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Ⅰ．調査の目的と概要 

1. 調査の目的 

現在、全国的にサイクリング人気が高まっており、管内においても淡路島での「アワイチ」に代表され
るようにサイクリング観光客の増加が見られる。 

しかし、淡路島のサイクリング観光客向けの各種整備は、しまなみ海道や琵琶湖と比較して十分と
は言えず、淡路島を結ぶ明石海峡大橋と大鳴門橋は自転車で通行出来ないことや、観光拠点間を
結ぶ島内二次交通の悪さなどもあり、課題は山積している。 

また、インバウンド利用による観光活性化を狙って平成29 年７月に開設された洲本～関西国際
空港航路については、淡路島の魅力発信力不足や洲本側交通機関の利便性の低さ等から利用が
低迷し、平成30年7月に運航を休止した。 

今般、サイクリングを含めモノ・コト消費目的で関西国際空港経由により訪れる訪日外国人旅行
客が増加していること等の外部環境の変化があり、淡路島の観光資源を活かす好機である。 

これらのことから、淡路島サイクルツーリズムについて調査・検討を行い、サイクルツーリズム推進による
地域の活性化や海上交通の利用促進を図るとともに、関西・中国・四国との連携による観光広域化
の促進を図ることを目的とした。 
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2. 調査の検討体制 

本調査の実施にあたっては、有識者、兵庫県、洲本市、淡路市、南あわじ市及び地域関係者等
から構成される「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」を設置して、検討を行った。 

 
「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」  
委員名簿 

《委員》 
小野田金司 
清 水 紀 晶 
福 浦 泰 穂 
松 田 哲 朗 
宮 本  肇 
山根隆二朗 
平 岩 一 宏 
中 田 和 尚 
家 永  薫 
山 下 直 樹 
江 﨑 昌 子 
川 上 洋 介 
島  孝 明 
塚 本 量 敏 
西 澤 和 彦 

神戸山手大学 現代社会学部観光文化学科 教授（委員長）  
株式会社淡路ジェノバライン 常務取締役 
一般社団法人淡路島観光協会 事務局長 
一般財団法人淡路島くにうみ協会 次長  
一般社団法人瀬戸内海島めぐり協会 理事 
兵庫県 淡路県民局 県民交流室 未来島推進課 課長 
兵庫県 淡路県民局 県民交流室 未来島推進課 班長 
兵庫県 淡路県民局 総務企画室 総務防災課 班長 
兵庫県 淡路県民局 洲本土木事務所 所長補佐 
洲本市 産業振興部 商工観光課 課長 
淡路市 産業振興部 商工観光課 課長 
南あわじ市 産業建設部 商工観光課 課長 
近畿運輸局 観光部 国際観光課 課長 
神戸運輸監理部 総務企画部 海事交通計画調整官 
神戸運輸監理部 海事振興部 旅客課 課長 

 

  《特別委員》 
藤 田 勝 光 
井 上  寿 
山 本 優 子 
 

株式会社 Feel Japan 代表取締役 
株式会社ライダス 代表取締役 
NPO 法人 シクロツーリズムしまなみ 代表理事 
 

 《事務局》 
土 谷  穣 
小 南  誠 
沖 本 直 毅 
櫻 木 基 起  

神戸運輸監理部 総務企画部 企画課 課長 
神戸運輸監理部 総務企画部 企画課 課長補佐 
神戸運輸監理部 総務企画部 企画課 企画・情報係 
株式会社矢野経済研究所 大阪支社 主任研究員 
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3. 調査のフロー 

本調査は、次のようなフローに基づき実施した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第 1 回検討委員会 （平成 30 年 9 月 14 日） 
 現状把握 

・淡路島の観光客の動向等に係る現状把握 
・海上交通の利用状況把握（明石海峡航路、関空航路等） 
・淡路島におけるサイクルツーリズムの取組み状況把握 
・サイクルツーリズム成功事例の把握（しまなみ海道及び琵琶湖） 
・外部有識者からの講話 

第 2 回検討委員会 （平成 30 年 12 月 21 日） 
 淡路島の強み・弱みの把握 

・サイクリストへのインタビュー調査（淡路ロングライド参加者） 
・海上交通利用者へのアンケート調査（①明石～岩屋航路、②深日～洲本航路） 
・宿泊事業者ヒアリング調査  
・外部有識者からの講話 

第 3 回検討委員会 （平成 31 年 3 月 20 日） 
 報告書とりまとめ案の報告 

・淡路島サイクルツーリズム推進に向けた設計図の提案 
・外部有識者からの講話 

 報告書最終とりまとめ 
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Ⅱ．淡路島の観光客の動向等に係る現状把握 

1. 全国の状況（日本人及び訪日外国人旅行者） 

1.1. 日本人旅行者の動向 

平成 28 年度の日本人国内延べ旅行者数は 6 億 4,108 万人（前年比 6.0％増）となり、うち
宿泊旅行が 3 億 2,566 万人（前年比 4.0％増）、日帰り旅行が 3 億 1,542 万人（前年比
8.1％増）となった。（図表１） 

また、1 回当たり旅行単価では、宿泊旅行で 49,234 円、日帰り旅行で 15,602 円であった。
（図表２） 

 
【図表 1】 日本人国内延べ旅行者数の推移 

 

出所：観光庁「平成 28 年旅行・観光消費動向調査」より 

 
【図表 2】 日本人国内旅行一人１回当たり旅行単価の推移 

 
出所：観光庁「平成 28 年旅行・観光消費動向調査」より 
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1.2. 訪日外国人旅行者の動向 

日本政府観光局（JNTO）によると、平成 29 年(2017 年)に日本を訪れた外国人旅行者は 
2869 万 1000 人（推計）で前年比 19.3%増加し、5 年連続で最高を更新した。（図表 3） 

訪日外国人全体の旅行消費額（確報）は 4 兆 4,162 億円と推計され、前年（3 兆 7,476
億円）に比べ 17.8%増加した。（図表 3） 

また、訪日外国人旅行消費額の構成比を費目別にみると、買物代が 37.1％と最も多く、次いで
宿泊料金（28.2％）、飲食費（20.1％）の順で多い。前年に比べ、宿泊料金の構成比が
1.1％ポイント増加し、買物代の構成比が 1.0％ポイント減少した。（図表 4） 

国・地域別では、韓国(714 万人)と中国(735 万 6 千人)は全市場で初めて 700 万人台に
達したほか、これに台湾と香港を加えた東アジア 4 市場は、前年比 21.9%増の 2,129 万 2 千人
と訪日外客数全体の 7 割以上を占めた。（図表 5） 

過去最高更新の要因については、中国からの訪問者数が伸びた要因は、日本に寄港したクルーズ
客船と個人旅行の増加にあるとされる。また、韓国、台湾、香港については日本の各都市に乗り入れ
る格安航空会社（LCC）などによる路線拡大の貢献が大きいとしている。 

国籍・地域別の旅行消費額は、中国が１兆6,947億円（構成比38.4％）と最も大きい。次い
で、台湾5,744億円（同13.0％）、韓国5,126億円（同11.6％）、香港3,416億円（同
7.7％）、米国2,503億円（同5.7％）の順となり、上位5カ国で8割弱を占めた。（図表６） 

  また、観光庁では「平成 29 年訪日外国人消費動向調査【トピックス分析】」において、訪日外国
人旅行者の訪日回数と消費動向の関係について分析した結果を報告している。特に、観光・レジャー
目的での訪日外国人旅行者について、リピーターの国籍別構成比をみると、韓国（30%）、台湾
（25%）、中国（18%）、香港（13%）の順に多く、東アジア４市場で 86%を占めていること
から、今回この 4 市場のリピーターについて分析を行っている。（図表７） 

訪日回数の増加とともに1人当たり旅行支出が高くなる傾向があり、特に「10回以上」の客層では
1 回目に比べ 2～4 割程度高く、訪日回数が増えると、地方を訪れる割合が高くなることがわかった。
（図表８、９） 

観光庁「2017 年宿泊旅行統計調査（速報値）」では、延べ宿泊者数は前年と比べて 1.2％
増の 4 億 9,819 万人で、このうち外国人宿泊者は 12.4％増の 7,800 万人泊となり、調査開始以
来の最高値となった。（図表 10） 

本調査結果の大きな特徴の一つとして、地方部における宿泊者数の前年比率の伸びを挙げており、
全国の宿泊者数の平均が前年比+1.2%なのに対し、鹿児島県+12.0%、愛媛県+10.3%、福
岡県+9.6%、宮崎県+7.4%、富山県+6.5%と続いている点を指摘している。 

さらに、外国人の宿泊地に限定すると、三大都市圏1が+10.2%の伸びなのに対し、地方が
+15.8%と地方部が都市圏を上回る結果となった。また、国籍（出身地）別の宿泊地の傾向とし
て、中国や香港、台湾、シンガポール、タイなどのアジアの外国人宿泊者が、東京・大阪以外に、北海
道に宿泊しているに対し、アメリカやカナダ、イギリス、ドイツ、オーストラリアなどの欧米からの外国人旅
行者は、東京に次いで京都に宿泊するケースが多くみられた。（図表 11） 

 
                                                   
1 三大都市は東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の 8都府県。地方部は三大都市圏以外の道県をいう。 
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【図表 3】 訪日外国人旅行消費額と訪日外国人旅行者数の推移（暦年） 

 
出所：日本政府観光局（JNTO）資料より 

 
【図表4】 訪日外国人旅行消費額の品目別構成比 

 
出所：日本政府観光局（JNTO）資料より 

 
【図表 5】 訪日外国人旅行者数のシェアの比較 2016 年/2017 年 年計 

 
出所：日本政府観光局（JNTO）資料より 
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【図表６】 国籍・地域別の訪日外国人旅行消費額と構成比 

 
出所：日本政府観光局（JNTO）資料より 

 
【図表 7】 訪日リピーターの国籍・地域別構成比【（平成 29 年）観光・レジャー目的】 

 

出典：日本政府観光局（JNTO）資料より 

 
【図表 8】 東アジア 4 市場の訪日回数別構成比【（平成 29 年）観光・レジャー目的】 

 
出典：日本政府観光局（JNTO）資料より 
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【図表 9】訪日回数別地方部と都市部の延べ訪問率 

 
韓国 

 
台湾 

 
 

中国 

 
香港 

 

※訪問率は、旅行者が各都道府県を訪れた割合。地方は、都道府県のうち、千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・愛知県・京都府・

大阪府・兵庫県以外。 

出所：日本政府観光局（JNTO）資料より 

 
【図表 10】年別・延べ宿泊者数推移（平成 25～平成 29 年） 

 

※上表の青字にした数値は、日本人及び外国人の延べ宿泊者数を合計した全体の数値である。 

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査（平成 29 年・年間値（速報値））」より 
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【図表 11】国籍（出身地）別、都道府県別外国人延べ宿泊者数構成比（上位５都道府県） 

 

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査（平成 29 年・年間値（速報値））」より 
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1.3. 関西国際空港の利用者動向 

関西国際空港から入国した外国人旅行者は、2016 年には 609 万人に達しており、これは国内
全空港・港湾中 2 番目の入国者数であったとされる。（図表 12） 

   国別では、韓国が 26.8％と最も多く、次いで中国の 25.7％であり、全国統計と比較しても、傾向
として大きな違いは見られない。（図表 13） 

 
【図表 12】 関西国際空港外国人入国者数の推移 

 
出所：近畿運輸局「関西の観光の魅力向上に向けた取組み（平成２９年３月２７日）」より 

 
【図表 13】 2016 年関西空港外国人入国者数国別比率 

 
出所：近畿運輸局「関西の観光の魅力向上に向けた取組み（平成２９年３月２７日）」より 

 

 

 

609 
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2. 淡路島観光の現状 

2.1 観光客数の動向 

１）入込客数について 
「平成28年度 兵庫県観光客動態調査報告書」によると、平成28年度（平成28年４月～平

成29年３月）に兵庫県を訪れた観光入込客数2は134,167千人となり、前年度（138,755千
人）に比べて4,588千人減少した（▲3.3％）。うち、淡路島への観光入込客数は12,777 千人
（対前年度比 ▲946 千人（▲6.9％））であった。（図表14） 

