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は じ め に 

 

 

自転車は、環境への負荷が少なく、健康増進効果も期待されるほか、街をゆっくりと

散策できるとともに行動範囲も広いことから、観光にも最適な乗り物であるとされてい

ます。昨今、サイクリングを楽しむ人や通勤等に自転車を利用する人が増え、全国でも

自転車サイクリングロードの整備やサイクリングコースの設定など、自転車を活かした

まちづくりが活発化してきています。 

堺市は、自転車製品の生産地であり、自転車を活用したまちづくりを早期から進めて

おり、堺都市政策研究所においても、平成27年度に「泉州地域における自転車を活かし

たまちづくりに関する調査研究」を行ってまいりました。 

本業務では、泉州地域や近隣地域でのサイクルルートの整備による地域活性化の可能

性を探ることを目的に、和歌山大学経済学部の辻本勝久教授の監修のもと、各地の自転

車道の整備状況を把握し、自転車道の整備による新たな効果を探り、広域連携による地

域活性化策について報告書にまとめました。 

この調査研究の成果を一つの題材として、地域の魅力を向上させ、自転車を活かした

まちづくりについて、地域住民をはじめ、企業、行政など各方面での議論が深まること

を期待します。 

 

平成３１年（２０１９年）３月 

 

公益財団法人 堺都市政策研究所 
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１．各地の自転車道の整備状況

１．１ 自転車の普及状況

・国内の自転車保有台数と自転車普及率（自転車保有台数÷人口）は上昇傾向にある。

図１．わが国における自転車の普及状況

出典：国土交通省(2017)「自転車の活用の推進に関する現状の取り組みについて」、

第 1回自転車の活用推進に向けた有識者会議配布資料より転載

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle-up/01pdf/05.pdf（平成 30年 12月 21日最終閲覧）
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１．２ 全国における自転車道とサイクルルートの整備状況

・平成 29 年 3 月末現在、自転車ネットワーク計画を策定済みの市区町村は 105 あり、

歩行者と分離された自転車通行空間の整備延長は 1730kmである。

・歩行者と分離された自転車通行空間の内訳は次の通りである。

歩行者と分離された 説明 整備延長

自転車通行空間の種類 （写真は図２を参照のこと）

自転車専用道路 専ら自転車の一般交通の用に供するために、独立して設けら 30km

れる道路

自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他 150km

これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分

自転車専用通行帯 車両通行帯の設けられた道路において、自転車が通行しなけ 430km

ればならない車両通行帯として指定された車両通行帯

車道混在 自転車と自動車を車道上で混在走行させるもので、必要に応 1120km

じて矢羽根型路面標示や自転車のピクトグラムが設置される

計 1730km

出典：国土交通省道路局・警察庁交通局(2016)「安全で快適な自転車環境創出ガイドライン」

図２．「自転車利用環境創出ガイドライン」「自転車ネットワーク計画」による自転車通

行環境の整備

出典：国土交通省(2017)「自転車の活用の推進に関する現状の取り組みについて」、第 1

回自転車の活用推進に向けた有識者会議配布資料より転載、

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle-up/01pdf/05.pdf（平成 30年 12月 21日最終閲覧）
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・サイクルルートの基礎的要件と、各地域の主なサイクルルートは次の通りである。

表１．サイクルルートの基礎的要件

出典：国土交通省(2015)「広域ネットワークの利活用の推進について」、第 4 回安全で快適な自転車利用

環境創出の促進に関する検討委員会配付資料より転載、

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/cyclists/pdf7/04jitensha_shiryou4.pdf（平成 30 年 12 月 21 日最終閲覧）

図３．各地域の主なサイクルルート

出典：表１に同じ
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図４．近畿地方周辺の主なサイクルルート
出典：2018/05/02 01:31 日本経済新聞電子版「自転車観光、関西南部で整備進む 歴史・風景 幅広く集客」、2018/5/1 12:01 日本経済

新聞 電子版「琵琶湖・淡路島・能登…長～い自転車道は招くよ 自治体、アプリなどで魅力アピール」、2018/05/01 21:50 日本経

済新聞電子版「中国 サイクリングコースに磨き－しまなみ 客船に自転車 旧三江線 駅舎活用探る」、2018/05/01 21:45 日本経済

新聞電子版「四国 伸びる！サイクリング 長距離コース整備続々」より転載

図５．大阪都市圏周辺の広域サイクルルート
出典：「大阪都市圏広域サイクルルート連携事業」より転載
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai47nintei_furusato/plan/a054.pdf（平成 30 年 12 月 26 日最終閲覧）
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１．３ 近畿 2 府 4 県の大規模自転車道

・国が昭和 48 年度から整備を進めてきた「大規模自転車道」（全体計画約 4300km、平成 21 年度末時点で約
3600km が整備済み）のうち、近畿 2 府 4 県に関連するものは次の通りである。

・これらの大規模自転車道の中には、先述のサイクルルートの一部に取り込まれているものがある。

図６．近畿 2 府 4 県の大規模自転車道
出典：国土交通省「大規模自転車道」より転載

http://web.archive.org/web/20160423200848/http://www.mlit.go.jp:80/road/road/bicycle/road/index.html

（アーカイブされた情報 平成 30 年 12 月 26 日最終閲覧）
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一般県道近江八幡安土能登川自転車道線（びわ湖よし笛ロード）

滋賀県東近江市躰光寺町 ～
近江八幡市白鳥町

距離
26.7km

最大標高差
20m

平均斜度
全体：0%
上り：2.5%
下り：2.9%

獲得標高
上り：21m
下り：19m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）

一般県道守山大津志賀自転車道線（びわ湖レイクサイド自転車道）

滋賀県守山市今浜町 ～ 大津市北小松

距離
22.2km

最大標高差
12m

平均斜度
全体：0%
上り：1.8%
下り：1.7%

獲得標高
上り：33m
下り：33m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）
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一般府道京都八幡木津自転車道線（桂川サイクリングロード）

京都府京都市西京区嵐山上河原町 ～ ]
木津川市木津

距離
45.2km

最大標高差
31m

平均斜度
全体：0%
上り：1.7%
下り：1.8%

獲得標高
上り：46m
下り：52m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）

一般府道加悦岩滝自転車道線

京都府与謝郡与謝野町字滝 ～ 字岩滝

距離
11.8km

最大標高差
39m

平均斜度
全体：-0.3%
上り：0%
下り：1.7%

獲得標高
上り：0m
下り：32m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）
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一般府道田井大垣自転車道線（栗田半島天橋立シーサイド自転車道）

京都府宮津市字田井 ～ 字中野

距離
22.4km

最大標高差
14m

平均斜度
全体：0%
上り：2.3%
下り：2.1%

獲得標高
上り：63m
下り：58m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）

一般府道北河内自転車道線（北河内サイクルライン）

大阪市鶴見区 ～ 大阪市鶴見区

距離
44.2km

最大標高差
97m

平均斜度
全体：0%
上り：3%
下り：3.4%

獲得標高
上り：119m
下り：151m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）
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一般府道旭西淀川自転車道線（なにわ自転車道）

大阪市都島区大東町３丁目 ～
大阪市西淀川区出来島１丁目

距離
20.9km

最大標高差
12m

平均斜度
全体：0%
上り：1.1%
下り：1%

獲得標高
上り：4m
下り：1m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）

一般府道大阪吹田自転車道線（北大阪サイクルライン）

大阪府吹田市千里万博公園２ ～
大阪市北区中之島１丁目３

距離
21.7km

最大標高差
36m

平均斜度
全体：-0.2%
上り：1.2%
下り：2%

獲得標高
上り：3m
下り：23m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）
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一般府道八尾河内長野自転車道線（南河内サイクルライン）

大阪府八尾市太田９丁目 ～
河内長野市原町５丁目

距離
21km

最大標高差
104m

平均斜度
全体：0.5%
上り：2%
下り：2.1%
獲得標高

上り：99m
下り：19m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）

一般県道姫路明石自転車道線

兵庫県姫路市花田町一本松 ～
明石市南王子町１

距離
35.6km

最大標高差
17m

平均斜度
全体：0%
上り：1.9%
下り：1.7%
獲得標高

上り：35m
下り：46m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）
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一般県道加古川右岸自転車道線

兵庫県高砂市高砂町向島町 ～
加古川市志方町細工所

距離
22.3km

最大標高差
67m

平均斜度
全体：0.2%
上り：2%
下り：2%

獲得標高
上り：73m
下り：38m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）

一般県道播磨中央自転車道線

兵庫県加東市下滝野 ～
加古川市平荘町中山

距離
23.6km

最大標高差
66m

平均斜度
全体：-0.2%
上り：2.6%
下り：2.3%

獲得標高
上り：125m
下り：129m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）
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一般県道神出山田自転車道線（神出山田自転車道）

兵庫県神戸市西区神出町東 ～ 神戸市北
区山田町下谷上

距離
23.1km

最大標高差
144m

平均斜度
全体：0.5%
上り：3.3%
下り：3.9%
獲得標高

上り：330m
下り：242m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）

一般県道奈良西ノ京斑鳩自転車道線（奈良自転車道）

奈良県奈良市登大路町 ～ 生駒郡斑鳩
町法隆寺山内

距離
22.4km

最大標高差
63m

平均斜度
全体：-0.2%
上り：3.1%
下り：2.6%

獲得標高
上り：129m
下り：143m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）
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一般県道大和郡山田原本橿原自転車道線（大和中央自転車道）

