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市民と行政と民間企業と共に長期的･持続的･総合的な視
点による個々の利益ではなくみんなの、まちの利益とな
る新たな都市づくりを実現するため、都市の具体的な将
来像を共有し、その実現に向けて様々な主体と連携しな
がら、企画から計画、設計、運営まで携わる、一貫した
都市デザインを実践する。 

設立　2002年8月 
所在　仙台市青葉区 
会員　30名 
所員　5名 



（１）課題の把握 

! 都心部における自転車は、安全安心を脅かす存在という捉えられ方が
あり、条例制定以降さらに主流化している。 

! 自転車利用者のマナーやルールの理解度はさまざま 
市政モニターアンケート(平成30年4月)「ルールの理解度」は項目ごとに理解度がバラつく。 

! 自転車の「楽しさ」が感じられる観点を重視した行政施策の立案が必要 

（２）事業の目的 

"  自転車の“自由さ”と、健康に良い・環境に優しいといった“多幸感”を生か
した「ファンライド」という楽しみ方が、市民・観光客へと広がる。 
 

"  令和3年度を計画期間初年度に予定する次期「仙台市自転車利用環境総合
計画」における質の高い環境づくりへと繋がる。  

＜事業概要＞ 



（３）具体的な数値目標 

"  協働テーブルの設定：隔月程度で開催 
市民団体、企業、公共施設、専門家、行政が、自転車利用環
境づくりに主体的に参画し、さらなる市民の関わりの機会を
創出する。 

 

"  協働でつくる「ファンライド」コンセプト十ヶ条 
市民が取り入れたくなる自転車の乗り方・楽しみ方をつくる。 

 

"  定量的データの調査：約五十人・台分の経路 
都心部自転車ネットワーク路線の課題や魅力を明らかにする。  

＜事業概要＞ 



経路調査 
市民を対象. 
コンセプト評価
+分析の仕組み. 

 
 

自転車の楽しさを 
重視したまちづくり 
・行政施策の展開 

今回のプロジェクトで 
リーチできる範囲を超えて 
ポテンシャルを引き出す 

 
自転車の“自由さ”  
“多幸感”を生かす 
ファンライド 

 
①経路調査 

②動画ｺﾝﾃ ﾝ ﾂ制作 
③協議会 

コンセプト 
の設定 自転車の楽しさ 

動画コンテンツ 

協議会・月1回 協議会・隔月1回 7月 

プレ経路調査 
市職員を対象に 
自転車ＮＷ路線
と実態との検証. 

3月 

▲ 
現在 



協働のテーブル （仮称）S C Pファンライドマネジメント協議会 

日時／場所	 内容	

第０回	 4/27（月）17:00-18:00 
オンライン	

#  自己紹介 
#  これからの自転車の可能性	

第１回	 5/20（水）16:00-17:30 
オンライン	

#  市内の自転車利用環境 
#  ファンライドのコンセプト＆ターゲット	

第２回	 7/1（水）16:00-18:00 
青葉の風テラス	

#  ファンライドのコンセプトとりまとめ 
#  ファンライド発信の取組み・アイデア 
#  経路調査（市職員モニター結果速報） 

第３回	 9/2（水）16:00-18:00 
青葉の風テラス	

#  「新・交通プラン」について【情報提供：交通政策課】 
#  経路調査（市民モニター募集状況、市職員モニター結果） 
#  映像制作の方針・役割分担	

メンバー 	長江剛志（東北大学技術社会システム准教授）, 氏家滉一（都市設計）, 山口雅之（自転車の山口屋）, Metro

	Cycling Club（善積,佐々木,狩野）, 仙台市自転車交通安全課（黒川,小山,佐藤）, 都市デザインワークス	

コロナ禍でのオンライン会議	 交通に関する勉強会	７月から対面での会議	意見交換の板書	
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検討にあたっての資料 



経路調査 
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本庁舎や分庁舎等に勤務する
方、または地図上に記載する
住所に居住する方で、自転車
を週３日以上利用する方は、
調査にご協力ください。 