来島目的では、「スポーツ・レクリエーション」が多く、次いで「歴史・文化」「温泉・健康」となっている。
「スポーツ・レクリエーション」の中には、島内の主要観光レジャー施設（イングランドの丘・あわじ花さじ
き・明石海峡公園等）や海水浴場、キャンプ場の利用者数が含まれており、総数を押し上げている。
（図表15） 

月別の入込客数では、３月～５月の春季と７月～８月の夏季（海水浴場・淡路島まつりを含
む）にピークが見られる。一方で、９月～２月では、10月と１月が多いものの、それ以外の時期は相
対的に少ない状況となっている。（図表16） 

主要観光地への入込客数では、平成27年度「淡路花博2015 花みどりフェア」や「ふれあいの祭
典 淡路ふれあいフェスティバル」の開催の反動として、淡路ファームパークイングランドの丘（413 千
人・▲23.7％）、淡路ワールドパークONOKORO（275 千人・▲12.0％）、淡路島牧場
（195 千人・▲19.9％）といった施設の入込客数が減少した。一方、道の駅うずしお（417 千
人・＋6.2％）は、メディア紹介される機会が増えたことにより前年度を上回る集客となったほか、海水
浴場開設期間中に好天に恵まれた慶野松原海水浴場（137千人・＋14.0％）、大浜海水浴場
（84 千人・＋18.0％）も入込客数を伸ばしている。（図表17） 
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【図表 14】 地域別の観光入込客数状況について 

  項目 

地域 

観光入込客数（千人） 
主 な 増 減 

平成 28 年度 平成 27 年度 対前年度比 

淡 路 12,777 13,723 93.1% 道の駅うずしお（417 千人・＋6.2％）、慶野松原海水浴
場（137 千人・＋14.0％）、イングランドの丘(413 千人・
▲23.7％)、ONOKORO(275 千人・▲12.0％) 

神 戸 35,000 35,980 97.3% 須磨海浜水族園（1,203 千人・＋5.8％）、北野工房のま
ち（1,072 千人・＋4.6％）、王子動物園（1,097 千人・
▲10.7％）、兵庫県立美術館（475 千人・▲19.3％） 

阪 神 南 14,538 14,461 100.5% 尼崎の森中央緑地（567 千人・＋25.6%）、「西宮さくら
祭り」（100 千人・＋233.3%）、西宮神社（2,151 千
人 ・ ▲ 3.6 ％ ） 、 門 戸 厄 神  東 光 寺 （ 586 千 人 ・ ▲
18.8%） 

阪 神 北 16,477 17,134 96.2% 清荒神（3,070 千人・＋1.0%）、宝塚大劇場（1,162 
千人・＋1.0％）、あいあいパーク（842 千人・▲4.4%）、
有馬富士公園（815 千人・▲3.4%） 

東 播 磨 8,823 8,858 99.6% 明石 SA（217 千人・＋12.1％）、大蔵海岸海水浴場
（213 千人・＋6.0％）、明石公園（2,311 千人・▲
5.4％）、みとろフルーツパーク（118 千人・▲8.1％） 

北 播 磨 14,110 14,176 99.5% 兵庫県立ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ（226 千人・＋5.5％）、「三木金物ま
つり」（161 千人・＋5.2％）、三木総合防災公園（986 
千人・▲1.6％）、ひまわりの丘公園（714 千人・▲
3.7％） 

中 播 磨 11,303 12,878 87.8% こどもの館（367 千人・＋50.4％）、笠形温泉「せせらぎの
湯」（114 千人・＋44.2％）、姫路城（2,112 千人・▲
26.3％）、姫路市立動物園（642 千人・▲15.4％） 

西 播 磨 6,539 6,759 96.7% 「龍野さくら祭り」（130 千人・＋30.0％）、「相生ペーロン
祭」（120 千人・＋9.1％）、赤穂海浜公園（508 千人・
▲8.9％）、赤穂温泉（258 千人・▲5.3％） 

但 馬 10,118 10,331 97.9% スキー場全体（464 千人・＋46.4％）、竹野浜海水浴場
（241 千人・＋14.0％）、城崎温泉（869 千人・▲
4.6％）、竹田城跡（325 千人・▲21.9％） 

丹 波 4,482 4,455 100.6% 「もみじめぐり」（74 千人・＋39.0％）、「九尺藤まつり」
（50 千人・＋25％）、「丹波篠山味まつり」（83 千人・▲
5.7％）、「デカンショ祭」（52 千人・▲30.7％） 

全 県 134,167 138,755 96.7% ― 

出所：「平成 28 年度 兵庫県観光客動態調査報告書」より矢野経済研究所作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――― 
2
本調査は、年間入込 10,000 人以上及び特定月 5,000 人以上の観光地、観光施設、イベント等の延べ入込客数につい

て、県内各市町において調査したデータを、県において取りまとめたものである。なお、延べ入込客数調査のため、複

数の観光地等を訪れた場合は重複してカウントされる。 



13 
 

【図表 15】 淡路島への目的別入込客数（淡路島・平成 28 年度） （単位：千人） 

 

出所：「淡路島総合観光戦略」より 
 

【図表 16】 淡路島への月別入込客数（平成 28 年度） （単位：人） 

 
出所：「淡路島総合観光戦略」より 

 
【図表 17】 主要観光地への入込客数（単位：千人、％） 

 
出所：「平成 28 年度 兵庫県観光客動態調査報告書」より矢野経済研究所作成 
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２）宿泊者数 
入込客数を日帰り／宿泊別でみると、日帰り客は概ね増加している一方で、宿泊客はほぼ横ばい

であることがわかる。（図表18） 
宿泊客の約８割は関西圏からの観光客であり、また、平成27年度の外国人宿泊客数は約54千

人で、うち台湾が６割を占めている。（図表19、20） 
また、淡路島観光協会の届出数値によると、協会構成員である宿泊事業者・１７軒の客室稼働

率は７割前後で推移している。（図表 21） 
なお、平成 29 年の宿泊旅行統計調査によると、客室稼働率は国内全体で 60.8％、兵庫県で

57.5％であった。 
 
 

【図表 18】 淡路島への入込客数 （単位：千人） 

 

出所：「淡路島総合観光戦略」より 
 

【図表 19】 淡路島への都道府県別宿泊者数（2016、延宿泊者数） 

 
出所：「淡路島総合観光戦略」より 
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【図表 20】 平成 27 年度 外国人宿泊率 

 
出所：「淡路島総合観光戦略」より 

 
 

【図表 21】 観光協会加盟宿泊施設の全体客室稼働率 

 

構成員 
（１７軒） 

淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ、淡路第 2 プリンスホテル、ホテルニューアワジ、夢海游

淡路島、ホテルニューアワジ別亭淡路夢泉景、あわじ浜離宮、渚の荘花季、ホテルニューアワジプラ

ザ淡路島、海月館、華海月、島海月、洲本ハーバーホテル、淡路島観光ホテル、ウェスティンホテル

淡路、ペンション萬亀、プチホテルシエスタ、梅丸  

 
 平成 27 年度実績 平成 28 年度目標 平成 29 年度目標 

第１四半期 66.4％ 68.0％ 70.0％ 
第２四半期 76.5％ 78.5％ 80.0％ 
第３四半期 66.4％ 68.0％ 70.0％ 
第４四半期 67.3％ 68.5％ 70.0％ 

出所：一般社団法人淡路島観光協会資料より矢野経済研究所作成 
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2.2 観光消費額の動向 

   兵庫県観光客動態調査では、県内の観光消費額を推計するとともに、観光産業の総生産を観 
光 GDP としている。 

   平成 28 年度報告書での淡路島の観光消費額は県全体の約１割を占めており、入込客一人当
たりの平均消費額は日帰り客 9,983 円、宿泊客 42,267 円であり、消費額の多い宿泊客を延ばす
努力性を指摘している。（図表 22） 

 
【図表 22】 地域別観光消費額及び観光産業県内総生産（観光 GDP） （単位：億円、%） 

 

出所：「淡路島総合観光戦略」より 
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3. 考察 

全国の状況から、訪日外国人旅行者のうち東アジア 4 市場（韓国、中国、台湾、香港）が 7 割
以上を占めることがわかった。さらに4市場のリピーターに限定した分析によると、訪日回数の増加ととも
に旅行支出が増加するとともに、地方を訪れる割合が高くなる傾向が指摘されている。 

全国第 2 位の 609 万人の外国人旅行者が入国する関西国際空港の利用者も東アジア 4 市場
からが 7 割弱を占め、全国と同様の傾向が見られた。 

一方、淡路島の観光客数は、近年は増加基調にあるものの、平成 28 年度は減少となった。 
宿泊客は近隣府県からを中心に、1,300 千人程度で横這いが続き、入込客数全体の 1 割程度

で推移している状況である。外国人宿泊者の比率では、台湾が 60％、中国が 13％と続き、東アジ
ア 4 市場が 9 割を占めている。 

一方で、淡路島観光協会の届出数値によれば、加盟している宿泊事業者団体（17 軒）におけ
る客室稼働率は７割前後で推移しており、全国の 60.8％に対して高い水準であることがわかる。 

これらのことから、淡路島の観光を活性化するための方向性として、訪日外国人を含めた消費額の
多い宿泊者数を伸ばすこと、特に関西国際空港から入国する外国人の大半を占める東アジア（韓
国、台湾、中国、香港）からのリピート旅行者をいかに取り込むかが課題と考えられる。 
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Ⅲ．海上交通の利用状況把握 

1. 対象航路の概要 

今回、①淡路ジェノバライン（明石港～岩屋港）、②淡路関空ライン（洲本港～関西空港）、③
深日洲本ライナー（深日港～洲本港）の 3 航路を対象に、利用状況を把握した。（図表 23） 

便数に関しては、①淡路ジェノバラインは、現在、午前５時～午後１１時台に、大小３隻の船で平
日 76 便、土日祝日 56 便を運航している。大型船は旅客 180 人、自転車 20 台、125cc 以下の小
型バイク 8 台を積載可能である。その他、②淡路関空ラインでは 10 便、③深日洲本ライナーでは８便
が運航されている。（図表 24） 

 
【図表 23】対象航路の概要 

 
出所：矢野経済研究所作成 

 
【図表 24】 対象航路と便数（片道） 

航路 平日 休日 
①淡路ジェノバライン（明石～岩屋） 76 便 56 便 
②淡路関空ライン （洲本港～関西国際空港） 10 便 
③深日洲本ライナー（社会実験、洲本港～深日港）） 8 便 

※便数は、片道を 1 便としてカウントしている。 

出所：各社資料より矢野経済研究所作成 

明石港 

岩屋港 

深日港 

関西空港 

洲本港 

①淡路ジェノバライン 

②淡路関空ライン 

③深日洲本ライナー 
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2. 利用状況について 

2.1 各社の動向 

１）淡路ジェノバライン 
利用者数は平成 19～22 年には 60 万人台で推移し、同じ航路で運航していた「たこフェリー」の

廃止直後の平成 23 年には 80 万 5,175 人と急増したが、その後は下落の一途をたどり、平成 27
年は 70 万 4,843 人まで落ち込んだ。 

しかし近年、島と本州を行き来する通勤・通学者に加え、観光客の利用が増加したことで、平成
28 年は前年比 1.9％増の 71 万 8,358 人、平成 29 年は同 3.4％増の 74 万 2,824 人と 2 年
連続で伸張した。 

背景には、大型船の導入による悪天候時の欠航減に加え、島北部を中心にシャトルバス等を利用
して港から車がなくても行けるカフェやレストラン、アニメのテーマパーク「ニジゲンノモリ」などの開業が要因
とされる。さらに「アワイチ」人気も利用者数を底上げしており、平成 28 年の自転車の積載数は５年
前から 70%伸びて 3 万 1,275 台とされる。 