奈良県磯城郡川西町大字下永 ～
橿原市久米町

距離
17.6km

最大標高差
34m

平均斜度
全体：0.2%
上り：1.2%
下り：0%

獲得標高
上り：8m
下り：0m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）

一般県道明日香大和郡山自転車道線（飛鳥葛城自転車道）

奈良県大和郡山市小泉町 ～ 高市郡明日
香村大字祝戸

距離
29.2km

最大標高差
93m

平均斜度
全体：0.3%
上り：1.9%
下り：1.4%

獲得標高
上り：55m
下り：9m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）
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一般県道白浜日置川自転車道線

和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕 ～ 日置

距離
18.9km

最大標高差
114m

平均斜度
全体：0%
上り：4.6%
下り：5.3%

獲得標高
上り：331m
下り：334m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）

一般県道太地新宮自転車道線

和歌山県東牟婁郡太地町大字太地 ～
新宮市大橋通２丁目

距離
28.3km

最大標高差
66m

平均斜度
全体：0%
上り：4.9%
下り：4.9%

獲得標高
上り：346m
下り：345m

出典：ルートラボより転載

https://latlonglab.yahoo.co.jp/
（平成 31 年 2 月 22 日最終閲覧）
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１．４ 南大阪・紀北とその周辺の自転車道やサイクルルートの整備現況

以上より、南大阪・紀北とその周辺の自転車道やサイクルルートの整備現況をまとめると、図７のようになる。

図７．南大阪・紀北と周辺のサイクルルート
出典：辻本作成
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１．５ 自転車道等の拡充に向けた動き

ここ１年の新聞報道により、自転車道等の拡充に向けた動向を整理する。

万博アクセス「自転車道を整備」 夢舞大橋を拡幅 大阪・吉村市長が表明

2018/12/05 朝日新聞 朝刊

・市長発言「エコの観点から、いろいろなアクセス手段があっていい。そのひとつが自

転車。万博開催が決まり、隣の人工島『舞洲（まいしま）』と夢洲をつなぐ『夢舞大

橋』の拡幅工事に取りかかることになるが、自転車の通行レーンを作るよう（事務方

に）指示した」

太平洋岸１４００キロ 20年までに自転車道

2018/12/05 建通新聞（静岡版）

・太平洋岸では、１９６９年に示された全体構想に沿って千葉県銚子市から和歌山市ま

で延長１４００キロつなぐ太平洋岸自転車道の整備が進められており、これまでに約

８７０キロが整備済

・国土交通省は、この太平洋岸自転車道自転車道について、２０２０年東京オリンピッ

ク・パラリンピックまでに統一感を持たせて整備する

・既存の自転車道を活用しながら、統一したコンセプトで路面表示・看板などを設置

・未整備区間５３０キロについては、誘導サインなど簡易な手法も用い、20 年までに

ルートをつなぐことを目指す

・自転車移動による「スローツーリズム」を打ち出し、海外からの観光客の呼び込みに

つなげたい考え

・11月 28日に開いた関係自治体協議会の初会合では、

・独立した自転車道や矢羽根表示などの整備により太平洋岸を接続

・交差点の右左折部や道路分岐部などに案内看板を設置

・官民連携で統一ロゴの作成やサイクルステーションの認定を推進

・約 30kmおきに拠点となる場所を「五十三次」と命名し、案内看板を設置

などに合意した
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［ＮＥＷＳ ＥＹＥ］自転車共存 マナー課題＝京都

2018/09/23 大阪読売新聞

・京都市内で自転車用レーンの整備が進捗

・総延長約 73.5kmを整備済みで、20年度には約 180kmとする計画

・レーン上では自転車の逆走や路上駐車などが目立ち、ルールの浸透は不十分

・交通事故が減少傾向にある中、自転車対歩行者の事故は横ばい

・ハードの整備だけでなく、利用する側の意識も変えていく必要

〝銀輪観光〟へ走行空間 確保

2018/07/24 交通新聞

東京都の取り組み

・東京五輪・パラリンピックに向けた交通まちづくりの一つとして、自転車に安心し

て乗れる道路環境整備を実施

・「自転車走行空間整備推進計画」をたて、自転車道や自転車レーンを五輪までに都

内約 220kmに整備（現状約 170km）

・歩道に幅 2m 以上のスペースが確保可能な道路は、歩道を仕切って自転車道に

車道に幅 1.5m以上確保可能な道路は、車道の歩道寄りを自転車専用レーンに

・上野や浅草、東京スカイツリー、ど多摩方面に専用道を整備し、〝銀輪観光〟を楽

しんでもらうと同時に、公共交通の補完手段としても機能

・各道路を管轄する国や市区町村との連携を強化し、自転車道ネットワークが〝面〟

として広がり、機能するように努める

・都が自転車まちづくりに関するアドバイスを受けた海外先進都市

ニューヨーク：世界一とされるシェアサイクル。ポート数 300 以上、6000 台。

民営で採算ベースに乗っている

コペンハーゲン：既に 400km以上の自転車レーン。通勤者の 55％が自転車利用
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自転車道、国際水準で整備 訪日客誘致へ政府支援

2018/05/25 四国新聞朝刊

・サイクリング好きな外国人観光客の誘致に向け、国際水準の自転車道整備を後押し

・各地の一定距離以上の自転車道から、2020 年度末までに 40 路線を「モデルルート」

に選び、多言語の案内表示や休憩施設の設置を支援

・国際水準に到達と判断した路線を「ナショナルサイクルルート」（仮称）に認定

・初心者も安全に楽しめるよう、専門知識を持つガイドの配置や、修理スペース設置も

促す

図８．ナショナルサイクルルート構想

出典：国土交通省(2015)「広域ネットワークの利活用の推進について」、第 4 回安全で快適な自転車

利 用 環 境 創 出 の 促 進 に 関 す る 検 討 委 員 会 配 付 資 料 よ り 転 載 、

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/cyclists/pdf7/04jitensha_shiryou4.pdf（平成 30年 12月 21日最終閲覧）

・国土交通省(2015)によると、ナショナルサイクルルートの基本的なスタンスは「海外

からの利用者も含め幅広い年代層が、安全で快適に楽しく利用できるサイクルルート

のうち、全国を牽引するルート」であり、安全性、快適性、発展性の 3側面から認定

の可否が判断される方向となっている
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２．自転車道の活用や広域連携に関する取り組み状況

全国における自転車道の活用や広域連携に関する取り組み状況を整理する。

２．１ 広域連携の重要性について

隣接自治体が組んで誘客。船橋市など３市巡るツアー、千葉市など体験型観光ＰＲ。訪

日客取り込み。

2018/01/13 日本経済新聞 地方経済面 千葉

・千葉県で自治体の枠を超えた観光誘客の動きが広がる

・「観光資源に限りがある個別の自治体では発進力が弱かった。隣接する市が連携する

ことで誘客のきっかけにしたい」「行政の垣根をなくし地域全体で観光客を囲い込む」

（担当者）

・「観光客にとって自治体の枠は関係なく、多くの観光資源をパッケージで発信するこ

とでインバウンドの囲い込みにもつながる。多言語化など現場での受け入れ態勢を整

えるうえでも、自治体間の連携が重要になる」（ちばぎん総合研究所主任研究員）

先進地に学ぶ２０１８北陸（１）せとうち観光推進機構村橋克則事業本部長――広域観

光、ルート勝負、客の属性つかみ提案を。

2018/01/10 日本経済新聞 地方経済面 北陸

・広域連携には３つの資源を共有できる点で意味がある。観光資源と顧客資源、そして

経営資源だ。

・どれだけ美しい自然でも見るだけでは経済効果を生まず、味付けやストーリーが必要

になる。岐阜県飛騨市では里山を巡って地域と交流する自転車ツアーが外国人に人気

だ。レンタサイクルに外国語ガイドを加えるだけで大きな付加価値を生む。

・必要なのは各地を訪れる観光客の属性をつかみ、周遊ルートをしっかり提案すること。
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２．２ 各地の広域連携事例

