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白で自転車が描かれた自転車専用道

例えば当時の新聞記事は、クルマ

3.11 の大震災などの災害も経験した
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アピールしていきたいと思っている。
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白い自転車で警らと称して歩道を走

自転車活用推進研究会の講演を拝

動車社会に憧れるあまり車道はクル

る警官の姿を目にするにつけ、クル

聴し、ヨーロッパの進んだ交通施策

マの都合を最優先に、クルマの邪魔

マを頂点とする路上のヒエラルキー

や道路環境を聞き知っている現在の

になるものは排除して当然だ、国民

を信奉する『 クルマ脳』の根強さに

自分から見ればこの年の道交法改正

皆ドライバーで全員がクルマに乗る

44 年前の法改正の影響力の大きさ

は、その発想の貧困さに頭を抱えて
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を改めて感じてしまう。

しまうものだ。なにより多発する交

おのずと一掃されるといった安易で

自転車が走っていない歩道で子供
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国民皆ドライバー時代

て歩行者・自転車を保護するマネジ
メントや規制をするのが本来の方向

性のはずだ。にもかかわらず、その
ことには触れず被害者を隔離してこ

「自転車検定」を始めました
インターネットで、いつでも受験できる「自転車検定」
サイトを設けました。
無料のお試し検定も行っています。自転車活用推進研究会のホームページ
からどうぞ。
〈 http://www.cyclists.jp/ 〉
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