 
２）淡路関空ライン 

平成 29 年７月に洲本港－関西空港間で高速船の運航を開始。関西国際空港を利用する国
内外の旅客を輸送する目的で定員 217 人の船を使い、片道大人 2,800 円で１日５往復を運航
していた。 

当初、年間 9 万人の利用を目標としていたが、利用客の低迷から経営難に陥り、平成 30 年 7 月
15 日付での運航休止を届け出た。運航休止日までの利用客は約 1 万 6,000 人であった。 

 
３）深日洲本ライナー（社会実験） 

洲本―深日航路は、平成 11 年に廃止されたが、訪日外国人の増加などを受けて平成 29 年 6
月 25 日から 9 月末まで旅客需要や採算性を調べる社会実験として運航。約 3 カ月間で乗船客は
計 1 万 600 人、1 便平均で約 13.9 人という結果であった。 

平成 30 年度は、天候が悪化する冬季も運航して需要を見極めることとしている。また昨年の実験
で自転車利用が多かったことから、定期航路で広範囲の自転車利用を促進して「大阪湾南回りルー
ト」の実現を目指すという。（実験期間：平成 30 年 7 月 1 日～平成 31 年 2 月 24 日） 

運航は、昨年同様に民間企業「恭兵船舶」（岸和田市）が68人乗りの双胴船（49トン）で1
日 4 往復運航。所要時間は片道約 55 分で、中学生以上 1500 円、小学生 500 円。ロードバイ
クなどスポーツタイプの自転車のみ300円で積み込みできる。輪行バッグを持参すればスポーツサイクル
料金は不要である。 
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2.2 利用実績 

対象航路における 2017 年度利用者数は、2017 年度合計では、①淡路ジェノバラインが
719,144 人、②淡路関空ラインが 12,396 人、③深日洲本ライナーが 10,600 人であった。 

その他、大きく違いが見られたのが、「３）大人／小人別」であるが、主に通勤･通学及び通院など
の生活利用者数の影響が大きいものと推察される。 
 

【図表 25】2017 年度の航路別利用実績 

１）月別 
単位：人

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ジェノバライン 719,144 60,448 71,586 59,034 63,107 66,279 57,307 63,429 59,676 58,068 51,475 47,885 60,850
淡路関空ライン 12,396 ー ー ー 945 2,523 1,531 1,363 1,297 972 1,119 1,010 1,636
深日ライナー 10,600 ー ー 268 2,446 3,887 3,999 ー ー ー ー ー ー

2017年度計
2017年 2018年

 
出所：各社提供資料より矢野経済研究所作成 

 
２）平日／休日別 

 
単位：人

2017年度計 平日 休日
ジェノバライン 719,144 488,654 230,490
淡路関空ライン 12,396 5,925 3,336
深日ライナー 10,600 5,565 5,035  

出所：各社提供資料より矢野経済研究所作成 
 
３）大人／小人別 

 
単位：人

2017年度計 大人 小人
ジェノバライン 719,144 705,151 13,993
淡路関空ライン 12,396 8,067 564
深日ライナー 10,600 9,302 835  

出所：各社提供資料より矢野経済研究所作成 
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４）自転車あり／なし別 

 
単位：人

2017年度計 自転車あり
ジェノバライン 719,144 31,267
淡路関空ライン 12,396 5
深日ライナー 10,600 1,062  

出所：各社提供資料より矢野経済研究所作成 
 

3. 考察 

海上航路では、生活利用者を中心とする明石～岩屋航路の利用者が年間 700 千人程度であるこ
とがわかった。うち、自転車利用者は31千人と一定の利用があることがわかった（ただし目的は不明）。 

これらのことから、海上交通のさらなる利用促進の視点では、サイクリスト及び訪日外国人（主に関西
国際空港利用者）の誘客可能性について、検討する必要性がある。 
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Ⅳ．淡路島サイクルツーリズムの現状把握 

淡路島サイクルツーリズムの関係資料を収集の上、現地調査を行う等により、地域自治体及び関
係団体等が行うサイクルツーリズムに係る取組状況を把握する。 

    

1. 取組み状況 

1.1 淡路島ロングライド 150 

2010 年度に第１回ロングライドを開催し、2018 年度で 9 回目を迎える。 
主催は、「淡路島ロングライド 150」実行委員会で、淡路島くにうみ協会、兵庫県、洲本市、南あ

わじ市、淡路市、スポーツニッポン新聞社等が参画している。 
実行委員会では、その経費の一部を負担するとともに、県及び淡路 3 市と協力して４箇所のエイド

ステーション（休憩所）で淡路島の食材を使ったふるまい等を行いっている。 
参加定員は、2010 年～2016 年までは定員 2,000 名であったが、2017 年度は 2,200 名、

2018 年は 2,300 名へと規模を拡大し実施している。 
また 2016 年からコースカテゴリを２つに設定している。 
 

 
【図表 26】2018 年淡路島ロングライド 150 概要 

主 催 淡路島ロングライド 150 実行委員会（淡路島くにうみ協会、兵庫県、洲本市、南あわじ市、淡

路市、スポーツニッポン新聞社ほか） 

後 援 毎日新聞社、神戸新聞社、朝日新聞社洲本支局、読売新聞大阪本社洲本支局、産経新聞

社、日刊工業新聞社大阪支社、時事通信社神戸総局、共同通信社神戸支局、NHK 神戸

放送局、ＭＢＳ、サンテレビジョン、ラジオ関西、淡路島テレビジョン、ケーブルネットワーク淡路 

コ ー ス 淡路島一周の約 150km（スタート・ゴール地点：国営明石海峡公園） 

・ロングライドコース 150km カテゴリーA（脚力に自信のある方、８時間程度で完走できる方） 

・ロングライドコース 150km カテゴリーB（ゆっくり楽しみたい方） 

★途中 4 カ所にエイドステーションを設置 

実 施 方 法 タイムを競わないファンライド方式 

参 加 費 10,000 円（消費税・保険料含む） 

募 集 定 員 2,300 名 

出所：「淡路島ロングライド 150」公式 HP より矢野経済研究所作成 
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1.2 レンタサイクル 

１）淡路島観光協会 
島内 3 つの案内所にて、レンタサイクルを貸し出している。 
現状では、貸出場所への返却が原則となっている。 

 
【図表 27】淡路島観光協会でのレンタサイクル 

      

出所：淡路島観光協会 HP より 

 
２）レンタサイクル「陸の駅西淡」 

南あわじ市の玄関口として、バスターミナル「陸の港西淡」の再整備に着手し、平成 30 年４月から
観光客向けレンタサイクル事業を開始した。敷地内に電動機付きなど１０台を用意したレンタサイク
ルステーションを開設し、運営は大手旅行会社に委託している。 

並行して、陸の港西淡は年間５万人以上が利用し、240 台分の駐車場が満車になることも多い
ことから、駐車場の増設も進めている。平成 29 年度に 16 台分を増設し、30 年度も約 20 台分を
増設する計画である。 

 

 
３）電動レンタサイクル新利用プラン「世界観光モデルプラン」 

淡路市では、平成 22 年 4 月から電動レンタサイクルを開始しており、平成 22 年 4 月～平成 27
年 12 月の利用台数は 6,424 台に達している。 

独自の取り組みとして、電動レンタサイクルの更なる利用推進と回遊性向上を目的として、電動レン
タサイクル新利用プラン「世界観光モデルプラン」を実施している。これは、電動自転車と観光施設利
用促進の一体型プランで、淡路市が指定する市内の施設で 1,500 円以上利用することを条件に、
安価なレンタサイクル利用料金が適用されるものである。なお、対象の施設であれば、複数施設店舗
分の利用金額を合算可能である。 
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【図表 28】電動レンタサイクル新利用プラン「世界観光モデルプラン」概要 

利用料金  

利用期間 正規料金 プラン適用後料金 プラン適用条件 

半日 1,000 円 500 円 指定施設で、1 日 1 台当たり

1,500 円以上の利用要 

・半日・1 日･･･1,500 円 

・2 日･･･3,000 円 

・3 日･･･4,500 円 

1 日  1,500 円 

2 日 2,250 円 1,000 円 

3 日 3,000 円 1,500 円 
 

レンタサイ
クル拠点 

淡路市岩屋ポートビル 1 階観光案内所（電動自転車保有台数：15 台） 

対象施設 震災記念公園・パルシェ・道の駅あわじ松帆アンカレイジパーク・美湯松帆の郷・花の
湯・淡路島国営明石海峡公園・奇跡の星の植物館 

出所：淡路市資料をもとに矢野経済研究所作成 

 

1.3 サイクリングマップ制作 

１）島内サイクリングマップ作成 
淡路県民局では、2016 年秋にサイクリングを目的とした観光客の誘致を図るため、サイクリストの

助言を受け、ビギナーからトップライダーまで誰もが満足できるコースを紹介するとともに、サポート情報も
織り込んだ「淡路島サイクリングマップ」を発行。 

コンビニなどのほか、修理道具を利用できるカフェや走行に注意が必要な場所を掲載。お薦めコース
には最大標高差や想定所要時間などを記し、ＱＲコードも付けスマートフォンでも確認が可能。 

 
【図表 29】淡路島サイクリングマップ概要 

１．サイクリングマップの概要 
（１）仕 様：A3 版サイズ フルカラー ジャバラ折４山２折 
（２）発行部数：70,000 部 
（３）特 長： 

(ア) 淡路島を一周する上級者向けコース「アワイチ」や初心者でも楽々と走れる平坦コー
スなど、島全体を楽しめる７つのコースを設定。距離、最大標高差や獲得標高（登
った坂の標高累計）などで難易度を示すとともに、コース上の淡路島らしい風景、観
光施設や食なども紹介 

(イ) 携帯電話やスマートフォンにより、以下の Web サイトへアクセスできるＱＲコードを
掲載 
・コース上における現在地やそれまでの走行距離などがわかるサイト（ルートラボ） 
・淡路島の観光情報及び気象情報 
・景観ガイド ＜淡路島百景＞ 

(ウ) 紹介コース以外にも、自分にあったコースを自由に設定できるよう島内の主要な拠点
（18 箇所）間の距離や獲得標高を掲載 
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(エ) 自転車用空気入れや修理工具（各種レンチ、パンク修理キットなど）を設置するコ
ンビニエンスストア、サイクルカフェやレンタサイクル店、駐輪場などの施設情報を紹介 

２．主な配布先 
（１）観光案内所（岩屋、津名港、洲本、南あわじ、明石港、ＪＲ明石駅） 
（２）島内のコンビニエンスストア・レンタサイクル店・観光施設・宿泊施設 
（３）全国約 500 店舗のサイクルショップ 

 
３．ホームページ等での閲覧 

淡路島観光ガイド・あわじナビ （http://www.awajishima-kanko.jp/） 

  
 

出所：淡路県民局発表資料（平成 26 年 12 月 10 日）及び兵庫県 HP より矢野経済研究所作成 

 
 
２）明石海峡周辺地域ポタリングマップ 

淡路市では、明石海峡周辺地域の魅力およびポタリングのモデルコースを提案したパンフレットを作
成、配布。ポタリングとは、サイクリング用語で「気ままな散歩」を意味し、散歩感覚で自転車をのんびり
と気ままに走らせて楽しむことを言う。 

マップは、淡路市エリアに加え、明石市及び垂水区エリアもセットになっている。（図表 29） 
配布場所は、淡路市役所および淡路市内の観光案内所である。 
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【図表 30】ポタリングマップ 

＜淡路面＞ 

 

＜明石垂水面＞ 

出所：淡路市 HP より 



27 
 

1.4 ASA サイクリングツーリズム推進事業 

南あわじ市では平成 29 年度から徳島県鳴門市や香川県東かがわ市と共同で、自転車活用を目
的とした事業に取組んでいる。 

三市は、県境を越えて交流を深めることにより、良好な地域環境を確立し、地域全体の発展に寄
与することを目的に、平成２年度にＡＳＡトライアングル交流圏推進協議会を設立している。 

