを知った」「秦野
JCの活動を知るきっかけになった」等の感想も多数を占め、我々の思いが参加者へ伝わり活動の趣旨をご理
解頂けたものと確信いたしました。今回の事業をきっかけに、まちづくりに興味を持つようになった参加者も多く、
今後も市民との協働でまちづくりを展開する意義は十分あったのではないでしょうか。

タウンニュース秦野版2015年7月18日(土)号より



　後日、サイクルベンチの寄贈が行われ、現在サイクルベンチは市内8ヶ所に設置されております。我々と市民
の思いがつまったこのサイクルベンチが、我がまちの景観や安全上の問題解消に役立ち、更には快適な自転
車環境の整備に寄与するものと信じております。そして、今回の事業を足掛かりに、市内外から訪れるサイクリ
ストの憩いの場としてサイクルオアシスの設置が実現する事を願っております。
　末筆になりますが、今回の事業開催に際し材料の加工作業等、昼夜を問わずご尽力頂いた委員会メン
バーをはじめとする秦野青年会議所のメンバーに心より感謝を申し上げますと共に、秦野サイクルシティ構想の
発展と実現の為に、以後も全力でまちづくりを展開していく事をお約束し、私の挨拶とさせていただきます。

地域力発信委員会 委員長　岩田純一
公益社団法人秦野青年会議所

秦野市サイクルベンチ寄贈式にて
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