
◆ 目的：目的：目的：目的：

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故

ます。自転車は

通行が常態となってきました。

宇部市では、

き、

まちづくり市民会議

の通行場所のあり方と整備方法を話し合い、

する

なお、検討区間は自転車・歩行者通行が比較的多い

原町草江線（神原交差点～清水川交差点）

えて

様の参加を心よりお待ちしています。

 

◆◆◆◆    

◆ 

    

◆◆◆◆    

回

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

・参加費無料、ただし、視察バスツアーは

資料代

・宇部市シルバーふれあいセンター

◆ 問合せ・

村上ひとみ

e-mail: 

 

自転車

目的：目的：目的：目的：  

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故

ます。自転車は

通行が常態となってきました。

宇部市では、

、車道に自転車レーン

まちづくり市民会議

の通行場所のあり方と整備方法を話し合い、

することを目的としています。

なお、検討区間は自転車・歩行者通行が比較的多い

原町草江線（神原交差点～清水川交差点）

えて、歩く方、自動車の

様の参加を心よりお待ちしています。

 

    主催：主催：主催：主催：    うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議

 後援： 宇部市・

    日程と内容日程と内容日程と内容日程と内容

回 

第１回 6月

13：

第２回 7月

7：

第３回 8月

13：

第４回 9

18：

第５回 竣工後に設定

・参加費無料、ただし、視察バスツアーは

資料代・昼食代

・宇部市シルバーふれあいセンター

宇部市琴芝町二丁目

TEL：0836-38

JR 琴芝駅下車

問合せ・申込

村上ひとみ（山口大学工学部）

TEL 0836-85

mail: hitomim@yamaguchi

自転車

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故

ます。自転車は道路交通法の上で、軽車両であり、車道の左側が本来の通行場所ですが、

通行が常態となってきました。

宇部市では、「安全で快適な

車道に自転車レーンの

まちづくり市民会議・ＵＮＣＣＡ）

の通行場所のあり方と整備方法を話し合い、

ことを目的としています。

なお、検討区間は自転車・歩行者通行が比較的多い

原町草江線（神原交差点～清水川交差点）

、歩く方、自動車の立場

様の参加を心よりお待ちしています。

うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議

宇部市・宇部市地球温暖化対策ネットワーク

日程と内容日程と内容日程と内容日程と内容    

日 程 

月21日（土） 

：30～16：00

月10日(木） 

：00～19：00 

月/2日(土） 

：30～16：00

9月9日(火） 

：30～21：00

竣工後に設定

・参加費無料、ただし、視察バスツアーは

・昼食代１５００円

・宇部市シルバーふれあいセンター

宇部市琴芝町二丁目 4 番

-38-7000 

琴芝駅下車 徒歩 2

申込先：  

（山口大学工学部）

85-9723  

hitomim@yamaguchi

自転車通行帯

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故

道路交通法の上で、軽車両であり、車道の左側が本来の通行場所ですが、

通行が常態となってきました。 

「安全で快適な自転車

のモデル施工

・ＵＮＣＣＡ）が三者協議を進めています。

の通行場所のあり方と整備方法を話し合い、

ことを目的としています。 

なお、検討区間は自転車・歩行者通行が比較的多い

原町草江線（神原交差点～清水川交差点）

立場から、近隣

様の参加を心よりお待ちしています。

うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議

宇部市地球温暖化対策ネットワーク

 

00 

シルバーふれあいセンター

 

 

大分市を予定

 

00 

シルバーふれあいセンター

 

00 

シルバーふれあいセンター

竣工後に設定 

・参加費無料、ただし、視察バスツアーは

円。 

・宇部市シルバーふれあいセンター  

番 25 号  

2 分 

（山口大学工学部） 

hitomim@yamaguchi-u.ac.jp 

帯安全マップ

参加者募集！

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故

道路交通法の上で、軽車両であり、車道の左側が本来の通行場所ですが、

自転車利用環境創出

施工を計画しており、市の

が三者協議を進めています。

の通行場所のあり方と整備方法を話し合い、走行

なお、検討区間は自転車・歩行者通行が比較的多い

原町草江線（神原交差点～清水川交差点）です。

近隣の皆様、ご関心の皆

様の参加を心よりお待ちしています。 

うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議うべ交通まちづくり市民会議    

宇部市地球温暖化対策ネットワーク

場  所 

シルバーふれあいセンター

第２講座室 

大分市を予定

シルバーふれあいセンター

第２講座室 

シルバーふれあいセンター

第２講座室 

 

