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1-2 Revitalization of a Cycle Culture -
Biking again in Guanzhou

Bram van Ooijen

2-4 Cities for People - Copenhagen
studies in urban life

3-3 Cycle Route Networks - Sustrans
creates popular cycle routes through
public involvement
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2-3 Quality of Life and Bicycle - How
Curitiba has become one ofthe
world's most livable cities

「Cychsts&Cychng Around the World」 は、 自転車イン

フラ、安全、シェアサイクル、 自転車文化、普及・啓
発をもとに経済発展、環境問題などについて挑戦 して
いる世界中の多様な事例から、 これからの日本各地の

自転車施策によ
′
る持続可能なまちづ くり、地域振興に

利 く多 くの価値観 。考え方の ヒン トを与えて くれます。
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4-2 Sale Routes to Schools - From
road safety to community building
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experience
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HPで日本語版を読むことができます
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example of the Dutch 'bicycle and
train'system

1-4 Socio^Economic lmpact of Cycle-A
gendered social perspective of cycling
in lndia
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「Cvc‖sts&Cvc‖ ng Around the Wor:d」 が見せ
てくれる世界の自転車事情から学ぶもの

ポー トラン ド自転車戦略

対象は「興味はあるが懸
している」「8-80」

Cyclists&Cycling Around the Worid勉 強会 「Cyc‖ sts&Cycling arOund the wOrid」 は、Juan Carlos Dexter、 Mike Hughesと 、Lotte Bechに よって編集され、2013年 に出
版された、まさに世界中の自転車利用に関するレポートを取り纏めた書籍です。2017年 から三国千秋をはじめとする有志による翻訳の勉強会が立ち上がり、その背景
や特徴についての読み込み、我々日本の自転車施策が学べる事について議論しています。本書からは、欧州や北米だけでなく、南米やアフリカ、アジアなど、これまで
我々が自転車施策を語る時に多くは目にしなかつた国々からの事例があり、それぞれの取組の工夫、着想、そしてなにより将来を広く見据えた前向きで着実な取り組み
に感銘と感化をうけています。単に直接的な自転車利用環境ではなく、経済的な自立、社会参画、教育、文化、女性の地位向上など、改めて我々も考えるテーマが多く
あります。ポスターセッションでは、これから我々が施策を行う上でのヒントとなるキーワードをご紹介します。
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「遊び」によるトレーニ

ング 知識だけでなく技
能も 親たちも力を得た
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英国NGO(SustFanS)に よ
る全国的自転車道ネット
ワーク作 り
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Cyclists & Cycling
Around the World

http:liwww.cyclists-wo r[d co rn

フ ル′curitiba′ :革新的

な自転車施策とBRT導入が
生活の質の向上へ

!

カーゴバイクは物流や職

業機会の新たな可能性を
生む

鉄道など多様な交通と有

機的、物理的に組み合わ
せた自転車政策

自 を所有することで

向上するイン ド貧困層女

性の生活
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7. Cycle Advocacy and