連携主体 主な連携内容

大阪府・京都府 ・分断された自転車道をつなごうと、研究会設置に向けた情報交換

・兵庫県・滋賀 ・「ビワイチ」から京都、大阪、兵庫を経由して「アワイチ」まで

県 つながれば、総延長約 500kmとなり、さらに多くのサイクリスト

が関西に来る可能性

・府県境付近の一般道を調べ、安全性や休憩施設の数、景観などを

基準に、「健脚向き」「歴史巡り」など特徴ごとに推奨ルートを設

定する計画

・飲食店や観光施設を紹介するマップも作成する計画

大阪府泉州地域 「泉州サイクルルート」の取り組み

の 9市 4町 ・総延長 195km
・百舌鳥・古市古墳群等の歴史・文化資源や四季折々の風景が売り

・府警の協力も得て幅の狭い道路などを避け、観光と安全を両立

・平坦な海浜ルート、アップダウンのある丘陵ルートなど３ルート

あり、初心者から上級者まで楽しめる

・和歌山県のルートやビワイチ、アワイチなどと広域的なルートづ

くりを目指す

大阪府泉州地域 「泉州地域広域観光連携協議会」の設立

の商工会議所 ・堺、泉大津、岸和田、貝塚、泉佐野、高石、和泉の商工会議所が

設立し、訪日外国人取り込みや観光振興で広域連携

出典：2018/02/11 会議所ニュース

和歌山県全域 「WAKAYAMA800」の取り組み

・「サイクリング王国わかやま」をキャッチフレーズに 800km 超のル

ートを整備中

・紀の川沿いのルートの一部では 2018年度から自転車用の架橋も実施

・ルート周辺のコンビニや飲食店に、パンクやチェーン外れといった

トラブル対応に必要な工具を貸し出すサービスなどを手掛けるよう

促している。

・サイクリストに便利な宿泊施設も拡充する方針

・ルート上にポイントを設け、スマホをかざしてスタンプを集めるモ

バイルスタンプラリーを開催

奈良県全域 「ならクル」の取り組み

・31の幹線ルートと 8の補助幹線ルートあり

・市街地と山間部のコースが明確に分かれている

・10.8kmに 1つのサイクルステーションあり

・サイクルステーションは、県が元々持っている地域の組織との連携

や協定を活用することで、コンビニや商業施設、公的施設等に一括

的に配備を可能としている

・課題として、走行空間の整備が現時点では不十分で周辺住民から不

満が出ていること。県内の大規模自転車道の大部分は自歩道などで

空間的分離が不十分である。

出典：兒玉ほか(2015)「我が国における広域的サイクルツーリズム推

進の実態に関する研究」『都市計画論文集』Vol.50、No.3pp.1130-1136、
p.1134および「奈良県自転車利用総合案内サイト」

http://nara-cycling.com/enjoy/zeniki/narakuru/ （平成 31年 2月 23日最終

閲覧）

21



連携主体 主な連携内容

大阪府・京都府 「京奈和自転車道」の整備と「泉州サイクルルート」への接続

・奈良県・和歌 ・奈良県が 2016 年度から 20 年度までに 13 億円をかけ、「紀の川自

山県 転車道」と「京都八幡木津自転車道」とをつなぎ「京奈和自転車

道」（京都・嵐山から奈良を経て和歌山港まで約 180km）を整備中

・奈良県内では大和郡山市内の佐保川沿いで一部ルートが開通

・和歌山側では既に「紀の川桃源郷ライド」として紀の川沿いのル

ート整備が進捗

・大阪府と和歌山県は、「泉州サイクルルート」と、「紀の川自転車

道」沿いの観光施設や道の駅を紹介する地図を 2018年秋に作成

大阪府岬町・兵 「大阪湾をつなぐ！広域型サイクル・ツーリズム事業」

庫県洲本市 ・岬町と洲本市が深日港～洲本港の旅客船を実験運航

・7月から 8ヶ月間実施

・アワイチとつなぐことで「大阪湾南回りルート」となり、サイク

リストの行動範囲も広がるとみて、サイクル・ツーリズムを前面

に打ち出し、船内には自転車３１台分の固定台を整備

・2018年度 11 月末までの乗船客は１便当たり平均 9.1 人、休日は

は平均 14.7人
・自転車を載せた乗船客の割合は 14.7％と堅調

（2017 年度の乗船客は１便当たり平均 13.94 人、休日は平均 21.15
人で、同年 6月から約 3ヶ月の乗船客のうち、約 14％ が「サ

イクリング目的」と回答）

・同じ航路を頻繁に利用するリピーターがサイクリストには少ない

点が課題

出典：「廃止から 20 年…定期航路復活のカギは“サイクル・ツーリズ

ム”」、https://newswitch.jp/p/15648（平成 30年 12月 26日最終閲覧）

徳島県鳴門市、 鳴門海峡をまたぐ「ＡＳＡトライアングルコース」の設定

香川県東かがわ ・2017年秋に設定

市、兵庫県南あ ・山ルート（168km）と海ルート（126km）あり

わじ市 ・大鳴門橋は自転車が走れないが、土日祝日にトラックによる輸送

サービス（予約制で片道 500円）あり

・兵庫県は大鳴門橋へのサイクリングロード敷設可否を検討中

（2018/09/15神戸新聞）

淡路島 「アワイチ」の取り組み

・兵庫県淡路県民局が、コースにある駐輪場、道の駅などを記した

サイクリングマップを作製し、22万部を配布

・サイクリングと名物の新タマネギの収穫体験をセットにした恒例

イベントを開催

・ウェスティンホテル淡路（兵庫県淡路市）がサイクリスト向けに

疲労回復につながる温泉入場券やスポーツドリンクの特典プラン

を設定

「淡路島サイクルツーリズム推進による観光広域化及び海上交通の

活性化に関する調査」検討委員会の設置

（出典：2018/09/15 神戸新聞地方版）

・明石～岩屋航路、深日～洲本航路の利用者を対象に来島目的や滞

在日数、訪問場所などについてのアンケート調査などを実施

・島内経済に波及する仕組みづくりを検討
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連携主体 主な連携内容

滋賀県全域 「ビワイチ」の取り組み

・琵琶湖一周約 200km
・ビワイチの利用者は滋賀県推計で 17年に９万 5000人と 16年比で

３割増、経済効果は約 12億円

・県全域をカバーするサイクリング専用アプリの提供を開始

・滋賀県とナビタイムジャパンが、ビワイチコース近くの観光ス

ポットや宿泊施設などをサイクリストがスマホやタブレットで

チェックできる無料専用アプリの提供を開始（県全体をカバー

したサイクリング専用アプリは全国初）

・気に入ったスポットを巡るルートを設定できる

・走行距離や消費カロリーの表示もできる

・食の取り組み

・ホテルピアザびわ湖（大津市）が「ビワイチランチ」を開始

・琵琶湖の小エビや近江牛を使った和洋２種類のメニュー

・午前中に消費したエネルギーをランチで補給し、午後にもう

一走りできるようにと県内の大学でスポーツ科学や栄養学を

学ぶ学生と共同で考案

・土日や祝日を中心に毎週 20食のオーダー

図９．ビワイチの取り組み概要

出典：国土交通省(2017)「自転車の活用の推進に関する現状の取り組みについて」、第 1回

自転車の活用推進に向けた有識者会議配布資料より転載、

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle-up/01pdf/05.pdf（平成 30年 12月 21日最終閲覧）
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連携主体 主な連携内容

兵庫県播磨地域 「はりまサイクルツーリズム」の展開

・播磨圏域連携中枢都市圏を構成する８市８町が連携

・自転車の整備工具を貸し出す「サイクルエイドステーション」を

設置

・自転車のレンタル

・今回は各市町を自転車で巡るスタンプラリーを企画

2018/09/13 神戸新聞地方版

淀川沿いの民間 「淀川沿川広域連携型まちづくり戦略」の取りまとめ

のまちづくり団 ・淀川沿いの民間のまちづくり団体らでつくる「淀川沿川まちづく

体ら りプラットフォーム」の共通ビジョン

・舟運や街道跡、沿川文化・自然、特産品などを生かし、舟運航路

の拡大やサイクルロードの充実、歴史・文化資源の活用、魅力的

な景観形成などに取り組む方針

出典：2018/04/05 日刊建設工業新聞

福井県 「若狭路センチュリーライドコース」

・福井県南西部で日本海や三方五湖の風景を楽しめる一周約 160km
・毎年５月に開く大会では有料自動車道のレインボーロードも開放

石川県 「いしかわ里山里海ルート」

・日本海沿岸を北上、能登半島を一周してＪＲ七尾線の羽咋駅に至

る 373km
・スタンプラリーを実施

高知県全域 「ぐるっと高知サイクリングロード」

・2016年に県内全域に計 43のおすすめコースを設定

・観光・ファミリー向け 28 コース、上級者・中級者向け 15 コース

をそろえ、経験や好みに合わせて選択可能

・「四万十・足摺無限大コース」は高い人気

・「室戸世界ジオパークコース」もあり

・外国メディアやスポーツ選手を招いて海外にも魅力をＰＲ

・コース上には４カ国語表示の案内看板を設置

鳥取県全域 「サイクリストの聖地」を目標とした広域ルートづくり

・県西部から県東部まで結ぶ広域ルートを目指す

・18 年度当初予算に約 2500 万円を計上し、マップ作成や案内掲示

板設置などを計画

・台湾の「国際花の博覧会」でサイクルツーリズムの魅力をアピー

ル

島根県全域 専用サイト「しまねサイクリングＮａｖｉ」の開設

・県内に 21あるサイクリングルートの難易度、距離などを、スター

ト地点やコースの地図とともに紹介

・休憩施設の「ご縁サイクルステーション」の一覧やレンタサイク

ルの貸出場所、イベント情報なども掲載

廃線跡を活用したサイクリングによる沿線・跡地活性化計画

・JR三江線の廃線跡

・鉄道の駅舎などを活用したサイクリングコースの開発などを検討

広島県・山口県 ・両県にまたがる広域サイクリングルート設定

・サイクリングコースのピクトサイン統一案
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連携主体 主な連携内容

愛媛県・広島県 「瀬戸内しまなみ海道振興協議会」の取り組み

・２市１町（尾道市・今治市・上島町）および関係 19団体で結成

・サイクリングコースについて統一規格による整備推進

・快適なサイクリングのための利便性向上の取り組み実施（サイク

ルスタンド設置、推奨ルートを明示するブルーラインや距離標な

ど路面標示等の整備による「ノー・マップ・サイクリング」実現

など）

・サイクリングを中心とした地域間交流を図るため各種サイクリン

グ大会実施（「サイクリングしまなみ」国際大会の隔年開催など）

両県の４つの「海道」をつなげて広域一周ルートにする取り組み

・しまなみ海道：約 76㎞－とびしま海道：約 31㎞
・かきしま海道：約 70㎞－さざなみ海道：約 82㎞
・しまなみ海道：約 76㎞－ゆめしま海道：約 26㎞
・今治・道後はまかぜ海道：約 62㎞
・伊予灘･佐田岬せとかぜ海道 78㎞

図 10．広島県側の「瀬戸内サイクリングロード」

注 これらの名称は公募により決定された

出典：広島県サイト「瀬戸内サイクリングロードの整備について」より転載、

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/98/setouchi-cycling.html

（平成 30年 12月 24日最終閲覧）

上記のうち最も有名な「しまなみ海道サイクリングロード」

・広島県尾道市～愛媛県今治市 約 76km
・8つのモデルコースあり

・約 3.4km に 1 つのサイクルステーションあり。これらは県が元々

持っている地域の組織との連携や協定を活用することで、コンビ

ニや商業施設、公的施設等に一括的な配備を可能としている。器

具などの配置のみでトラブルに対応できる人材がいないため、機

能が不十分との意見があり、講習会などの要望が施設側から出て
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いる（出典：兒玉ほか(2015)「我が国における広域的サイクルツ