現在、淡路島と四国を自転車で渡る方法が無く、サイクリストが移動できない状況にあるため、南あ
わじ市と鳴門市の間の自転車輸送を可能にすることにより、３市をつなぐサイクリングロードを設定し、
南あわじ市と鳴門市を中心に多言語表示板の設置、レンタサイクルの整備など環境整備及び PR を
行うことにより、３市の交流人口を増加させるとともに、サイクリング等を行うことによる健康づくりの視点
も取り入れながら、地域経済の活性化を図ることを目的としている。 

 
１）陸上輸送サービス「海峡またぎ」  

自転車で通行できない鳴門海峡を高速バス停留所がある「陸の港西淡（南あわじ市）」と黒山
停留所（鳴門市）までの約 20km を結ぶ自転車輸送サービスである。 

同サービスは、土日祝日の運行（高速バスの運行時間に合わせて１日３往復）で、輸送費は自
転車１台 500 円（トラック輸送）、サイクリストは高速バス運賃 800 円である。 

同サービスは予約制で、土日の運行は金曜の午後５時まで、祝日の運行は前日の午後５時まで
に予約が必要である。 

 
 ２）モデルコース及びおもてなしスポット「ASA サイクルスポット」整備 

３市を結ぶトライアングルサイクリングコースとして、海と山の２つのロングコースを設定し、各市内に
短・中・長距離のシティコースを設けている。併せて、コース上にはバイクラックや空気入れ・工具などを
常備したサイクルスポットを整備している。（図表 30） 

【図表 31】淡路市提供マップ 

 
出所：AS トライアングル交流圏推進協議会 HP 
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３）大鳴門橋への自転車道整備への取組み 
淡路島と徳島県鳴門市を結ぶ大鳴門橋（全長 1,629ｍ）は、1985 年 6 月に開通した。２層

構造の上層は神戸淡路鳴門自動車道、下層は将来的に新幹線を通す前提で設計されているが、
下層は徳島県側の一部を渦潮観光の遊歩道「渦の道」にしている以外は利用されていないことから、
兵庫県と徳島県では自転車道として活用する計画を検討している。 

かつて、神戸市と淡路島を結ぶ明石海峡大橋でも、兵庫県が下層の管理者用通路を自転車道
に変更することを検討したが、風圧による負担が大きく断念した経緯がある。 

そのような背景から、両県では 2018 年度当初予算に関係経費 2300 万円をそれぞれ計上し、
研究機関に委託して模型での風洞実験や自転車道を設置した場合の橋の耐性力や安全性を調査
することとしている。 

 
 

1.5 あわじロードバイクサポーターズ 

2015 年に島内の自転車愛好家らが中心となって組織された団体で、サイクリスト向けにウェブサイ
トで情報を発信。レンタサイクルや飲食店などサイクリスト向けのショップ紹介に加え、タマネギ収穫、寺
社を参拝し御朱印を授かるなどのイベントの企画運営なども行っている。 

サイクリスト向けにコースを案内するアプリ「島くる♪アプリ」を提供している。 
 

【図表 32】あわじロードバイクサポーターズ HP 

 
出所：あわじロードバイクサポーターズ HP より 
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１）レンタサイクル 
本格的なロードバイクを含め、サイクリスト向けレンタサイクルショップが加盟している。 
レンタルプランとして、週末だけの乗り捨てプランなども用意されている。乗り捨てプランでは淡路島北

部の Bicycle Hub Awaji でレンタルし、淡路島南部の Giro d’ Awaji で返却が可能である。 
 

【図表 33】レンタサイクルショップ概要 

レンタサイクル SHOP
おでかけ工房 

ルイガノ・ジオスの街乗り用スポーツ自転車(小径車・クロスバイク・マウンテ
ンバイク)をレンタル 

Bicycle Hub 
Awaji（バイシクル 
ハブ あわじ） 

初心者から上級者まで安心・満足していただける本格スポーツサイクルを
揃え、淡路島の「旬」が体感できるイベントも毎週開催している。 

出所：あわじロードバイクサポーターズ HP より矢野経済研究所作成 

 
２）サイクリスト向け施設 

サイクリストが利用しやすいカフェなどの休憩スペースや宿泊施設などが加盟しており、各種サービスを
提供している。 

【図表 34】サイクリスト向け施設概要 

淡路島十三仏霊
場 

神代の昔、国づくりの最初につくられたという神話の国、淡路島にある「淡路
島十三仏霊場」を自転車で巡礼するという新しいスタイル。 
各寺院では、サイクリスト用のラックも用意され、サイクリスト専用の御朱印帳
もある（御朱印帳 1000 円，御朱印各寺院にて 500 円） 

バイカーズ カフェ・
Circolo( チ ル コ
ロ) 

淡路島を自転車、バイクで走るツーリスト・レーサーのサポートと様々な情報
発信をするコミュニティスペース・カフェ 

淡路島海上ホテ
ル 

淡路島の南端に位置し、のんびり淡路島を一周したい方や初心者の方には
うってつけのロケーション。サイクリスト向けの宿泊プランも用意。 

Giro d ’  Awaji
（ ジロ ・デ ・ アワ
ジ） 

喫茶エリアの店外はもとより店内にもラックを設置、店内用スリッパまで用意。 
利尿作用の少ないサイクリスト用珈琲や補給食「ジロ・デ・あわ塩」も販売。 
ボトル補給サービス、洗車サービス、ロードサービス等のサポートも完備。 

出所：あわじロードバイクサポーターズ HP より矢野経済研究所作成 

 

2. 考察 

現状での淡路島サイクルツーリズムの取組みは、「淡路ロングライド 150」を軸に、民間事業者の取り
組みも含めてレンタサイクルやマップ提供などのサービス提供は島内連携の面で完全とはいえないものの、
サイクルツーリズムを推進しうる土壌は形成できていることがわかった。 
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Ⅴ．全国サイクルツーリズム成功事例研究 

全国で増加しているサイクルツーリズム関連の取組みの中から、成功事例として２つを選定した。 
選定方針は下記の 2 点であり、構築したブランドを利用して、民間主導で受入体制の整備を進め

るなどサイクルツーリズムを実践している事例を取り上げた。 
①全国的な知名度（ブランド）を有していること 
②運営主体が、官民が連携した組織であること（NPO や DMO） 

 

1. 今治市・尾道市 「しまなみ海道」 

1.1 行政の取組み 

愛媛県では、国内外からしまなみ海道を訪れるサイクリストを県内各地に誘客する目的で、平成 
24 年度に「愛媛マルゴト自転車道」構想を策定し、県下全域で 26 のサイクリングコースを整備す
ることとした。その一方では、平成26年10月には、世界中のサイクリストにしまなみ海道の絶景を楽し
んで頂くことを目的に掲げ、しまなみ海道の高速道路本線を全面通行止めにして国際サイクリング大
会「サイクリングしまなみ 2014」を広島県側と連携して開催した。 

 
１）自転車県としてのブランド化（「サイクリングしまなみ」の開催） 

平成 26 年 10 月に開催した国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ 2014」は、7,281 名
（うち外国人は 31 の国と地域からの 525 名）が参加し、参加者からは大会の継続と次回の参加を
希望する多くの声があった。そのため、県では、同大会のような大規模な大会を 4 年に 1 回、その
中間年には中規模大会の開催を目指すこととし、平成 28 年 10 月 30 日に中規模大会「サイ
クリングしまなみ 2016」を開催し、約 3,500 人が参加した。 

愛媛県では、「サイクリングしまなみ 2014」大会開催を通じて、愛媛・広島両県では約 15 億円の
経済効果が生じたとしている。また、こうした取組みもあり、瀬戸内しまなみ海道で利用されたレンタサ
イクルは年々増加しており、瀬戸内しまなみ海道の周辺地域でも、観光施設や宿泊施設の需要が増
えるなど、徐々に経済効果が波及しているとする。 
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【図表 35】瀬戸内しまなみ海道レンタサイクルの利用実績 

 
 

出所：今治市「いまばりサイクルシティ構想を核とする広域観光推進計画」より 

 
２）受入体制の整備 

（１）愛媛マルゴト自転車道 
愛媛マルゴト自転車道は、県下全域に、中上級者向け 11 コースとファミリー向け 15 コースの

合計 26 コースのサイクリングコース（県内の全市町を網羅し、総延長 1,144km）を既存の道
路を活用して設定し、国・県・市町の各道路管理者が連携して整備を行っている。 

さらに、サイクリストの利便性向上のために、全 26 のサイクリングコースを動画やマップで紹介す
る「愛媛マルゴト自転車道サービスサイト」を、Web とスマートフォンアプリの双方で公開している。サ
イトでは、スマートフォン等の GPS 機能を利用して、コース上の自分の位置が表示できるほか、お勧
めスポットやコメント、写真等の投稿もできるため、サイクリストの交流ツール機能も持っている。 

（２）サイクルオアシス 
サイクルオアシスは、地域の商店や道の駅、コンビニエンスストア等の協力により、空気入れ、水、

トイレ、ベンチ及び情報を無償で提供してもらう等、地域と交流できるサイクリストのための休憩施設
である。現在、県では県下全域に 200 カ所以上を登録し、サイクリストをおもてなしできる体制を
整えている。 

（３）サイクリストの二次交通の確保 
JR 四国、伊予鉄道、ジェイアール四国バス、おのみちバスでは、自転車の持ち込みができるサイ

クルトレインやサイクルバスを運行している。 
（４）サイクリングガイドの養成 

サイクリング観光客をサポートするためガイドに求められるスキルを体験・習得し、ツアーの計画及
び引率を行うことができる能力を養うため、平成 27 年度から、サイクリングガイド養成講習会を開
催している。現在、講習会を受講した 15 人が、サイクリングガイドの認定を受け、県内各地で観
光客相手に活動している。 
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３）レンタサイクル及びサイクリングコース 
しまなみ海道では、尾道市～愛今治市間の全長約 70ｋｍを結ぶレンタサイクルを実施している。

沿線には 14 ヶ所（広島県側７箇所、愛媛県側７箇所）のレンタサイクルターミナルが設置されてお
り、全てのターミナルで自転車の貸し出し及び乗り捨てが可能である。 

また、サイクリストのレベルに合わせて３つのモデルコースを提案しており、海上交通を利用したコース
も提案されている。 

【図表 36】瀬戸内しまなみ海道モデルコース 

 

モデル名 ルート 距離 所要時間 

初級コース 尾道 ～ 向島一周 ～ 尾道 約 18km 2 時間 

中級コース 尾道 ～ 向島 ～ 因島 ～ 生口島 ～（フェリー）～ 尾道港 約 30km 3～4 時間  

上級コース 尾道港 ～（全島）～ 今治 約 70km 4～10 時 間 

出所：（一社）しまなみジャパン HP をもとに矢野経済研究所作成 
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1.2 民間団体の取組み 

１）概要 
「シクロツーリズムしまなみ」は、五感をフルに使って地域をまるごと楽しむ新しい旅のスタイル「シクロツ

ーリズム（自転車旅行）」の普及・提案を通して、持続的な地域づくりを目指す民間非営利団体と
して、2009 年に認証取得した。活動は 2005 年から開始された。 

 
名 称 特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみ 
主たる事務所の所在地 愛媛県今治市別宮町 8 丁目 1 番 55 号 
代 表 者 氏 名 代表理事 山本 優子 
設 立 認 証 年 月 日 2009 年 04 月 24 日 

活 動 目 的 

特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみは、愛媛県今治市、上
島町の島嶼部をメインフィールドに、従来型の観光行動とは一線を画す自
転車旅行（シクロツーリズム）に着眼し、島を周遊する観光スタイルの定
番化、滞在型の旅行者誘客活動を展開する。 島の豊かな自然と、その
自然に支えられた地域の暮らしが織り成すアーティスティックな風景を「風景
アート」と捉え、自転車で「風景アート」を楽しむ中で、地域の自然・歴史・
伝統を守り、伝える感性、様々な事象と人々とのつながりを熟成させる新し
い価値観を生み出し、持続可能な地域の暮らしを実現することを目的とす
る。 