コロナ禍での実施となったため、対象範囲を仙台市都心部に拡大し、主に「自転車ネットワーク路線」

に対する自転車走行の実態を把握する調査とした。	

!  仙台市職員を先行的な調査対象として設定	

!  自転車で利用する経路情報の提供に協力するモニターを募集 
	6/1 	募集開始（庁内掲示板, 各課への協力依頼） 

	7/10頃 	募集〆切	
!  モニターにはＧＰＳ機能付きサイクルコンピュータを２週間貸し出して各自で記録	

!  返却されたＧＰＳ情報は東北大学・長江准教授に可視化を依頼	

　サイクルコンピュータは自転車に取り付けて［速度］［走行距離］等

を計測する機器のことです。 

　今回使用する【 iGS130 】は、GPS位置情報を用いて測定するタイ

プのなかで、取り付けるものが少なく機能がシンプルなので取り扱いが

簡単で比較的安価な製品です。 

　充電容量は最大22時間なので、自転車の乗り降りの際に電源のオン/

オフをしてもらえれば２週間、充電なしでも保つと思われます。 

　どんな自転車にも取り付けられる 

ので、もちろんダテバイクにも可能 

です。取り付けを省略されたいときは、オンの状態で

カバンやポケットに入れて走行しでも、ほぼ問題なく

測定できます。 

 

　パソコンにＵＳＢケーブルで接続してデータをアプ

リケーション（Strava など）に取り込むと、マップに

走行ルートを表示できます。（スマホとは接続不可） 

新しい自転車の楽しみが見つかるかもしれません♪ 
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市職員モニター数：４３名	

各区・市外からの通勤者, 
20代〜60代, 男性多数	



ＧＰＳサイクルコンビュータの使い方　 い・ろ・は 2020.6 
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⒈ ⒉ ⒊ 

⒋ ⒌ ⒍ 

サイコンの土台となる器具を
取付けます。突起のある部品
を２種と、ゴムの輪っか２個
を使います。 

ラバー素材の部品を下にして
重ね、取付けたい箇所で輪っ
かを突起に引っ掛け、裏側を
通して、反対側に掛けます。 

もう一つの輪っかを同じよう
に掛けたら土台は完成です。
輪っかのゴムは堅めなので力
一杯に引っ張ります。 

サイコン本体の裏面と器具の
凹みの向きを合わせて、９０
度回転させると、”カクっ”と
しっかり固定されます。 

本体下部の左ボタンを長押し
すると電源が入ります。 

本体画面の左上にGPS 
マークが表示されたら 
準備完了。  
屋内ではGPSの検索ができません.
初回や使用頻度が低い場合, 屋外
でも表示まで２分程度かかります. 
先に⒎ へお進み下さい. 

⒎ ⒏ ⒐ 走行の直前に左ボタンを押し、
画面右上に記録マーク(▶!)が
表示されたことを確認します。  
マークが表示されていない状態で
も走行速度等は表示されます. 
走行中には必ず記録マークを確認
して下さい. 

諸般の都合で記録を中断した
い場合は、左ボタンを押すと
停止マーク(    )が表示されま
す。GPS経路は残りません。  
記録を再開する際には、もう一度、
左ボタンを押して下さい. 

走行が終了したら左ボタンを
長押しで電源をオフにします。  
自動オフの機能は付いていません.  
忘れずにオン/オフすれば、２週間
充電せずに保つ見込みです． 

プラスチック素材 
ラバー素材 

輪っか 

自転車の 
フレーム等 

＜取付け断面＞ ＜引っ掛け方＞ 

◎ ○ 
フレームが太
い,ゴムが伸び
ない場合は可． 

���!
����!

左 
ボタン 

右 
ボタン 

中央の数字は走行速度の表示, 下部の数字
は右ボタンで表示を切替え*     詳細は裏面へ 

〓

電池が切れた場合、付属のUSBケーブル
を用いてご家庭で充電して下さい. 

電源オンの状態で右ボタンを押すと、画面下
部の表示が５つの項目順に切り替わります。 

P l ease !   
＜持ち歩き＞ 
駐輪などで自転車から 
離れる際には、本体を 
回転させて取り外し、 
カバンに入れる等して 
持ち歩き、盗難防止に 
努めて下さい。  
＜DATEBIKE＞ 
ダテバイクを利用する際 
にもサイコンを持ち歩き 
下さい。その際は電源を 
オンにして記録マーク(▶!)が表示させて、本体を
カバンやポケットに入れて走行して下さい。  
＜雨の日の利用＞ 
サイコンは防水仕様なので、急な雨の 
日でも安心してお使い下さい。 

A t t en t i on !   
＜GPS電波障害＞ 
サイコンのGPS機能は、ビルや街路樹などの影響
を受けやすいため、表示される速度が急に変化す
る可能性があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜安全運転＞ 
運転中は画面の数値ばかり気にして走ると事故に
遭うことも考えられるので、くれぐれも安全運転
を心がけて下さい。 
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Contac t  
 