ーリズム推進の実態に関する研究」『都市計画論文集』Vol.50、
No.3、pp.1130-1136、p.1134）

・課題として、車道を走る人が多く、交通マナー等に関して住民か

ら苦情がある。行政も車道走行を推奨し、自転車道が十分機能し

ていない（出典：兒玉ほか(2015)「我が国における広域的サイク

ルツーリズム推進の実態に関する研究」『都市計画論文集』Vol.50、
No.3、pp.1130-1136、p.1134）

・2017 年度のレンタサイクルは前年度比６％増の約 15 万台（過去

最高）

・中学生以上で１日 1000 円、小学生以下 300 円、電動アシスト車

1500 円（６時間以内）で、推奨ルート周辺のターミナルは 13
箇所、乗り捨て可

・2014年から国際大会を開催（2018/03/27 大阪読売新聞 夕刊）

・定員 7000 人で、初心者から上級者まで 7 コース（約 30km ～

140km）

・地元の人がミカンを振る舞うなど、おもてなしも人気

・新たな取り組み

・サイクルシップ計画

・せとうち DMOが、尾道～瀬戸田間に運航を計画

・サイクルシップの活用で、片道約 76km のサイクリングだけ

ではない、多様な楽しみ方が可能となる

図 11．しまなみ海道の取り組みの概要

出典：国土交通省(2017)「自転車の活用の推進に関する現状の取り組みについ

て」、第 1回自転車の活用推進に向けた有識者会議配布資料より転載、

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle-up/01pdf/05.pdf（平成 30年 12月 21日

最終閲覧）
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表２．利用者視点によるしまなみ海道の取り組みのポイント
１．充実したレンタサイクルターミナル

・13カ所のターミナルがあり、乗り捨てが可能
・レンタル料は大人１日 1000 円（電動アシスト車は 6 時間以

内 1500円）
２．ブルーラインが整備され、迷わず安心して走行できる
３．休憩所「サイクルオアシス」があり、空気入れや給水、トイ

レの利用などが可能
４．パンクなどのトラブルが発生したら「しまなみ島走レスキュ

ー」を呼ぶことができる
５．「しまなみ手ぶらサイクリング」で身軽に旅行できる

・出発地の宿泊施設から到着地の宿泊施設へ手荷物を即日配送
・宿泊施設での自転車の発送や受取も可能

６．路線バス「しまなみサイクルエクスプレス」も使える
・尾道と今治を結ぶ路線バス
・往路は自転車、復路はバスといった使い方ができる
・自転車を搭載することもできる

出典：『折りたたみ自転車&スモールバイク旅』辰巳出版、2017年、p.40より作成

レンタサイクルターミナルの一例

（道の駅に併設された大三島レンタサイクルターミナル）
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軽快車、シティサイ

クル、クロスバイク、

電動アシスト自転車

など、多彩な車種を

用意（大三島レンタ

サイクルターミナル）

レンタサイクルター

ミナルの設備例↓

（上浦レンタサーク

ルターミナルの受付

とコインロッカー）

レンタサイクル

ターミナルの設

備例←

（上浦レンタサ

ークルターミナ

ルの休憩所と更

衣室。このター

ミナルには高速

バスや島内バス

の停留所が併設

されている）

（以上のレンタサイクルターミナルの写真 辻本撮影）
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連携主体 主な連携内容

愛媛県全域 「愛媛マルゴト自転車道」の取り組み

・愛媛全県エリアにサイクリング 26コース（中上級者向け 11コー

ス、ファミリー向け 15 コース）合計 1144㎞を 2013年から整備開

始、2016年度中に個別地図作成とブルーライン敷設完了

・サイクルトレインを JR 四国の松山―今治間などと、伊予鉄道の

松山市郊外３路線で運行

図 12．愛媛マルゴト自転車道の概要

出典：愛媛県「自転車道計画概要」より転載

https://ehime-cycling.jp/Sites/keikaku.html （平成 30年 12月 28日最終閲覧）
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連携主体 主な連携内容

広島県・島根県 2016年「やまなみ街道サイクリングロード」ルートを決定

・全長約 187㎞・獲得標高約 1900ｍ
・松江しんじ湖駅〜尾道駅を結ぶルートと、その沿線に設定した 18

の周遊コース

・2016年から路面案内表示の設置などの走行環境整備

・尾道でしまなみ海道と連結

愛媛県・広島県 ・沿道の観光協会が「しまなみ・中国やまなみ街道沿線観光協会連絡

・島根県 協議会」を設置、日本海から四国までを結ぶルート形成に取り組む

広島県・鳥取県 ・魅力的な広域ルートの選定

・鳥取県側に「ブルーライン」導入

・海外も含めた情報発信の連携

･鳥取（大山）･島根（松江）・広島（尾道）・愛媛（今治）4 県のサイ

クリングルートをつなげる総延長約 400㎞の広域ルート構想

愛媛県・高知県 ・愛媛県と高知県西部地域の連携

・高知県側に「ブルーライン」の導入

・サイクリングイベント「四万十･南予横断 2 リバービューライド」

開催

・JR四国予土線サイクルトレインの宇和島駅〜窪川駅の運行

愛媛県・大分県 ・愛媛･大分間のフェリー３航路を活用（八幡浜〜別府、三崎〜佐賀関、

八幡浜〜臼杵）

・愛媛県と大分県のサイクリングコースを合わせてサイクリング交流

人口の拡大を図る

愛媛県・台湾 ・瀬戸内しまなみ海道振興協議会と台湾サイクリスト協会が、瀬戸内

しまなみ海道と日月潭 (リーユエタン、2012 年にアメリカ CNN 傘

下の旅行情報サイト CNN-GO において世界で最も美しいサイクリン

グコースベスト 10 に選ばれ、2015 年に台湾 10 大サイクリングコー

ス人気投票１位)の湖周遊サイクリングコースとの姉妹自転車道協定

を締結

四国４県 ・2013年「四国一周サイクリングルート」設定

・2017年「サイクリング・アイランド四国」構想

・しまなみ海道と連携、総距離約 1000㎞
・2016年 10月に海外サイクリングメディア招聘のファムツアー実施

・2017年 3月愛媛県が四国一周 1000㎞のサイクリングルートを設定

第 1段:しまなみ海道の「サイクリストの聖地」化

第２段:サイクリングパラダイス愛媛

第３段:サイクリングアイランド四国

広島県尾道市と ・サイクリングパートナー事業に関する協定

栃木県那須町 ・相互に海と山におけるサイクルツーリズムの PR をすることで国内

外の旅行者の周遊促進

琵琶湖、霞ヶ浦、・湖岸延長は霞ヶ浦が国内最長の約 250km、2位の琵琶湖が約 235km、

浜名湖 3位の浜名湖が約 130kmで、それぞれ自転車ルートを有する

・2018年に湖畔巡りの自転車旅を盛り上げる交流事業がスタート
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連携主体 主な連携内容

北海道全域 ・サイクルツーリズムの広域モデルルートを５つ設定

・民間団体との協力のもと、受入環境の改善や情報提供等を試行し、

効果を検証

図 13．北海道におけるモデルルート設定の考え方

出典：国土交通省北海道開発局(2018)「北海道のサイクルツーリズム推進に向けた中間とり

まとめ（案）」、第 4 回北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会配付資料より転

載、https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/splaat000001884r-att/splaat000001888u.pdf

（平成 30年 12月 21日最終閲覧）

図 14．北海道のサイクルツーリズム

出典：国土交通省(2017)「自転車の活

用の推進に関する現状の取り組みにつ

いて」、第 1 回自転車の活用推進に向け

た有識者会議配布資料より転載、

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicy

cle-up/01pdf/05.pdf（平成 30 年 12 月 21

日最終閲覧）
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連携主体 主な連携内容

宮城県南部 ・全長 114.8kmの被災地周遊サイクリングコースを 2016年度に設定

・仙台空港を起点とし、同空港を利用する外国人旅行者の獲得に期待

・2017 年度に、自転車などで移動し自然や文化を体感する観光ルート

「ジャパンエコトラック」認定

・エコトラックはアウトドア用品大手「モンベル」などでつくる

推進協議会が提唱

・ルートのコンセプトは「震災復興を感じる旅」

・ガイドマップ、パンフレット、レンタサイクルの外国語表記のチラ

シを作成

出典：2018/10/29 河北新報朝刊

図 15．ジャパンエコトラック

出典：ジャパンエコトラック推進協議会(2017)「自然を満喫する新しい旅の形ジャパンエコ

トラック」、第 1回スポーツツーリズム需要拡大のための官民連携協議会配付資料より転載、

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/019_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/12/07/139898

3_000012.pdf（平成 30年 12月 24日最終閲覧）
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連携主体 主な連携内容