 
 
２）提供サービス 

（１）ゲストハウス「シクロの家」（ゲストハウスの管理運営） 
しまなみ海道の四国側の起点・今治市にあるサイクリスト御用達のゲストハウス。JR 今治駅前徒

歩 1 分というロケーションで、駅に降りて輪行バッグを担いで歩ける距離にある。 
【図表 37】ゲストハウス「シクロの家」の外観 

 

出所：しまなみゲストハウス「シクロの家」HP より 
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（２）しまなみサイクルオアシス（サイクリスト休憩所の管理運営） 
「サイクルオアシス」整備事業は、自転車旅行を専門的に普及・啓発する地元ＮＰＯ「シクロツ

ーリズムしまなみ」と愛媛県が協働で進めた地域振興事業の一環で、管理運営も「シクロツーリズム
しまなみ」が請け負っている。なお、整備にあたってはブリヂストンサイクル社から「空気入れ」提供協
力を受けている。 

 
【図表 38】しまなみサイクルオアシスのサービス 

 
出所：「しまなみサイクルオアシス」HP より 

（３）しまなみ島走レスキュー（サービスの管理運営） 
トラブル発生時に自転車店、自動車整備工場、ガソリンスタンド、タクシー会社など地元の有志が、

簡単な修理・調整・タクシーによる搬送など、状況に合わせて対応するサービス。 
 

【図表 39】しななみ島走レスキューのサービス 

 

出所：「しまなみ島走レスキュー」HP より 

 
 
(４) しまなみ自転車旅の宿（宿泊情報サイト運営） 

本サイトでは、自転車の安全な保管や自転車の受取や発送の取次に対応している等サイクリスト
目線で利用しやすいサービスを提供している宿泊施設を紹介している。 
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【図表 40】「しまなみ自転車旅の宿」のサービス 

 

 
 

出所：「しまなみ自転車旅の宿」HP より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2. 滋賀県 「ビワイチサイクルツーリズム」 

2.1 行政の取組み 

１）ビワイチ推進総合ビジョンの策定 
滋賀県内では、発祥の時期は定かではないが、小中高生や大学生が冒険代わりに琵琶湖一周サ

イクリングする文化があった。 
2001 年に、県が 193ｋｍのコース「ぐるっとびわ湖サイクルライン」を沿線市町、関係機関と調整

し、サイクリングマップを作成し、配布を開始した。これに合わせて、案内看板や距離標等を整備し、環
境整備を行った。インターネット上で一番古い「ビワイチ」の表記も 2001 年であり、この頃から「ビワイ
チ」という言葉が、サイクリングファンの間で広がり始めたと考えられる。 

イベントとしては、1980 年代から琵琶湖一周する自転車のイベントや、ヒルクライム（坂を登るイベ
ント）、ロングライド（長距離を走るイベント）、エンデューロ（耐久レース）、クリテリウム（周回レー
ス）等が開かれている。 

滋賀県では、自転車の活用推進による地域活性化に向けて、様々な主体が一体となって取り組
みを進める道標とするため、「理想となるビワイチ像」をまとめた「ビワイチ推進総合ビジョン（平成30年
3 月）」を策定した。 

 
２）「びわ湖一周ロングライド」の開催 

2012 年に第 1 回が開催され、2018 年で 7 回目を迎えた。 
第 1 回は 148.8ｋｍのロングライドコースのみで、参加者も 1,200 名規模であった。 
第 2 回以後、段階的にコースと参加者を拡大し、2018 年の第 7 回は①ロングライドコース

（148km）で 1,400 名、②サイクルージングコース（30ｋｍ）で 100 名、及び③センチュリーライ 
ドコース（160ｋｍ）500 名で、３コース合計で 2,000 名規模のイベントとなっている。 

 
３）受入体制の整備 

（１）ぐるっとびわ湖サイクリングマップ作成 
2001 年に、県が 193ｋｍのコース「ぐるっとびわ湖サイクルライン」を沿線市町、関係機関と調整

し、サイクリングマップを作成し、配布を開始した。これに合わせて、案内看板や距離標等を整備し、環
境整備を行った。 
（２）ビワイチサイクルサポートステーションの整備 

自転車で滋賀・びわ湖を楽しむ旅行者向けに、スポーツバイクに対応した空気入れや、自転車用
工具の貸出、トイレの提供など、サポートと交流の拠点として「サイクルサポートステーション」の整備を
進めている。平成 30 年 7 月 31 日現在の登録数は、295 施設にのぼる。 

サービス内容はトイレの提供、三方式対応空気圧計付き空気入れと自転車用工具の貸出しは、
各施設共通で、施設によっては、観光情報の提供や自転車チューブの販売などにも対応している。 
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（３）ロゴマーク利用規程 
ビワイチサイクルツーリズムロゴマークを利用することにより、「ビワイチ」はもちろん、滋賀県の PR、県

産品の販路拡大、県の産業振興等に寄与することを目的として「ビワイチサイクルツーリズムロゴマーク
の利用に関する規程」を定めた。 

 
【図表 41】ロゴの利用状況 

事業者（販売者） 商品名 画像（抜粋） 
びわこ 1 周レンタサイクル 
(特定非営利活動法人 五環生活) 

ビワイチバッジ 
ビワイチタオルハンカチ 

 
 Famille（ファミーユ） ビワイチマフィン 

 

淡海酢有限会社   ビワイチ発酵ゼリー 

 
株式会社平和堂  ビワイチ MEMO ノート 

ビワイチ T シャツ 
トートバッグ 
ジャガードタオル 

 
ノホリワークス  ビワイチ記念キーホルダー 

 
琵琶湖マリオットホテル ジャガードタオル（小） 

ジャガードタオル（ミニ） 
ラムネ入り巾着袋 
小銭入れ 
ポーチ 
ハンドタオル 
煎餅 
シール 
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マグネット 
キーホルダー 
缶マグネット 

 

出所：滋賀県 HP「ビワイチサイクルツーリズムについて」より矢野経済研究所作成 

 

2.2 民間団体の取組み ～一般社団法人輪の国びわ湖 

びわ湖一周サイクリングをきっかけに、気軽に自転車に親しむ人を増やし、健康的で環境に調和した
社会をつくるために、市民の有志を中心にNPOや事業者、行政団体などが集まり、2009年10月に
設立した民間の団体であり、輪の国びわ湖推進協議会に加盟している。 

主な取組みは、「びわ湖一周サイクリング認定証」を発行するとともに、お薦めのコースなどを紹介す
る「びわ湖一周自転車 BOOK」の作成や、びわ湖一周ウェブサイトの運営、セミナーやサイクルツーリズ
ムシンポジウムの開催などの情報発信である。 

 
【図表 42】輪の国びわ湖推進協議会 構成団体一覧（2018 年 2 月現在） 

一般社団法人輪の国びわ湖 
ええラジオ 
株式会社ミズホネット 
くうのるくらすの創造舎 
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 
自転車ライフプロジェクト 
市民団体 マイクリング・プロジェクト 
水色舎 
特定非営利活動法人 HCC グループ 
特定非営利活動法人五環生活 
トレンシス 
日本風景街道「琵琶湖さざなみ街道・中山道」パートナーシップ 
ニューフィールドワークス 
認定特定非営利活動法人環境市民 
琵琶湖汽船株式会社 
琵琶湖博物館 環境学習センター 
守山市自転車競技連盟 
有限会社ライフ 
歴史街道推進協議会 
和ウトドア 

出所：輪の国びわ湖推進協議会 HP より 
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１）「びわ湖一周サイクリング認定証」 
事前申し込みを行うことで、各チェックポイントを通過してびわ湖を一周すると認定証やステッカーを付

与するシステム。認定証の発行数は、2010 年度は約 400 件であったが、2015 年度は約 1,250 件と
３倍強にまで増加しているとされる。 

 
【図表 43】認定証の申請手順 

 

 
 

 
 

出所：輪の国びわ湖推進協議会運営サイトより 
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3. 考察 

国内におけるサイクルツーリズムの成功事例とされる「しまなみ海道」「ビワイチ」についてみてきたが、共
通する取組みとして、①サイクルイベントを軸としたブランド構築、②民間団体との連携による集客及びマ
ネタイズのシステム構築・強化が挙げられる。 

個別の取組みとして、「しまなみ海道」では、①船舶を活用したモデルコースの提案、②全 14 箇所で
乗り捨て可能なレンタサイクル、③サイクリスト向け宿泊施設の紹介サイトなどの特徴があった。 

これらの取組みにより、米 CNN の「世界で最もすばらしい 7 大サイクリングコース」にも選ばれ、世界屈
指のサイクリングコースとして名を馳せるのみならず、世界中からサイクリストたちが訪れている。 

また「ビワイチ」では、①お土産物へのロゴマーク活用や②「びわ湖一周サイクリング認定証」の有償発
行などが挙げられる。 

これらの先行事例を参考に、淡路島・アワイチの魅力向上とブランド構築、島内産業への経済効果拡
大、サイクリングを通しての広域連携について、検討を進めていくことが必要である。 
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Ⅵ．海上交通の利便性の実態把握 

１．調査概要 

海上交通利用者を対象に利用目的、目的地、利用頻度、下船後の移動手段等を把握するため
の利用者実態アンケート調査を実施した。 

対象航路は、明石～岩屋航路、深日～洲本航路とし、各航路とも淡路島発便を対象とした。 
 

＜アンケート調査の概要＞ 
対象 １）明石～岩屋航路 

２）深日～洲本航路 
目的 淡路島への観光を終えた利用者を対象に、目的や支出額、交通評価 
調査方法 乗船時（岩屋または洲本）にて調査票を配布し、待合室または船内で回答

記入のうえで、乗船前または下船時（明石または深日）で回収する 
調査時期 10 月 13 日（土） 
調査項目 Q1.基本属性 

Q2.淡路島への来訪目的 
Q3.淡路島観光の目的や来訪回数 
Q4.下船後に利用した交通手段 
Q5.今回の島内訪問場所 
Q6.事前にした情報収集 
Q7.旅行先決定時に重視するポイント（上位３つ） 
Q8.淡路島を訪れて感じた良かった点と改善点 

回収数 1. 明石～岩屋航路：114 票 
2. 深日～洲本航路：25 票 

 

２．調査結果のポイント 

１）傾向や特徴 
 利用者は、兵庫県内と大阪からが大半で、日帰り客が中心。 
 リピーターが多く、初訪問者はジェノバライン利用者で 16.1％（観光目的のみ）、深日洲本

ライナー利用者で 26.3％であった。 
 下船後の交通手段では、ジェノバライン利用者では路線バス利用者が最も多く、31.1％であ

った。一方で、深日洲本ライナー利用者では自転車（持込）とレンタカーで 6 割を占めた。 
 観光目的では、①観光地めぐり、②サイクリング、③グルメスポットめぐりの上位 3 つが 7 割を占

めた。 
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 主な訪問場所は、ジェノバライン利用者では「道の駅 東浦ターミナルパーク」、「淡路夢舞
台」、「明石海峡公園」や「鳴門の渦潮」が上位であったが、いずれも 15％前後であった。一
方、深日洲本ライナー利用者では、「鳴門の渦潮」と「いざなぎ神宮」が多くいずれも 30％前
後であった。 

 淡路島への評価では、良かった点として、海や山などの自然やのんびりとした雰囲気が多くあげ
られるとともに「サイクリング環境（自動車が少ない、道路が整備されている）」への評価が高
かった。 一方、悪かった点では、「路線バス本数の少なさ」や「岩屋港ターミナル施設の老朽
化」に加え、「サイクリングロードとしての環境向上（アワイチルート案内標識及びブルーラインの
不備）」が挙げられた。 

 
２）読み取れる強み・弱み 
強み：恵まれた自然環境による観光資源（景色や食）に加え、サイクリストから評価されるコース環境

（交通量の少なさ）を有する。 
 
弱み：来島者向け設備・サービスの不足（港ターミナル施設、サイクリスト向け案内標識の不備など）

により、満足度を最大化できていない。 
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Ⅶ．淡路島サイクルツーリズムの強み弱みの整理 