分からない事やお困り事などありましたら、
お気軽に市民局 自転車交通安全課 推進係の
佐藤までご連絡ください。 
 
電　話：022-214-1075（内線 726-2822） 
メール：masumi_satou_2@city.sendai.jp 

サイコンをUSBケーブルでパソコンに接続す
ると、充電ができるほか、サイコンに記録さ
れたGPSデータファイルをパソコンに読み込
むことができます。  
＜読み込み方＞ 
STRAVAというウェブアプリに登録(無料)
して、[アクティビティをアップロード]→ 
[ファイル選択]からサイコン内のfitファイル
を選択。走行ルートが地図上に表示されます。 

イコンの詳細な使い方 パソコンとの接続 

Ex)  
Q  １日でどのくらいの距離
を移動した？ 

A  [DST]をチェック  
Q  調査期間中の平均速度は
どのくらいの速さ？ 

A  [AV]をチェック 
なおサイコンには400時間分のGPSデータを記録する容量
があります． 

※ 仙台市行政情報セキュリティポリシーに基づき、サイコン
を庁内LAN端末に接続することはできません。充電・デー
タ読み込みをする場合は、個人のパソコンで行って下さい。 

!  サイクルコンピュータの取扱説明書と動画を制作	

!  一般市民に対象を広げてモニターを募集 

	9/1 	募集開始（特設ページをＵＤＷホームページ内に開設, 市政だよりに掲載） 

	10月中 	追加募集予定	

!  モニターへのアンケートでは、オススメの路線、課題のある路線、自転車の選択理由、コ

ロナの影響などの設問を設定	

!  中途の調査データを次期「自転車ネットワーク路線」の基礎資料として活用中	

現在、市民モニター数：２０名	

10代〜70代, 男女 
学生・会社員・主婦・高齢者など	

https://udworks.net/bicycle	



ファンライドコンセプト動画 

自転車の５つの楽しみ方を表す映像	

!  コンセプトの多様性を活かすため、複数の

主人公を人物設定	

!  異なるストーリーが一つの動画の中で調和	

!  モニターの中から出演者を募って、大人数で

実現できる迫力を演出するシーンを検討	

!  調査データを活用したグラフィックを検討	

映像を発信する仕組み	

!  ＳＮＳでの広がり・繋がりを生むよう、ハッシュ

タグの活用などを検討	

!  協議会メンバーが各々で積極的に発信	

参考となる多様性を生かした発信（Raphaサイトより）	
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自転車活用の視点	 安全利用の視点	

都市デザインワークス 
"  [協議会] 

進行・資料作成・記録 

"  [経路調査] 

基礎データ収集 

モニター募集、集計・分析 

"  [動画コンテンツ] 

ディレクション 
 

市民局 自転車交通安全課 
"  [協議会] 

出席・情報提供 

"  [経路調査] 

モニター募集 

 

"  [動画コンテンツ] 

各種手続き 

 

役割分担・協働内容  

月１回程度の打合せ 



協働による成果  

1.  コロナ禍における機転 

・調査方針（エリア, 検証内容, 対象者など）の適切な変更を行った［仙台市・ＵＤＷ］ 

・国内外の情報を収集することで、コンセプトメイキングの枠を拡張した［協議会］ 

・緊急事態宣言の最中においても協議会をオンラインで開催した［協議会］	

2.  前例の少ない調査手法の実施 

・徹底したリサーチによるコストパフォーマンスの高い調査手法を準備を整えた［ＵＤＷ］ 

・市職員に先行して行うことで、テストケースをつくることができた［仙台市・ＵＤＷ］ 

・行政職員の事務能力による適切な実行プロセスが確立した［仙台市］	

3.  有効な情報提供 

・動画による分かりやすく間違いの生じない調査モニターへの説明を行った［ＵＤＷ］ 

・ＧＩＳデータによる都市スケールでの実態を把握した［ＵＤＷ］ 

・協議会において関係部署を招聘した勉強会を行った［仙台市］	



"  せんだいセントラルパークをモデルにした事業展開 
自転車を含む将来的な交通の在り方, 実態把握データの在り方 
Ex) トランジットモール, Non-Motorized Vehicle, 自動運転電気バス　　コミュニティサイクルのGPS分析 

"  次期「仙台市自転車利用環境総合計画」モデル事業 
Ex) 自転車レース等の社会実験, サイクルツーリズム・ロゲイニング等の体験プログラム 

"  企業との連携強化, 総合計画・環境基本計画・新交通プラン等との連動 
Ex) 自転車活用フェアの開催　　ウォーカブル＆バイカブル, 水辺のサイクルツーリズム 

今年度の予定  

次年度以降の事業展開  

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

◎ 
協議会 

◎ 
協議会 

調査募集 集計・分析 

映像企画 撮影 編集 仕上げ 発信 