福島県南会津地 ・会津鉄道会津田島駅（南会津町）と会津下郷駅（下郷町）で、相互

域 に自転車の貸し出しや返却ができる「広域レンタサイクル事業」

を開始

・福島県と南会津町、下郷町、会津鉄道が連携して企画

・2時間 300円
・関連した取り組みとして、会津鉄道は会津田島駅―会津下郷駅の片

道運賃とセットになった特別割引切符（500 円）を販売し、「サイク

ルトレイン」と組み合わせ

・下郷町はサイクリングマップを作成

出典：2018/05/17 毎日新聞 地方版

山形県高畠町・ ・自転車で巡り、ご当地麺を堪能する「グル麺ライド」を開催

南陽市・宮城県 ・50km以上のロングコースで県境をまたぐ

白石市・七ケ宿 ・2017年の大会には 460人が参加（県外参加者が 6割）、6割以上が「来

町 年も参加したい」

・自転車の観光は広域になるほど魅力が増す（日本サイクルツーリズ

ム推進協会の西田恵理子代表理事）

・「県境をまたぐ大会は各地で模索の動きがあるが調整は難しい。実

現に至った『グル麺ライド』は全国的にも珍しい」（同）

出典：2018/08/23 山形新聞朝刊

茨城県内全域 ・茨城県で自転車道の整備を核とした観光振興の取り組みが本格化

・県内を訪れるサイクリストは 2014 年度の約４万人から 2016 年度

の約 4.8万へ増

・同県は 2016年 6 月に「水郷筑波サイクリング環境整備総合計画」

を策定

・2016 年 11 月に既存の県道自転車道や市町村管理の自転車道を１本

に接続し、「つくば霞ケ浦りんりんロード」（約 180km）を創設

・接続により地域間の回遊性が向上

・サイクリングと地域の観光資源を結びつけ、同ロード沿線地域の

集客力を強化

・JR土浦駅ビルをサイクリスト向けリゾート施設に転換の計画

・県と駅ビル運営者のアトレが連携

・貸出・修理機能、自転車を部屋に持ち込めるホテルなどを備えて

初心者から上級者まで幅広いサイクリストに対応。交流人口増に

よる駅周辺の活性化をめざす

・周辺自治体もサイクリング拠点施設の整備や独自のツアーを展開

・土浦市はスポーツサイクルで遊覧船へ乗り込み、霞ケ浦を横断す

るツアーを実施

・「サイクリングは単体では知名度の低い観光資源を連携させるこ

とで、各地に人を呼び込めることが強みだ」（土浦市担当者）

・かすみがうら市は地域観光を促進するサイクリスト向けイベント

を実施

・各地でサイクリスト向けの優待サービスや駐車ラック設置等進む

・茨城空港や成田空港などに近い立地を生かし、訪日外国人旅行者

の需要も見込む

出典：2018/03/05 日刊建設工業新聞
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図 16．つくば霞ヶ浦りんりんロード

出典：水郷筑波広域レンタサイクル事業実行委員会(2017)「つくば

霞ヶ浦りんりんロードサイクリングマップ」に加筆
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連携主体 主な連携内容

石川県野々市市 ・石川県野々市市以南の５市１町でつくる加賀地域連携推進会議（オ

以南の５市１町 ール加賀会議）が、複数の市町にまたがって利用できるレンタサイ

クルの導入を目指す

・広域での利用が可能となれば、旅の自由度が増す

・「二次、三次交通を補完する手段として広域連携でのレンタサイク

ルを導入し、観光客に加賀地域を巡ってもらいたい」（小松市の担

当者）

出典：2018/06/05 北國新聞 朝刊

鹿児島県北部と ・北薩・天草広域観光推進協議会が台湾から旅行会社幹部らを招いて

熊本県天草地域 周遊ツアーを開催

・台湾は世界屈指の自転車メーカーがあり、サイクリング人口も多い

・台湾の旅行会社幹部によると、ルートの人気を高めるには次が必要

・多言語のコース案内板の設置などのインフラ整備

・休憩地で提供する飲食物などについて、その土地ならではの特

色を出す

2018/12/02 朝日新聞 朝刊

愛知県東三河地 ・県境を越えて東三河、遠州、南信地域の振興策を議論する「三遠南

域・静岡県遠州 信サミット」を開催

地域・長野県南 ・7 つの重点プロジェクトの 1 つに広域を結ぶ「塩の道のサイクルツ

信地域 ーリズム」を盛り込み

2018/10/30 中日新聞朝刊 地方版（東三河版）

全国 294自治体 ・自転車観光の推進を目指す全国組織「自転車を活用したまちづくり

を推進する全国市区町村長の会」を設立

・全国 44都道府県の 294自治体が加盟

・広域で連携、情報交換し、観光や住民の健康増進、自転車文化の普

及を図る

・年１回のサミットなどで情報交換し、自転車観光を盛り上げる。

・2019 年 3 月に、シンポジウムやサイクリング体験を取り入れた「サ

ミット」を和歌山市で開催

・サイクリングカレンダーの作成、各地のＰＲ動画の共同配信も計画

出典：2018/11/23 北海道新聞朝刊地方（空知）および 2018/11/18 南日

本新聞朝刊

出典：

宮内忍(2017)「自転車による観光地域づくり」、日本風景街道セミナー 「サイクルツーリズムと地域振

興」に関する日本風景街道団体勉強会 http://sbcj-community.org/wp/wp-content/uploads/7b7fdc191f084e25722

efbe045e2d7a7.pdf（平成 30 年 12 月 24 日最終閲覧）、FM おのみち Web「しまなみ・やまなみの観光協会

が連携」http://www.fmo.co.jp/2015/03/24-210810.php（平成 30年 12月 26日最終閲覧）、2018/05/20 東京読

売新聞 朝刊「３湖畔 自転車旅で連携 土浦で初会合 霞ヶ浦、琵琶湖、浜名湖」、2018/06/07 大阪読

売新聞 夕刊「自転車道 近畿５００キロ 府県境越え整備へ 自治体連携」、2018/05/02 01:31 日本経

済新聞電子版「自転車観光、関西南部で整備進む 歴史・風景 幅広く集客」、2018/5/1 12:01日本経済新

聞 電子版「琵琶湖・淡路島・能登…長～い自転車道は招くよ 自治体、アプリなどで魅力アピール」、

2018/05/01 21:50 日本経済新聞電子版「中国 サイクリングコースに磨き－しまなみ 客船に自転車 旧三

江線 駅舎活用探る」、2018/05/01 21:45 日本経済新聞電子版「四国 伸びる！サイクリング 長距離コー

ス整備続々」ほか表内に記載の資料をもとに作成
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*1 平成 30 年 5 月 1 日付日本経済新聞電子版「中国 サイクリングコースに磨き－しまなみ 客船に自転

車 旧三江線 駅舎活用探る」

３．自転車道の整備による新たな効果

３．１ 自転車道の整備と経済効果

日本生産性本部の調べでは 16 年にサイクリングやサイクルスポーツを楽しんだ人は

910 万人と前年より 50 万人増え、消費額は 1500 億円を超える*1。スポーツ自転車の市場

は伸び続けているが、2016 年にサイクリングやサイクルスポーツを楽しんだ人の約６割

が 40歳以上であり、60歳以上も３割を超すなど、中高年層での人気が特に高い（図 17）。

図 17．サイクリストの年齢構成とスポーツ自転車市場の伸び

出典：平成 30 年 5 月 2 日付日本経済新聞電子版「自転車観光、関西南部で整備進む 歴

史・風景 幅広く集客」より転載

サイクルツーリズムの魅力や留意点として、北海道開発局は次のように整理している。

図 18．サイクルツーリズムの魅力と留意点

出典：国土交通省北海道開発局(2017)「サイクルツーリズムを取り巻く環境」、

第 1回北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会配付資料、

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/splaat000000i6wl-att/splaat000000i6z2.pdf

（平成 30年 12月 21日最終閲覧）
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*2 平成 30 年 5 月 2 日付日本経済新聞電子版「自転車観光、関西南部で整備進む 歴史・風景 幅広く

集客」

*3 国土交通省北海道開発局(2017)「サイクル・イベントの経済波及効果調査」、第 2 回北海道のサイク

ルツーリズム推進に向けた検討委員会配付資料、https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/

splaat000000qpaa-att/splaat000000qpeu.pdf（平成 30年 12月 21日最終閲覧）

自転車道が地域活性化にもたらす効果も大きい。

滋賀県のビワイチでは、利用者が県推計で 17 年に９万 5000 人（16 年比３割増）、経済

効果は約 12億円となった*2。

北海道開発局の推計によると、「イベント開催事業費」と「参加者等の消費出」により

算出したサイクル・イベントの「北海道全域への経済波及効果」は次の通りである。

・「丘のまちびえいセンチュリーライド」でイベント開催事業費の 3.8倍

・「利尻島一周ふれあいサイクリング」でイベント開催事業費の 8.3倍

このことから、北海道開発局は、北海道の魅力を体験する「観光×サイクリング」の組

み合わせは、大きな経済効果が期待されるとしている*3。

なお、北海道開発局によるサイクルツーリズムの経済効果の計測例は、次の通りである。
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図 19．サイクルツーリズムの経済効果の計測例

出典：国土交通省北海道開発局(2017)「経済波及効果・サイクリング客数等の基礎的なデ

ータ収集」、第 4 回北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会配付資料より転

載、https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/splaat000001884r-att/splaat0000018899.pdf（平成 30
年 12月 21日最終閲覧）
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*4 平成 30 年 1 月 1 日付日本経済新聞 地方経済面 北陸「先進地に学ぶ２０１８北陸（１）せとうち