１．調査・分析手法について 

強み弱みを把握・分析するために、２つの調査を実施した。 
まず、1.サイクリスト視点での評価を把握するため「淡路ロングライド 150」参加者が集まる前夜祭会

場での対面式インタビュー調査を通じて、会話を通じて実態把握を行った。 
次に、サイクリスト受入に対する率直な意識を探るために、比較的小規模な宿泊業者（民宿および

ペンション）に対して、対面式のインタビュー調査を行った。 
 

２．「淡路ロングライド 150」参加者インタビュー調査 

１）調査概要 
サイクリスト及び国内外旅行者から見た淡路島の強み・弱み把握するため、「淡路ロングライド

150」に参加するヘビーユーザーから淡路島でのサイクリングに関する評価をヒアリングし、その結果から
淡路島の強み・弱みを把握・分析することを目的とした。 
 

対象 淡路ロングライド 150 参加者 
実施日 9 月 23 日（日）13:00～16:30 前夜祭会場 
目的 ヘビーユーザーにおける淡路島の評価把握 
調査項目 Q1.基本属性 

Q2.サイクリング歴と頻度 
Q3.淡路島までの交通手段や来訪回数 
Q4.「淡路ロングライド 150」への参加経験と評価 
Q5.他のサイクリングイベント参加経験と評価（淡路島との比較） 
Q6.普段サイクリング関連で利用している情報収集手段 
Q7.淡路島サイクリングのお薦めポイント（コースや観光スポット、食物等） 
Q8.自由意見（特にサイクリストの利便性向上の視点で） 

回収数 37 票 

 

２）調査結果のポイント 
（１）傾向や特徴 

 参加のきっかけは、友人やブログ、TV 番組等で「アワイチ」や「淡路ロングライド 150」の存在を
知り、参加するケースが多い。また、「しまなみ海道」などの次のステップとして「アワイチ」に参加
する層もみられた。 
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 参加経験者の評価では、淡路島の走りやすさ（「信号・交通量の少なさ」、「適度な距離と
坂道」）と「島を一周する達成感」が多く挙げられた。 

 他イベントへの参加経験では、①ロングライドイベント（レース形式ではない）や②ヒルクライム
系（山上りや坂道がコースに組み込まれている）イベントが多くみられ、親和性が高い傾向が
みられる。 

 各イベントでの評価ポイントでは、主に①「コースに変化がある（アップダウンや景色）」や「走り
やすさ（信号・交通量が少ない）」などを重視する傾向がみられた。その他②イベント参加や
エイドステーションを通じた現地観光（地元の食べ物や普段見られない景色を体験）ができ
る」が挙げられた。 

 情報収集は、主に Web サイトを中心としつつ、SNS やサイクリングショップなどの交流やクチコミ
による情報収集も活用されていた。また、雑誌媒体も情報伝達手段として活用の余地がある
ことも伺えた。 

 サイクリングコースとしての淡路島の評価は、主に、「走りやすさ（信号・交通量が少ない）」、
「適度な距離（150km が適度で、且つ体調に応じてショートカットも可能）」、「コースのバリ
エーション（起伏がある、海岸線も峠も味わえる）」が挙げられた。また、少数意見として、「南
あわじエリアの景観」や「夕方にみる明石大橋」などが挙げられた。 

 観光スポットでは、「たこせんべいの里」が多く挙げられたが、その他は「道の駅」、「鳴門海峡」
や「岩屋港」など休憩を兼ねた立寄りスポットが少数挙げられた。 

 食べ物・土産品については、「たまねぎ」が 14 票と最も多かったが、以降は「あわじ島バーガ
ー」、「しらす丼」や「たこせんべい」などは 3～4 票で続いた。 

 自由意見では、大きく「宿泊施設の充実（施設数および情報提供が少ない）」と「コース情
報と観光情報の一元化」をもとめる意見が多かった。また、明石海峡や大鳴門橋への自転車
でのアクセスを求める声も多かった。 

 
（２）読み取れる強み・弱み 

強み：コース面での魅力度が高く、ブランド力も備えている。 
弱み：サイクリストにとって有用な情報提供が少ない（消費行動や宿泊に少なからず影響） 
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３．宿泊事業者ヒアリング調査 

１）調査概要 

現地の宿泊先（ペンションや民宿など）を対象に宿泊者の傾向やニーズ、今後のサイクリストやイン
バウンド誘致拡大への意向について、ヒアリング調査を実施した。 

 
＜アンケート調査の概要＞ 

対象 民宿、ペンション 
目的 宿泊者の利用実態や今後の意向など 
調査方法 現地での訪問ヒアリング調査 
調査時期 11 月 15 日（木） 
調査項目 １.宿泊者の傾向（目的、地域、予約方法、交通手段、稼働状況など） 

２.「サイクリスト」及び「訪日外国人」向けの対応状況 
３.観光資源に関する①強み（おすすめポイント）と②弱み（改善すべき点） 
４.島内交通及び観光振興に向けたご意見・ご要望 

回収数 ４件 
 

２）調査結果のポイント 

（１）傾向や特徴 
 夏場を中心とした近郊からのリピート客中心のビジネスで、冬場の稼働率は低い。 
 サイクリストやインバウンドなどの新規顧客はあまり歓迎していない。 
 マイカー利用者が中心 
 観光資源については、「何もない」ことが弱み（特に冬季） 

 
（２）読み取れる強み・弱み 

強み：特に集客活動をしなくても事業が継続できるリピート顧客基盤 
弱み：稼働率向上に向けた新規顧客開拓意欲の低さ（成り行き経営、あきらめ経営） 
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４．強みと弱みの整理 

淡路島の観光資源を中心とする各種の特徴が「強み」に該当するか「弱み」になるかは、対象とするタ
ーゲットによって変化する。そのため、まずは前提となる仮説ターゲットを設定したうえで検討・判断していく
ことが必要である。 
  ターゲットについては、当事業の主な目的に「淡路島のサイクルツーリズム推進（＝サイクリングによる
観光産業の発展）」があることを念頭に置く必要がある。目的達成には、いかにサイクリストに多く来島し
てもらい、宿泊、飲食や土産品購入を通じて、地域でお金を使ってもらうかを考えたうえで、具体的なター
ゲットとしてどのような層に設定すべきかを明確にしなければならない。 

淡路島のサイクルツーリズムにとって、考えられる顧客層は大きく下記 3 つにセグメントできる。 
これらを仮説ターゲットとして、訴求できる「強み」はどこにあるのか、改善が必要な「弱み」は何かを検討

した。 
 
①インバウンド：特に台湾、欧米系の富裕層 
②関西圏以外のサイクリスト（中国・四国や中部、関東も視野に入れる） 
③関西圏のサイクリスト（リピーターを含め日帰りで訪れる層） 
 
まず、強みであるが、一連の調査結果から、淡路島は特にサイクリストにとって多くの魅力を持っている

ことが明らかになった。具体的な要因として、 
（１）「アワイチ」ブランドの浸透として、継続的なロングライドイベントの効果もあり、サイクリスト間では

一定のブランド力を有していること 
（２）サイクリングコースとして恵まれた環境を備えていること 

が挙げられる。 
一方で、弱みとしては、サイクリストの視点から 
（１）走行環境の整備不足が感じられるとの指摘も目立った 
（２）十分な経済効果を享受するための仕組みや工夫が不十分な点も見られた 

点が挙げられる。 
具体的には、受入体制の整備不足としてサイクリストが泊まりたい宿、立寄れる飲食店が少ない点が

挙げられる。積極的に対応している施設もみられるものの地域による偏りが見られる。 
また、立寄るべき場所が明確化されていない点が挙げられる。現状ではコースと観光スポット等の情報

が一元化されていないため、認知不足が理由で立寄られていないことが想定される。 
さらに、食べ物やお土産についても「たまねぎ」のみが突出し、他の特徴が伝わっていないことで、消費に

結びついていないことが想定される。 
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強み 

（１）「アワイチ」ブランドの浸透 
①ロングライド人気（関西以外からも参加） 
②メディア、SNS、ショップなど業界内で「アワイチ」が認知されている 

 
（２）コースとしての高い評価 

①海沿いと山道（坂）が両方ある 
②信号も少なく走りやすい 
③島１周が 150ｋｍで、ほどよい達成感が味わえる距離（ショートカットも可能） 

弱み 

（1） 島内サイクリングを行う上での環境不備 
①サイクリングコースの案内標識、ブルーライン等の整備 
②レンタサイクル、休憩、整備等ができるサイクリスト拠点の整備 
③島一周しない層の（ライトユーザー、ポタリング）の補助交通 

 
（２）お金を落とす仕組みが不十分 

①受入体制の整備不足（サイクリストが泊まりたい宿、立寄れる飲食店が少ない） 
②立寄るべき場所が明確化されていない（認知促進が必要） 

 

５．まとめ 

利用者アンケート結果から、淡路島は京阪神からも近く、海と山の景観の変化を楽しみながら島一
周という明確な達成感をサイクリストに提供できる非常に恵まれた環境と魅力を有しているということを、
強みとして認識すべきである。 

一方、弱みとしては、積極的にサイクリストを受け入れようとする宿泊施設や商業施設は少なく、淡
路地域にお金を落としてもらうためのプロモーションも十分とは言えない実態が挙げられる。 

そのため、外部に対してサイクリストを迎え入れたいという「淡路島全体をあげての意思」を明確に表
示するような取り組みをすれば、さらに多くのサイクリストを誘致拡大できるはずである。 

とりわけ、サイクルツーリズム推進（サイクリングを通じての観光産業の発展）の観点に立てば、宿
泊を伴わないと島に来ることができない層をターゲットに、魅力を感じてもらえるプロモーションと受入環
境整備を並行して進めることが課題である。 
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Ⅷ．課題整理と解決策の検討 

１．課題の整理 

淡路島サイクルツーリズム推進に向けては、現状では活用しきれていないサイクリスト誘致に向けた強
み（「アワイチ」ブランドやコースとしての高い評価）を最大限活用するために、弱み（サイクリング環境の
不備、お金を落とす仕組みが不十分）を補うことが課題であると整理できる。 

さらに、それらを解決していくためには、しまなみ海道、びわ湖にみられるような基本的な戦略立案や方
策検討を行う関係者間の連携強化や明確な役割分担が必要である。 
 

２．課題解決策の検討 

１）外部有識者による助言 
サイクルツーリズムの推進に向けたターゲットや課題解決などの検討にあたって、外部有識者から次

のとおり助言をいただいた。 
 

（１）第 1 回委員会（株式会社 Feel Japan 代表取締役  藤田 勝光氏） 
「自転車ツーリズムの可能性について」をテーマに講話をいただいた。 
主に下記 2 点について助言があった。 

① 関西国際空港からの近さを活かし、ビジネスで来日しサイクリングを楽しむインバウンド富裕層
をターゲットとする。 

② サイクルツーリズムが成立するポテンシャルは十分にあるので、外国人旅行者と自転車にフレン
ドリーな島として認知されるよう取り組む。 

 
（２）第 2 回委員会（株式会社ライダス 代表取締役 井上寿氏） 

「サイクルツーリズムの現状と課題」をテーマに講話をいただいた。 
主に下記 3 点について助言があった。 

① インバウンド向けのサイクルツーリズムとして、高付加価値なエスコートツーリングは需要がある。 
② 近年は FIT(Free Individual Traveler)が増加している中で、サイクリング目的も増えている。

海外ではヨーロッパやアメリカ、アジア圏では台湾でサイクリングが普及している。特に台湾にお
いては 20～30 代のサイクリストが多い。 

③ 台湾は日本に対する造詣が深く、インバウンドのターゲットとして注目すべき。 
 

(３）第 3 回委員会（NPO 法人シクロツーリズムしまなみ 代表理事 山本優子氏） 
「しまなみ海道におけるサイクルツーリズムの現状」をテーマとして、講話をいただいた。 