・参加費無料、ただし、視察バスツアーは 

 

 

 

安全マップづくり

参加者募集！

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故

道路交通法の上で、軽車両であり、車道の左側が本来の通行場所ですが、

利用環境創出ガイドライン（

しており、市の

が三者協議を進めています。

走行方法のわかりやすい

なお、検討区間は自転車・歩行者通行が比較的多い市道神

す。自転車に加

の皆様、ご関心の皆

     http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/

宇部市地球温暖化対策ネットワーク

 

シルバーふれあいセンター

第２講座室 

・概要説明

・自転車整備セッティング・試走

大分市を予定 ・自転車通行

試走予定）、スケジュール後日案内

シルバーふれあいセンター

第２講座室 

・宇部市の自転車レーン形態案の説明

走・走行安全マップ作り

シルバーふれあいセンター

第２講座室 

・走行安全マップ・啓発ちらし作り

・竣工記念走行、完成発表会

づくり 

参加者募集！！ 

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故

道路交通法の上で、軽車両であり、車道の左側が本来の通行場所ですが、

ガイドライン（国土交通

しており、市の道路関係課・宇部警察署・

が三者協議を進めています。このワークショップ

方法のわかりやすい啓発マップ

市道神

に加

の皆様、ご関心の皆

http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/

宇部市地球温暖化対策ネットワーク(UNCCA)

・概要説明 ・自転車走行の交通法規

・自転車整備セッティング・試走

・自転車通行帯視察バスツアー

試走予定）、スケジュール後日案内

・宇部市の自転車レーン形態案の説明

走・走行安全マップ作り

・走行安全マップ・啓発ちらし作り

・竣工記念走行、完成発表会

 ワークショップ

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故

道路交通法の上で、軽車両であり、車道の左側が本来の通行場所ですが、

国土交通省・警察庁

関係課・宇部警察署・

このワークショップ

啓発マップを

http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/

(UNCCA) 

内  

・自転車走行の交通法規

・自転車整備セッティング・試走

帯視察バスツアー

試走予定）、スケジュール後日案内

・宇部市の自転車レーン形態案の説明

走・走行安全マップ作り 

・走行安全マップ・啓発ちらし作り

・竣工記念走行、完成発表会

ワークショップ

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故

道路交通法の上で、軽車両であり、車道の左側が本来の通行場所ですが、1970

警察庁、2012

関係課・宇部警察署・市民団体（

このワークショップは、市民参加で自転車

啓発マップを作成し、

http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/http://www.ubekomachi.net/        

  容 

・自転車走行の交通法規

・自転車整備セッティング・試走 

帯視察バスツアー(レンタサイクルで

試走予定）、スケジュール後日案内 

・宇部市の自転車レーン形態案の説明

 

・走行安全マップ・啓発ちらし作り 

・竣工記念走行、完成発表会 

2014.06.09 V7

ワークショップ 

自転車は環境にやさしく、健康づくりに役立つ乗り物ですが、ルールを守らなければ、事故の危険があり

1970 年代から

2012 年）」に

市民団体（うべ交通

市民参加で自転車

、交通安全に

・自転車走行の交通法規  

レンタサイクルで

 

・宇部市の自転車レーン形態案の説明  ・現場実

2014.06.09 V7 うべこまち

危険があり

年代から歩道

に基づ

うべ交通

市民参加で自転車

に寄与

レンタサイクルで

・現場実

うべこまち 



 うべこまち 自転車ワークショップ 申込み書  

 

〆切： 2014 年 6 月 19 日(木) 

―視察バスツアー（中型・27 座席）は、6/19 以降も先着順で受け付けます。― 

 

ＦＡＸ番号：０８３６－８５－９７０１  

または e-mail：hitomim@yamaguchi-u.ac.jp 

 

 

１．氏 名：            ふりがな： 

 

性 別： 男・女        年 齢：  

 

２．所 属：              

 

３．郵便番号：      住 所：                       

電 話：   

e-mail：    

 

４．7 月 10 日(木)の視察バス旅行に：  参加 ・ 不参加  ・ 未定 

 

５．自転車で：  試走する ・ 試走しない ・ 未定 

 

６．自転車や道路、交通安全について自由意見： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎記入いただいた個人情報は、本ワークショップの運営にのみ活用します。 