観光推進機構村橋克則事業本部長――広域観光、ルート勝負、客の属性つかみ提案を。」

自転車道が地域活性化にもたらす効果は大きいが、地域に落ちる観光消費額をもっと増

やす努力が必要との指摘もある。

中国経済産業局は、自転車を利用する日本人観光客へのインタビュー調査を行い、サイ

クル・ツーリズムの予算を明らかにしている（図 20）。この調査によると、日帰り旅行の

場合で予算 1 万円未満が約 6 割、1 泊 2 日の旅行でも予算 2 万円未満が約 5 割を占めてい

る。

中国経済産業局では、この調査結果と「平成 28 年旅行・観光消費動向調査（観光庁）」

の結果（日本人国内旅行の１回あたりの旅行単価は宿泊旅行が 49,234 円、日帰り旅行が

15,602 円）を比較して、「アンケート対象とした自転車を利用する観光客の観光消費額は

比較的少額であり、観光を地域が稼ぐ産業とするためには消費を促す仕組みが必要である」

と結論づけている。

図 20．サイクル・ツーリズムの予算

出典：中国経済産業局(2018)「平成 29 年度サイクリング・ツーリズムを中心とした新た

な観光関連産業創出に向けた調査事業報告書」p.6より転載

３．２ 自転車道の整備とコミュニケーションの促進

鉄道やバス、自動車では通り過ぎてしまいがちな集落でも、自転車であればじっくりと

探索し、休憩しながら、他のサイクリストや地域の方々と交流するチャンスを得ることが

できる。ガイドブックには載っていない店や景観スポットを見つけ、SNS に投稿して情

報交流が生まれることもあり得る。自転車旅行から得られる情報や、生まれるコミュニケ

ーションの密度は高く、その分だけ感動や思い出も大きくなるのである。

「サイクリストの聖地」と賞賛されるしまなみ海道には、「旅人と住民の交流・休憩場

所」として、100 カ所以上の農家民宿、ガソリンスタンド、小売店、喫茶店などが「サイ

クルオアシス」を提供している。また、岐阜県飛騨市では、里山を巡って地域と交流する

自転車ツアーが外国人に人気となっているという*4。地元住民との直接の交流やコミュニ

ケーションが、観光に新たな魅力を与え、地域に活力をもたらすのである。

39



*5 IPCC(2018)“Global Warming of 1.5℃ Summary for Policymakers” https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/

summary-for-policy-makers/ (平成 31年 3月 11日最終アクセス)

３．３ 自転車道の整備と環境改善効果

自転車は、走行中の二酸化炭素排出量がゼロである。これに対して、自家用乗用車は１

人を 1km 運ぶごとに 141 グラムの二酸化炭素を排出する。環境に優しいとされる公共交

通も、１人を 1km 運ぶごとにバスで 67 グラム、鉄道で 20 グラムの二酸化炭素を排出す

る（図 21）。

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が平成 30 年に出した特別報告「1.5 ℃の地球

温暖化」は、世界の気温は産業革命前に比べ既に 1 ℃上昇しており、このままだと 2040

年前後には 1.5 ℃の上昇となって、自然災害や環境面のリスクが深刻になると警告してい

る*5。自転車道の整備は、脱炭素化のためにも極めて重要である。

図 21．移動手段と二酸化炭素排出量（平成 28年度）

出典：国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」に加筆 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/

environment/sosei_environment_tk_000007.html （平成 31年 1月 30日最終アクセス）

図 22．地球温暖化の予測

出典：江守正多(2018)「IPCC の

最新科学 1.5 ℃報告書のメッセ

ージ」より転載
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*6 基礎代謝を含まない kcalは、メッツから 1を引いて算出する。

３．４ 自転車道の整備と健康増進効果

厚生労働省は、生活習慣病等や生活機能低下のリスクを下げるために、強度 3メッツ以

上の「活発な身体活動」を 23メッツ時／週行うことを推奨している（表３）。

表３．身体活動量の基準

＜ 18～ 64歳の身体活動(生活活動・運動）の基準＞

強度が３メッツ以上の身体活動を 23 メッツ時／週行う。具体的には、歩行又はそれ

と同等以上の強度の身体活動を毎日 60分行う。

出典：厚生労働省(2013)「運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書」

自転車に乗ると、時速 9km 程度のゆっくりした走り方でも 3.5 メッツ、時速 20km 程度

の走り方で 8.0メッツ、ヒルクライムのような上り坂のきつい走り方で 14.0メッツの身体

活動になる（表４）。例えば、京都・嵐山から奈良を経て和歌山港まで総延長 180kmの「京

奈和自転車道」を時速 20km で走るとすると、所要時間は 9 時間であり、得られるメッツ

・時は 8.0メッツ× 9時間＝ 72メッツ・時となる。

メッツ・時は、次の式で消費カロリー（基礎代謝込*6）に換算できる。

消費 kcal＝ 1.05×メッツ・時×体重(kg）

例えば、体重 70kgの人が、「京奈和自転車道」を時速 20kmで走った場合、消費 kcalは 1.05
× 72 メッツ・時× 70kg ＝ 5292kcal となる。日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）によ

ると、ご飯お茶碗 1 杯(150g)のエネルギーは 252kcal であるから、「京奈和自転車道」を

時速 20km で走ると、5292kcal ÷ 252kcal ＝ご飯お茶碗 21 杯分のエネルギーを消費するこ

とになる。

以上の例のように、自転車に乗ることで得られる運動量を、ご飯何杯分、パン何個分と

いった形で「見える化」し、上手にアピールすることで、自転車の利用が促進され、人々

の健康増進につながることが期待される。

表４．身体活動とメッツ

身体活動 １時間で

得られるメッツ

乗車（自動車、バス、鉄道） １．３

自動車の運転 ２．５

歩行（徒歩での旅行・バカンス） ３．５

●自転車に乗る（レジャー、8.9km/時）● ３．５

野球・ソフトボール（全般） ５．０

●自転車に乗る（レジャー、16.1-19.2km/時、楽な労力）● ６．８

テニス（一般的な） ７．３

●自転車に乗る（レジャー、19.3-22.4km/時、ほどほどの労力）● ８．０

●自転車に乗る（レース、レジャー、22.5-25.6km/時、きつい労力）● １０．０

サッカー（試合） １０．０

水泳（平泳ぎ、競技） １０．３

●自転車に乗る（山道、上り坂、きつい労力）● １４．０

出典：2012年 4月 11日改訂版 『身体活動のメッツ（METs）表』

http://www.nibiohn.go.jp/files/2011mets.pdf（平成 31年 3月 9日最終アクセス）
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*7 外務省(2019)「持続可能な開発目標」(SDGs)について」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/

about_sdgs_summary.pdf（平成 31年 1月 29日最終アクセス）

*8 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/pdf/actionplan2019.pdf （平成 31年 3月 11日最終アクセス）

*9 古倉宗治(2018)「コンパクトなまちづくりに期待される自転車の多様な役割」、『運輸と経済』第 78

巻第 5号、pp.59-67、p.67より引用。

*10 平成 31 年１月 21 日付日本経済新聞電子版「持続可能な都市ベスト 40 環境配慮や街づくりで先

進性」

*11 堺市(2018)「堺市 SDGs 未来都市計画」、https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/sdgs/sdgs_miraitoshi.files/

sakaishi_SDGsmiraitoshikeikaku.pdf （平成 31年 3月 11日最終アクセス）

３．５ 自転車道とまちづくりの連携

国連は、平成 27 年に SDGs（持続可能な開発目標）を採択し、「誰一人取り残さない」

持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030 年を年限とする 17 の国際目標

と 169のターゲットを設けている*7。

わが国においても、政府に全国務大臣を構成員とする「持続可能な開発目標（SDGs）

推進本部」が設置されている。同本部で取り決められた「SDGsアクションプラン 2019」*8

には、三本柱のひとつとして「SDGs を原動力とした地方創生、強靱かつ環境に優しい魅

力的なまちづくり」が掲げられている。

古倉(2018)は、「コンパクトなまちづくりの移動手段として、経済的、時間的、環境的

なメリットや高齢者でも移動が楽であるなどの特長を有する自転車を活用することは必要

不可欠な施策である。また、健康の増進、生活習慣病・介護の予防、健康寿命の延伸、医

療費・介護費の削減を可能にするとともに、観光政策、災害対策、企業の健康経営などで

の活用を図ることができるものであり、このような総合的かつ多方面のポテンシャルを有

する移動手段または施策手段はほかに存在しない。このような有効かつ合理的な手段とし

ての自転車をコンパクトなまちづくりならびにその他の重要政策で活用することは、今後

の我が国の重要かつ喫緊の課題である。」*9 としている。

日本経済新聞が全国 815 市区への調査をもとに、都市の SDGs 先進度を評価した結果
*10

を見ると、１位は「世界トップレベルの自転車共存都市」や「歩くまち・京都」を目指す

京都市、３位にはジャパンカップが開かれる「自転車のまち」として自転車通行環境の整

備に取り組む宇都宮市、８位には自転車産業都市として自転車通勤の促進に取り組み、

「SDGs未来都市」に選ばれた堺市となっている
*11
。

以上のように、これからのまちづくりにおいて、「持続可能性」は最重要の目標と言え

る。そのような中で、自転車道の整備は、環境、社会、経済の３側面から、持続可能なま

ちづくりに大きく寄与するものと考えられる。
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４．南大阪・紀北・奈良県の広域連携による地域活性化策など
以上を踏まえて、自転車を活かした広域連携の方向について述べる。

４．１ 自転車道の整備・活用や広域連携の取り組み動向と課題（図 23）
南大阪・紀北地域とその周辺では、次のような取り組み等が行われている。
・各府県で大規模自転車道やサイクルルートの整備・活用が盛んに行われている
・国が 2020 年度末までに国際水準の「ナショナルサイクルルート」全国で 40 路線選定し、支援する
・国が 2020 年までに「太平洋岸自転車道」（1400km）を整備し、その起終点が和歌山市である
・全国 294 自治体が自転車観光推進の全国組織を設立し、2019 年のサミットを和歌山市で開催する
・大阪市が 2025 年万博に向け、会場への自転車道の整備を構想している
・兵庫県が大鳴門橋へのサイクリングロードの敷設可否を検討している
・2 府 2 県が京都・嵐山から奈良、和歌山を経て泉州に至る広域ルートを整備中である