    主に、下記４点について助言があった。 
① サイクルツーリズムの推進には、地域住民の参画が不可欠（住民との交流が高付加価値） 
② 自転車旅行慣れしたインバウンドを理解し、趣向に応じたコース設定や情報提供が必要。特
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に長期滞在傾向が強いサイクリストに対しては、瀬戸内エリアでの広域連携によって対応する
ことが重要になる。 

③ 衰退する「生活航路」に交流人口を増やすための「観光航路」の役割を加えて再設計 
④ ガイド事業は、安全管理面からニーズが高い。インバウンドの中には有償でのサポートカー随行

を求められることもある。 
 
２）課題の相関 

これまでの調査結果及び委員会での議論、外部有識者からの助言等を踏まえると、「サイクルツーリ
ズムの推進」と「観光の広域連携化」及び「海上交通の利用促進」は、相互に密接に関わっていること
がわかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）サイクルツーリズムの推進について 
サイクリストをターゲットとした受入態勢整備やサービス提供などを行うことで、地元への経済効果を

生み出すことは十分に期待できる。 
さらに富裕層が多いインバウンドのサイクリストに対して、語学力の高い通訳ガイドやサポートカーの

随行などの高付加価値なガイド・サポート事業を展開することで、高い経済効果に加えて、新たな雇
用創出も期待できることから、基幹産業への成長へとつながる可能性もある。 

 
(２）観光の広域連携化 

サイクリングによる観光広域化を進める上で、サイクリスト振興地域が多い瀬戸内エリアを中心とした
関西と四国との連携は、非常に重要な視点である。 

例えば、世界的なサイクリストの聖地である「しまなみ海道」を訪れるインバウンドは長期滞在者が多
く、リピーターも多い傾向がある。そのような層に対して、瀬戸内エリアが一体となってブランドを立ち上げ、
各サイクリングコースを周遊できるツアー商品提供や、各地域間の移動を円滑にするための海上交通
ルート整備などの連携を通じて、エリア全体としてインバウンドニーズに対応し、高い満足度を得ることで、
さらなるリピート促進及びクチコミ等による新規訪問者の拡大に繋げることが可能になる。 

 
(３）海上交通の利用促進 

現状では、主に生活航路としての需要の応じた運航計画であるが、インバウンドを中心とするサイク

サイクルツーリズムの推進 

観光の広域連携化 海上交通の利用促進 
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リスト増加によって、観光目的での乗船需要の増大が見込まれる。 
また、サイクリストを中心とした旅行客に対する利便性向上に向けた新たなサービスとして、淡路三

市の港（岩屋港、洲本港、福良港など）を結ぶ新たな海上交通ルートの創設も期待できる。 
さらに広域連携の視点でも、瀬戸内エリアのサイクリング振興地域を海上交通で結ぶツアーなどの企

画を通じて、さらなる活性化が期待できる。 
 
３）基本的な設計図 

上記を軸として、具体的なアクションへとつなげていくためには、すべての関係者が共有できる「基本的
な設計図（＝事業の基本構想）」が必要と考えられる。 

例えば、全国的にも先進・成功事例として評価されるしまなみ海道におけるサイクルツーリズム推進の
基本計画である「いまばりサイクルシティ構想」の策定プロセスを参考にすると、今後、淡路島としてサイク
ルツーリズムを推進していくためには、 

 
(１)誘客のための仕掛けづくり 
(２)住民と連携した受入環境の整備 
(３)サイクリスト視点でのインフラ整備 
(４)情報発信・プロモーション  
 

の４つのテーマに沿った設計図が有効であると考える。 
 

テーマ 概要 
(１）誘客のための仕掛けづくり ①商品開発 

→【狙い】 行ってみたいと思わせる観光・旅行商材開発 

②人材育成 

→【狙い】 サイクルツーリズムを基幹産業にする人材創出 

(２）住民と連携した受入環境の整備 ①住民の機運醸成 

→【狙い】 島全体での「サイクリスト・ウェルカム」な雰囲気づくり 

②おもてなし機能の整備・充実 

→【狙い】 サイクリストとの関係性構築・維持に必要な機能提供 

(３）サイクリスト視点でのインフラ整備 ①来島促進のための情報提供とアクセス整備 

→【狙い】 訪問意欲喚起のために、距離感やアクセス手段を明示 

②島内利便性を高めるインフラ整備 

→【狙い】 島内でも快適に過ごせる環境整備し、満足度を高める 

(４）情報発信・プロモーション  ①デジタルマーケティング対策（主に B2C） 

→【狙い】 サイクリストに対する直接的な販促プロモーション 

②渉外セールス（主に B2B） 

→【狙い】 旅行会社やサイクルメーカーなどへの PR や連携強化 
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３．具体的な取組み案について 

 上記テーマについて、具体的にどのような内容について検討し、基本的な設計図へと落とし込むべきか
順に説明していく。 
 
１）誘客のための仕掛けづくり 

インバウンドを中心としたサイクリストの来訪意欲を高めるための仕掛けづくりに向けては、「商品開発」
と「人材育成」の視点で取組むことが必要である。 
 

（１）商品開発 
商品開発にあたっては、アンケート結果等から確認できた淡路島の強みとなる観光資源を最大限に

活かした「既存資源を活用した観光商材開発」と、広域連携を視野に入れたツアー開発などの「戦略
的な観光商材開発」でのアプローチが必要である。また、開発商品については、台湾や関東から著名
サイクリストやインフルエンサーなどを招いたファムトリップ（視察旅行）（参考 1）を通じた検証・改善、
情報発信についても、準備を進めておく必要がある。 

 
①既存資源を活用した観光商材開発 

 「御食国(みつけくに)」と称される豊富な食材や、「国生み神話」などの淡路島の強み活用を
テーマとした「サイクリングコース造成」や「小規模イベント企画」（参考 2,3）の検討が必要
である。その際には、地元事業者や住民などの声も取り入れて観光資源やサイクリングコース
について洗い出すことが重要である。例えば、あわじロードバイクサポーターズではアワイチ以外
のコース提案やサイクリングとタマネギ収穫体験をセットにしたイベントを開催している。 

 数ある宿泊施設（温泉旅館や民宿など）の協力を得て、それぞれの特徴を活かした「サイ
クリスト向け宿泊プラン」の造成をする。その際には、例えば温泉旅館ではプレミアム感を訴求
し、民宿では地元でしか食べられない料理を提供するなど、棲み分けについて留意することが
重要である。 
 

②戦略的な観光商材開発 
 淡路島を含む瀬戸内エリアでは、しまなみ海道を筆頭に、ロングライドを軸としたサイクリング
振興地域が数多く存在するという特色がある。長期滞在者が多いインバウンドのサイクリスト
に対して、エリア内自治体が連携した周遊ツアーなどの提案は高い満足の提供につながるこ
とから、連携は大きな強みとして活用すべきである。 

 また連携によって、各地域が単独では対応しきれない長期旅行者の観光ニーズ（滞在期
間中を退屈せずに過ごしたい）を分散して受け入れることが可能になる。それぞれが強みで
ある既存観光資源を集中的に組み合わせることで、新規投資を抑えつつ、ブランドを維持で
きるという相互補完のメリットも享受できる。 

 しかしながら、広域連携（参考 4,5）をベースにしたツアーの実現には、包括的にプロデュー
スする役割が必要となることから、公共交通事業者（バス、船、タクシーなど）や意欲の高
い民間事業者との連携を視野に入れる必要がある。 
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参考１：ファムトリップ（視察旅行）の実施例 

 
出所：北陸信越運輸局ＨＰ 

参考２：サイクリングコース造成の例 

 
出所：Awaji ロードバイクサポーターズ HP 
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参考３：小規模イベントの例 

 

 出所：Awaji ロードバイクサポーターズ HP 
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参考４：広域連携について 
a. 瀬戸内エリアのサイクリングコース 

 
出所：http://blog.livedoor.jp/trike_shop/archives/2079835.html 

 
b. 全国サイクリングコース 

 
出所：http://sbcj-community.org/wp/wp-content/uploads/7d45ff087e719ca16483070eaadb4aed.pdf 
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参考５：海上交通を使った広域連携「せとうちサイクルーズ PASS（兵庫・岡山・香川エリア）」 
 

 

出所：神戸旅客協会 HP 
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（２）人材育成 
サイクルツーリズム推進を淡路島の観光産業における柱の一つとして捉えるのであれば、大きく幹部

人材と実践人材に分けて、人材育成を進めることを検討する必要がある。 
 

①観光幹部の育成 
 淡路島サイクルツーリズム推進をひとつの事業として捉えると、事業全体の企画やマーケティン
グ関連を掌る統括プロデューサー的な役割が必要である。観光庁では「観光経営マネジメン
ト人材育成」において、観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とし、さらに高いレベル
の観光立国を目指すには、観光産業の担い手として「観光産業をリードするトップレベルの経
営人材」や「観光の中核を担う人材」を育成・強化することの必要性を示している。 

 将来的には地域のプロパー人材が、その役割を担っていくことが望ましい姿ではあるが、立ち
上げ当初には DMO などの立ち上げに携わった経験のある専門家など外部人材を招聘する
ことも検討すべきである。特に、関西圏での爆発的なインバウンド拡大が予測される 2023
～2024 年まで時間的猶予がないことから、事業を進めながら OJT 的に幹部人材を育成す
ることが現実的な対策と考えられる。 

   
②ガイド人材・サポート人材の育成 

 サイクルツーリズムの推進を地域経済へと還元するためには、ツアーガイド事業が大きな収益
源となる。特に富裕層が多いインバウンドのサイクリストは高品質なアテンドサービス需要が高
いため、付加価値の高いサービスを提供できるガイド人材が求められる。 

 インバウンド対応を視野に入れたガイド品質向上には、すでに淡路島でサイクリスト向けにサ
ポート提供活動をしている「あわじロードバイクサポーターズ」などとの連携強化と並行して、専
門的なガイド教育を受けた人材育成が必要である。サイクリングを通じた観光事業の振興と
雇用創出の推進するための研究、啓発、教育、助言を目的として設立された一般社団法
人日本サイクルツーリズム推進協会では、インバウンドにも広く対応するグローバル標準のガイ
ドスキル習得のための「サイクリングガイド養成講座」(参考 6)を開講している。 

 さらにガイド人材育成においては、観光サービスに必要なあらゆる手配業務を担うことができ
る「ランドオペレーター型人材」を増やし、より収益力を高めるという視点が必要である。 
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参考６：一般社団法人日本サイクルツーリズム推進協会「サイクリングガイド養成講座」 

 

 

出所：日本サイクルツーリズム推進協会 HP  

https://cycletourismjp.org/ 
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２）住民と連携した受入環境の整備 
成功事例をみても、地域でサイクルツーリズムが拡大成長し、持続的な産業として地域に定着するた

めには、地域住民の理解や協力は不可欠である。 
今後、サイクルツーリズムを推進していく上での基盤となる受入環境整備において、住民と連携していく

には、「住民の機運醸成」と「おもてなし機能の整備・充実」を進める必要がある。 
 
（１）住民の機運醸成 

地域住民における「サイクリスト・ウェルカム」な雰囲気こそが、実はサイクリストが「訪問して良かった」
「また来たい」と感じる重要なファクターとされることから、機運醸成は早急に取り組むべきテーマである。 

しかしながら、生活者である地域住民にとって、サイクリストは好意的な存在とはみなされ難い傾向
がある。そのため、行政主導で「地域活性化のためにサイクリストを誘致していく」というサイクルツーリズ
ムの理念について理解し、受け入れてもらうための努力が必要になる。 

 
①行政からの「サイクルツーリズム推進」宣言 

 現状では、住民のなかでも「サイクリストが勝手に増えている」という印象を持っている層も多
いことが想定される。そのような層にとっては、サイクリストは「邪魔者」や｢エイリアン｣としか認
識されないため、自発的な歓迎姿勢は期待できない。 

 一方で、「淡路島ロングライド 150」を長年にわたって開催し、1 日限りとはいえボランティアと
してサポートに参加したり、交通規制などにも協力していることから、サイクリストを受け入れる
土壌（免疫）は備わっていると考えられる。 