一方で、南大阪・紀北地域とその周辺には、次のような広域連携上の課題がある。
・大阪市を縦断するサイクルルートがあれば、北河内サイクルラインから京都、ビワイチ方面へ接続できる
・堺と奈良を結ぶサイクルルートがあれば、関西に８の字型の広域サイクルルートができる
・深日洲本ライナ－が通年運航されていれば、南大阪や紀北からアワイチへの接続がより便利になる

図 23．南大阪・紀北地域周辺のサイクルルートの整備状況と課題
注：自転車道に関する取り組み動向を紺色で、課題を赤色で示している。
出典：辻本作成 背景地図は(C)Esri Japan, ZENRIN CO.,LTD. 43



４．１．１ 提案その１：大阪市縦断ルートの整備と広域サイクルルートの展開
大阪市は平成 28 年に「大阪市自転車通行環境整備計画」を策定し、自転車ネットワークの整備を進めている。

堺市堺区（阪堺大橋）から大阪市内を縦断し、なにわ自転車道に至るルート（府道 29 号、国道２号）では、既
に自転車歩行者道等が整備済みの区間が７割程度を占めている。このルートを、泉州サイクルルートからなにわ
自転車道へ至る「大阪市縦断ルート」として重点的に整備するよう、大阪市はじめ関係方面に働きかけることを
提案する（図 24）。

また、北大阪サイクルラインと大阪・関西万博会場を結ぶ「大阪万博ルート」を整備し、大阪市中之島付近で
「大阪市縦断ルート」と交差させると、泉州サイクルルートから北大阪サイクルライン・北河内サイクルライン
経由で京都方面への広域ルート（仮称：「紀泉－阪京広域サイクルルート」）を形成することができる（図 25）。

日本サイクルツーリズム推進協会の西田恵理子代表理事は「自転車の観光は広域になるほど魅力が増す」とし
ている（2018/08/23 山形新聞朝刊）。大阪市縦断ルートの整備により、大阪湾一周の「ワンイチ」（図 26）や、堺、
和歌山、高野山、奈良、京都、大阪と一周する「カンイチ」（図 27）など、様々な広域サイクルルートの展開が
可能となる。

４．１．２ 提案その２：堺・奈良サイクルルートの整備と広域サイクルルートの展開
南大阪には東西方向のサイクルルートがない。そこで、堺市と奈良市を大和川沿いに結ぶ「堺・奈良サイクル

ルート」の整備を提案する（図 25）。この整備により、現状では孤立した形となっている南河内サイクルライン
を他のサイクルル－ト等と結ぶことが可能となるほか、「大阪市縦断ルート」と相まって、京都市、大阪市、堺
市、奈良市、高野山、和歌山市を８の字型に結ぶ広域歴史街道ルート「カンパチ」が形成される（図 28）。その
北部ルートを「京阪奈」、南部ルートを「阪奈和」と名付けることもできる。８の字の結び目にあたる堺市は、
これらの広域ルートの要となることが期待される。

４．１．３ 提案その３：淡路島・四国との広域連携ルートの強化と広域サイクルルートの展開
淡路島には「アワイチ」、四国には「四国一周ルート」があり、兵庫県は大鳴門橋へのサイクリングルートの

整備を検討中である。和歌山市と徳島市の間には南海フェリー（８往復／日）が、明石市と淡路市の間には淡路
ジェノバライン（毎時１～３往復）があって、自転車搭載可能となっている。さらに岬町と洲本市間を深日洲本
ライナー（４往復／日、平成 30 年度は 7 月から 2 月のみ運航）があり、自転車搭載もできるが、いまだ実証運
航の段階であり、通年運航とはなっていない。

深日洲本ライナーの通年運航化や、大鳴門橋サイクリングルートの実現などにより、南大阪・紀北と淡路島・
四国を結ぶ広域連携ルートの強化を図ることを提案する。これにより、「仮称：京奈和－四国広域ルート」の形
成や、太平洋岸自転車道と淡路島・四国や播磨地域を結ぶ広域ルートの形成も促進されることとなる（図 25）。

図 24．今後の整備が期待さ
れる大阪市周辺のサイクル
ルート

出典：大阪市(2016)「大阪
市自転車通行環境整備計
画」p.39 の図「自転車ネッ
トワークイメージ （中心
部 0.5km 間隔、周辺部１ km
間隔）」に加筆
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図 25． 今 後 の
整備が期待され
る広域サイクル
ルート（その１）

出典：辻本作成
背景地図は

( C) Esri Japan,
Z E N R I N
CO.,LTD.

図 26． 今 後 の
整備が期待され
る広域サイクル
ルート（その２）

出典：辻本作成
背景地図は

( C) Esri Japan,
Z E N R I N
CO.,LTD.
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図 27． 今 後 の
整備が期待され
る広域サイクル
ルート（その３）

出典：辻本作成
背景地図は

( C) Esri Japan,
Z E N R I N
CO.,LTD.

図 28． 今 後 の
整備が期待され
る広域サイクル
ルート（その４）

出典：辻本作成
背景地図は

( C) Esri Japan,
Z E N R I N
CO.,LTD.
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４．２ 広域連携に向けたソフト面の取り組み動向と課題

４．２．１ 提案その１：ポジショニングの明確化

わが国のサイクルルートの中で、泉州サイクルルートや WAKAYAMA800 は後発組に

該当する。先行し実績を上げてきたしまなみ海道やアワイチ、ビワイチ、北海道、茨城県

等と比較した場合の特徴や、ターゲットとすべきサイクルツーリストを明確にした上での

戦略的取り組みが求められる。

宮崎県観光推進課(2018)は、価格帯とツアーに向き合うマインド（巡りか走りか）で同

県が目指すべきポジショニングを検討している（図 29）。

南大阪・紀北地域は、インバウンドの窓口である関西空港を抱え、京阪神という大市場

に近く、「古都京都の文化財」「古都奈良の文化財」「法隆寺地域の仏教建造物」「紀伊山

地の霊場と参詣道」「姫路城」の５つの世界遺産と、世界遺産候補「百舌鳥・古市古墳群」

にも囲まれている。このようなポテンシャルを存分に活かす方向でサイクルツーリズムの

ポジションを考えていく必要がある。図 29 に沿って考察すると、南大阪・紀北地域のポ

ジショニングは、「ツアーに向き合うマインド」では「走り」よりも「巡り」、価格帯で

は関西空港から入る富裕外国人等向けの「高」から、気軽な地域住民向けの「安」まで様

々とみるべきであろう。

図 29．宮崎県のサイクルツーリズムのポジショニング

出典：宮崎県観光推進課(2018)「みやざきサイクルツーリズム確立のための調査業務 概要版」

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanko-suishin/kanko/miryoku/documents/37272_20180618142859-1.pdf

（平成 30年 12月 21日最終閲覧）

４．２．２ 提案その２：ナショナルサイクルルートの認定

国は、「海外からの利用者も含め幅広い年代層が、安全で快適に楽しく利用できるサイ

クルルートのうち、全国を牽引するルート」を「ナショナルサイクルルート」に認定し、

多言語の案内表示や休憩施設の設置を支援する方針である。
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*12 http://wave.pref.wakayama.lg.jp/cycling/ （平成 31年 2月 23日最終アクセス）

*13 http://welcome-to-senshu.jp/cyclingmap.php （平成 31年 2月 23日最終アクセス）

*14 2018/01/10 日本経済新聞 地方経済面 北陸「先進地に学ぶ２０１８北陸（１）せとうち観光推進

機構村橋克則事業本部長――広域観光、ルート勝負、客の属性つかみ提案を。」

*15 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanko-suishin/kanko/miryoku/documents/37272_20180618142859-1.pdf

（平成 31年 2月 23日最終アクセス）

関西周辺では、滋賀県の「ビワイチ」、兵庫県の「アワイチ」、「はりまサイクルツーリ

ズム」、和歌山県の「WAKAYAMA800」、奈良県の「ならクル」、大阪府の「泉州サイク

ルルート」、福井県の「若狭路センチュリーライドコース」といったサイクルルートが形

成され、「京奈和自転車道」や「大阪湾をつなぐ！広域型サイクル・ツーリズム事業」、「Ａ

ＳＡトライアングルコース」のように府県境をまたいだ広域的な展開をめざす動きもある。

これらの取り組みのひとつひとつを磨き上げ、「ナショナルサイクルルート」の認定へと

昇華させていく必要がある。

北海道では、既に「世界水準のサイクリング環境」構築を目指し、サイクルツーリズム

の広域モデルルートを５つ設定して、民間団体との協力のもとで受入環境の改善や情報提

供、自転車走行環境の改善、持続的取り組みのための体制や役割分担等を試行して、効果

を検証している。このような先行事例を研究し、南大阪・紀北地域にも応用していくこと

が望まれる。

４．２．３ 提案その３：サイクルガイドの養成と活用

幅広い年代層が安全で快適に楽しく利用できるサイクルルートとするためには、専門知

識を持つガイドの導入が求められる。自転車活用推進法に基づく国の「自転車活用推進計

画」（平成 30年 6月 8日閣議決定）にも「サイクリングガイドの養成」が挙げられている。

しかし、和歌山県のサイト「サイクリング王国わかやま WAKAYAMA800」*12
、KIX 泉

州ツーリズムビューローのサイト「泉州サイクリングマップ」*13 とも、サイクリングガイ

ドを紹介するなどの取り組みには至っていない。

せとうち観光推進機構の村橋克則事業本部長は、「どれだけ美しい自然でも見るだけで

は経済効果を生まず、味付けやストーリーが必要になる。岐阜県飛騨市では里山を巡って

地域と交流する自転車ツアーが外国人に人気だ。レンタサイクルに外国語ガイドを加える

だけで大きな付加価値を生む」
*14
としている。

宮崎県観光推進課(2018)「みやざきサイクルツーリズム確立のための調査業務 概要版」
*15 等を参考に、サイクリングガイド付きのツアーのニーズ調査等から取り組んで行く必

要がある。また、日本サイクルツーリズム協会や日本サイクリングガイド協会等が実施し

ているサイクリングガイド育成用の講座等を活用しながら、南大阪・紀北地域のガイドを

育成する必要もある。

沿道に豊かな自然や歴史・文化資源を有するサイクルルートにおいては、そのコンセプ

トをはっきりさせた上で「ジャパンエコトラック」への認定を目指し、サイクルガイドつ

きのツアーを組むことも考えられる。
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４．２．４ 提案その４：自転車と公共交通等との連携

堺都市政策研究所(2018)「歴史街道を基軸とした都市魅力向上と発信に関する調査研究

Ⅱ」は、「阪堺電車サイクルトレイン」等、自転車の活用に関する提案も行っている。

国土交通省が 2017 年にまとめた資料によると、サイクルトレインが全国 52 社 62 路線

で実施されているほか、群馬県、広島県、静岡県等でサイクルバスも実施されている（図

30）。

図 30．サイクルトレイン、サイクルバスの実施状況

出典：国土交通省(2017)「自転車の活用の推進に関する現状の取り組みについて」、第 1

回自転車の活用推進に向けた有識者会議配布資料より転載、http://www.mlit.go.jp/road/ir/

ir-council/bicycle-up/01pdf/05.pdf（平成 30年 12月 21日最終閲覧）
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中国経済産業局(2018)「平成 29 年度サイクリング・ツーリズムを中心とした新たな観

光関連産業創出に向けた調査事業報告書」は、しまなみ海道で自転車・荷物の輸送サービ

スを実験的に提供し、その利用者にアンケート調査を行った結果として、「片道ライド、

ハーフライド等を楽しみたかったから」が利用理由の 64.7 ％を占めて最上位となったと

している。

このように、サイクリングを輸送システムと組み合わせることで、図 31 のように「10

時間以上のロングライドを志向するヘビーユーザーだけでなく、ハーフライド・片道ライ

ドを志向するマイサイクル所有者（ライトユーザー）への新たな楽しみ方の提供」が可能

となり、「既存のルートに縛られない新たな楽しみを提供することにより、多様なニーズ

を取り込み効果が見込まれる」(同報告書 p.44)ほか、他地域とつなぐ輸送システムを構築

することでサイクルツーリズムのより広域的な展開が期待される。

しまなみ海道においても、新たな取り組みとしてサイクルシップの運航が計画されてい

る。南大阪・紀北地域でも、日中の利用状況に比較的余裕のある鉄道路線等において、サ

イクルトレインやサイクルバスを導入し、多様なサイクリングニーズの取り込みに努める

必要がある。

図 31．輸送システムとの組み合わせによる多様なサイクリングニーズの取り込み効果

出典：中国経済産業局(2018)「平成 29 年度サイクリング・ツーリズムを中心とした新た

な観光関連産業創出に向けた調査事業報告書」p.44より転載

50



*16 中国経済産業局(2018)「平成 29 年度サイクリング・ツーリズムを中心とした新たな観光関連産業創

出に向けた調査事業報告書」p.6。

４．２．５ 提案その５：広域レンタサイクルの導入

しまなみ海道には 13 カ所のレンタサイクルターミナルが設置され、自転車のレンタル

と乗り捨てが可能となっている。しまなみ海道のレンタサイクル利用者数は平成 29 年度

が前年度比６％増の約 15万台で、過去最高を記録している。

このほか、石川県野々市市以南の５市１町でつくる加賀地域連携推進会議が複数の市町

にまたがって利用できるレンタサイクルの導入を目指しており、福島県と南会津町、下郷

町、会津鉄道も「広域レンタサイクル事業」を開始している。

堺都市政策研究所(2018)「歴史街道を基軸とした都市魅力向上と発信に関する調査研究

Ⅱ」では、シェアサイクルの可能性を検討し、都市型シェアサイクルと駅型シェアサイク

ルの併用と、相互に貸し借り可能なシステム化を提案している。この提案は比較的近距離

での利用を念頭に置いたものと考えられるが、堺市、高石市、和泉市、岸和田市などに用

意されているレンタサイクル同士を連携させ、より広域的な利用を可能とすることも検討

に値しよう。

４．２．６ 提案その６：サイクルステーションの設置

しまなみ海道には、約 3.4kmに 1つのサイクルステーションがある。兒玉ほか(2015)「我

が国における広域的サイクルツーリズム推進の実態に関する研究」によると、これらのサ

イクルステーションは、県が元々持っている地域の組織との連携や協定を活用し、コンビ

ニや商業施設、公的施設等への一括的な配備を可能としたものである。

また、茨城県の「つくばりんりんロード」では、県と駅ビル運営者のアトレが連携して、JR

土浦駅ビルをサイクリスト向けリゾート施設に転換する計画を立てている。この施設は、

貸出・修理機能、自転車を部屋に持ち込めるホテルなどを有し、初心者から上級者まで幅

広いサイクリストに対応して、交流人口増による駅周辺の活性化につなげることが目指さ

れている。

南大阪や紀北においても、サイクルステーションの設置やその情報のマップへの掲載が

進められているが、その配置には偏りが見られる。サイクルステーションの数をさらに増

やすとともに、個々のステーションの機能の充実にも取り組むことが望まれる。

４．２．７ 提案その７：広域イベントの企画と実施

中国経済産業局が平成 29年度に実施した調査によると、「自転車を利用する観光客の観

光消費額は比較的少額であり、観光を地域が稼ぐ産業とするためには消費を促す仕組みが

必要である」*16。地域がサイクリストの通過区間になってしまえば、サイクルコース整備

の効果も小さくなってしまう。

サイクルコースの整備を飲食、宿泊、施設入場、土産物の購入といった幅広い分野の振

興につなげていくことを意識する必要がある。そのための取り組みのひとつに、広域イベ

ントの企画と実施がある。他地域の事例では、

51



・サイクリングと名物の新タマネギの収穫体験をセットにしたイベントの恒例化

（アワイチ）

・スタンプラリーの実施（いしかわ里山里海ルート）

・各種サイクリング大会の実施（瀬戸内しまなみ海道振興協議会）

・初心者から上級者まで 7コースを揃えた大会を毎年開催し地元の人がミカンを振る舞

うなどのおもてなし（しまなみ海道）

・自転車で巡ってご当地麺を堪能する「グル麺ライド」の開催（山形県高畠町・南陽市

・宮城県白石市・七ケ宿町）

・近つ飛鳥の里サイクルロゲイニング（竹内街道・長尾街道・二上山周遊）

といった広域イベントが実施されている。

堺都市政策研究所(2018)「歴史街道を基軸とした都市魅力向上と発信に関する調査研究

Ⅱ」によると、自転車で巡ってみたいテーマとして、20 代、30 代は「スイーツ」や「パ

ワースポット」、30 代以上は「社寺・史跡」などの歴史的要素への興味が強い。このよう

な調査結果も踏まえ、同報告書でも提案されているスタンプラリー、ロゲイニング、散走

（あるいはピクニックライド）等を企画・実施することが望まれる。
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４．３ 広域連携による地域活性化策に関するまとめ

この章では、各地の自転車道の整備状況（１章）と、自転車道の活用や広域連携に関す

る取り組み状況（２章）、自転車道の整備による新たな効果（３章）を踏まえ、自転車を

活かした広域連携の方向について、ハード、ソフトの両面からいくつかの提案を行った（表

５）。

これらの内容を実現に結びつけるためには、推進組織づくりと実施計画の策定、PDCA

による進捗管理が必要となろう。その旗振り役は、「泉州サイクルルート」の提案者であ

り、８の字ルート（カンパチ）の結び目にもあたる堺市が適切ではないだろうか。

表５．本報告書の提案内容のまとめ

提案

自転車道の整備・活用 ・大阪市縦断ルートの整備と広域サイクルルートの展開

や広域連携の取り組み （紀泉－阪京広域サイクルルート、ワンイチ、カンイチ、

動向と課題 万博との接続）

・堺・奈良サイクルルートの整備と広域サイクルルートの展開

（カンパチ、京阪奈、阪奈和）

・淡路島・四国との広域連携ルートの強化と広域サイクルルー

トの展開

（京奈和－四国広域ルート、太平洋岸自転車道 と播磨－

四国広域ルートの接続）

広域連携に向けたソフ ・ポジショニングの明確化

ト面の取り組み動向と （「走り」より「巡り」を重視、価格帯は「高」から「安」

課題 までカバー）

・ナショナルサイクルルートの認定

（「泉州サイクルルート」「ならクル」「WAKAYAMA800」

等に磨きをかけ、幅広い人々が安全で快適に楽しく利用

できる国際水準のサイクルルートを形成）

・サイクルガイドの養成と活用

（専門知識を持つガイドを養成し、サイクルルートの付加

価値を向上）

・自転車と公共交通等との連携

（片道ライド、ハーフライド等の新たな楽しみを提供）

・広域レンタサイクルの導入

（市町村域を超えた広域利用の検討）

・サイクルステーションの設置

（サイクルステーション数の増加と個々のステーションの

機能の充実）

・広域イベントの企画と実施

（飲食、宿泊、施設入場、土産物の購入といった幅広い分

野の振興を意識した、サイクリングで稼ぐ地域づくり）
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