 そこで、行政側から住民に対して、地元経済活性化を目的に、積極的なサイクリストの誘致
拡大に取組む」くという明確な意思表示をすることにより、住民にとってのサイクリストが「お客
様」や「友達」という存在へと変わり、自然な歓迎機運を醸成に向けた「はじめの一歩」となる
ことが期待できる。 

 
②サイクリストとの共存のための勉強会やワークショップ開催 

 サイクリスト増加に伴って住民が感じるストレスを軽減し、できるだけ好意的に受け入れてくれ
る層を拡大するには、予めサイクリストの行動特性などを理解してもらう機会を設けることが重
要である。特に、サイクリスト増加が自動車運転時に事故を起こす危険増大につながること
を危惧する声も多くなると想定されるため、警察やサイクリストの専門家などによる勉強会や
ワークショップを定期的に開催することも検討すべきである。また、サイクリング体験やインバウ
ンドなどのサイクリストと交流できるイベントの開催なども、理解を深めるには有効と考えられ
る。 

 一方で、サイクリストに対しても、生活者である住民への基本的配慮を求める意味でのルー
ルブックなどを作成・配布することで、住民に一方的な負担や我慢を強いるのでなく、お互い
に共存できる環境を構築していく姿勢を示すことも重要である。 
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（２）おもてなし機能の整備・充実 

住民の協力を得て、サイクリストが快適に過ごせる設備やサービス提供を中心とした「おもてなし機
能」を整備・充実させることで、訪問者に良い印象を残してもらうことを目的とする。 

このテーマでは、各サイクリストとの持続的な関係性強化にとどまらず、サイクリスト同士のネットワーク
でも良い評価が拡がる可能性が高いことを念頭に、取組むことが重要な視点である。 

 
①住民参加型のサービス機能の提供 

 代表的なサービス提供機能としては、サイクルステーションが挙げられる。基本的な設備は、
①駐輪スペース（ラック設置）、②トイレ、③整備工具（空気入れなど）の貸し出しの3つ
が挙げられ、多くのサイクルツーリズム推進地域では整備が進んでいる。 

 しまなみ海道（シクロツーリズムしまなみ）では、「サイクルオアシス」と称してより地域住民と
一体となったサービスを提供しており、サイクリストから高い評価を得ている。基本的なサービス
機能はサイクルステーションに近いにもかかわらず、高い評価を得ている理由は「地域住民と
の交流」にあるとされる。軒先を休憩所として提供し、自然な会話が生まれる場の提供こそ
が、インバウンドを含む旅行としてサイクリングを楽しむ層にとっては、高付加価値なおもてなし
となっているとのことである。 

 淡路島においても、基本的なサイクルステーション機能の整備を官民が連携して進めつつ、サ
イクリストの満足度向上につながる「地域住民の顔が見えるサービス」の提供について、検討
をすることが望ましい。 

 
②ボランティア型の景観維持活動 

 住民参加型で実施できる活動として、住民にとっては生活道路であるサイクリングコースのゴ
ミ拾いや雑草除去などを通じた景観維持が挙げられる。 

 すでに「あわじロードバイクサポーターズ」では、サイクリストが快適に走れる環境を提供すること
目的として、毎月第一日曜日に清掃活動を実施している。このような活動を１人でも多くの
地域住民が自発的に参加し、島内全域に拡がっていくような仕組みづくり、仕掛けづくりにつ
いて、検討することが必要である。 
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３）サイクリスト視点でのインフラ整備 
「マイ自転車」でのサイクリングを目的としたインバウンドをターゲットとする場合には、まずは淡路島への

訪問意欲を喚起するため「来島促進のため情報提供およびアクセス整備」を行うとともに、実際に訪れた
旅行者の満足度を高めるための「島内利便性を高めるインフラ整備」を並行して検討する必要がある。 

 
（１）来島促進のための情報提供およびアクセス整備 

現状ではインバウンドからの認知度が低い淡路島では、まずは主要な訪問地（しまなみ海道など）
や主要ターミナルからアクセスしやすい（アクセス可能）立地であることを認知してもらい、目的地また
は経由地として、候補に挙がることが必要である。 

そのための仕掛けとして、①アクセスルートの明示と②多様なアクセス手段の提示を通じて、より具体
的な訪問意欲を喚起することが必要である。 

 
①アクセスルートの明示 

 主要ターミナル及び主要訪問地（しまなみ海道など広域連携先）(参考 7,8)から、淡路
島にどのような手段で、どれくらいの時間で行けるのかについて、わかりやすく情報提供する
方法を検討する必要がある。 

 想定されるアクセスルートは、大きく①関西国際空港ルート、②しまなみ海道ルート（尾道
or今治）、③高松・徳島ルート、④新神戸ルートなどが挙げられる。これらのターミナルから
淡路島への具体的なルートを明示し、サイクリストを誘導する仕掛けが必要となる。 

   
②多様なアクセス手段の提示 

 サイクリストに対して、しまなみ海道や主要ターミナルから淡路島までの具体的なアクセス手
段を交通機関（バス、海上交通、タクシーなど）（参考 9）と連携して検討し、提供す
る。 

 並行して、各ターミナル拠点においてサイクリストが必要な設備を整備することも必要であ
る。すでに全国の空港でサイクルステーション(参考 10,11)を整備している事例も多くある
ため、実際に利用者からどのような評価や意見が出ているか情報収集し、効率的な整備を
行うことが望ましい。 
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参考 7：主要ターミナルからのアクセスルートイメージ（淡路夢舞台国際会議場の例） 

 

 
 

出所：淡路夢舞台国際会議場 HP 
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参考８：主要訪問地（広域連携先）からのアクセスイメージ 
 

出所：ライダス社講演資料をもとに矢野経済研究所作成 
 
 
参考 9：サイクルバス（愛媛マルゴト自転車道より） 

 
出所：https://ehime-cycling.jp/Sites/sec-traffic.html 

 
 

しまなみ海道 

琵琶湖 

淡路島 
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参考 10：サイクルステーションがある空港 

 

 
地域 空港名 

北海道（５空港） 新千歳空港、とかち帯広空港、旭川空港、女満別空港、たんちょう釧路空港 

東北・関東（２空港） 仙台空港、茨城空港 

近畿・北陸（２空港） 富山きときと空港、南紀白浜空港 

中国・四国（5 空港） 広島空港、萩・石見空港、高松空港、松山空港、高知龍馬空港 

九州・沖縄（２空港） 大分空港、南ぬ島石垣空港 

出所：https://tabi-rin.com/archives/bicycle_info_category/cycle-station-airport 

 
参考 11：高松空港、広島空港のサイクル・ハブ施設 
 
a. 高松空港 

 
出所：高松空港 HP 
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b. 広島空港 

 
出所：広島空港 HP 
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（２）島内利便性を高めるインフラ整備 
実際に淡路島を訪れたサイクリストに対して、滞在期間を通じて快適に過ごしてもらえる環境を提

供し、満足度を高めることを意識したインフラ整備が必要である。 
その際には、インバウンドを中心とした「アワイチ」ユーザーを念頭に置いた「サイクリスト視点での環境

整備・情報提供」とともに、アワイチ以外を目的として淡路島を訪問する層を視野に入れた「多様なサ
イクリストニーズに対応した支援型交通サービス」も検討しておく必要がある。 

 
①インバウンド・サイクリスト視点での環境整備・情報提供 

 現状でもブルーライン(参考 13)や休憩スポットなどの走行環境整備が不十分な状況である
が、今後インバウンドを誘致拡大するにあたっては、安全確保対策も含めて、より明確なサイク
リスト向けのルート案内が必要である。 

 また、サイクリストから要望の多いコースと休憩スポットや飲食店など商業施設の情報が一元化
されたマップ提供（参考 14）は必須であり、多言語対応も検討が必要である。 

 
②多様なサイクリストニーズに対応した支援型交通サービス 

 サイクリストであっても、必ずしも淡路島１周を望むとは限らず、体験型観光なども組み込んだ
プランや、ライトユーザーで話題になっている「アワハン(淡路島半周)」ニーズなども想定される。 

 そのような多様な顧客ニーズへの対応を視野に入れた支援型の交通サービスの検討も必要で
ある。具体的なアイデアとして、島内３港（岩屋港～洲本港～福良港）を結ぶ高速船サー
ビスやサイクルバスなどが挙げられる。 

 
参考 13：しまなみサイクリングロードのブルーライン整備（愛媛県庁） 

 
出所：愛媛県 HP https://www.pref.ehime.jp/h40900/1196569_2313.html 
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参考 14：サイクリングマップ（「はりまサイクリングマップ」より） 

 
出所：姫路市 HP http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212381/_33984/_45816.html 

 
４）情報発信・プロモーション 

主にインバウンドに対して、淡路島のサイクルツーリズムを有効に訴求するには、Web や SNS を活用し
た「デジタルマーケティング対策」でサイクリスト個人にダイレクトにリーチする方法と、トップセールスによる自
治体・自転車メーカーなどとタイアップや、現地旅行会社への提案営業などの「渉外セールス」対応が考え
られる。 
 

（１）デジタルマーケティング対策 
 近年、インバウンドを対象にしたデジタルマーケティングが注目されており、目的に応じたサービス

を比較紹介するサイト(参考 15)も存在しているため、有効活用を検討すべきである。特に、
台湾のサイクリスト等へのプロモーションを実施する際には、SNS を通じたインフルエンサー対策
（有名なサイクリストやショップなど）が有効と考えられる。 

 また、FIT として個人で旅行を手配する際には「トリップアドバイザー」（参考 16）が参考にさ
れるケースが多いが、同サイトでも「日本のサイクリングツアー」として検索ページが設定されてお
り、淡路島としても有効な対策が必要である。 
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参考 15：台湾人向け Web メディア一覧（訪日コムより）  

 
出所：訪日コム https://service.honichi.com/categories/media-taiwan 

 
参考 16：トリップアドバイザー 

 
出所：https://www.tripadvisor.jp/Attractions-g294232-Activities-c61-t214-Japan.html 
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（２）渉外セールス 
 海外旅行会社に直接アプローチをして、モデルツアーの情報提供提案やツアー企画の共同立
案などを働きかけることも検討するべきである。国内でも数多くの自治体や観光地がインバウン
ド誘致拡大を狙う中で、より直接的かつ意欲的な行動は差別化につながることが見込まれ
る。政府観光局（JNTO）では、台湾で訪日旅行を取り扱っている主な旅行会社として約
60 事業者をリスト化(参考 18)している。このような旅行会社に対して、淡路島におけるサイク
ルツーリズム推進への取組みを PR する資料を送付し、訪日ツアー企画に取り入れてもらうなど
の働きかけが必要である。 

 トップセールスを通じた、海外自治体や自転車協会、有力自転車メーカーとの関係強化も有
効である。具体的な例としては、2014 年の「サイクリングしまなみ」開催に合わせて今治市で
調印された「瀬戸内しまなみ海道振興協議会」と「中華民国自行車騎士協会」の姉妹自転
車道協定が挙げられる。また同大会に GIANT 社の会長が参加したことがニュースとなったこと
が、しまなみ海道が世界的なサイクリングロードとして認知される大きな要因となったとされる。そ
の後、しななみ海道エリア以外でも、守山（滋賀）や東日本大震災の復興支援として「ツー
ル・ド・東北」を開催する北陸３県エリアなど、日本各地のサイクルツーリズム振興を目指す場
所において GIANT 社とのタイアップ(参考 17)の検討が増加しているとされる。 

 
 
参考 17：日本国内の GIANT 社レンタサイクル実施店舗一覧 

 
出所：GIANT 社 HP 
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参考 18：訪日旅行を取り扱う主要旅行会社（JNTO 資料） 

 
出所：https://www.jnto.go.jp/jpn/inbound_market/taiwan04.pdf 
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４．具体的な役割分担（タスク）について 

以上を踏まえ、具体的な役割分担について、検討テーマ別のタスク案とともに示す。 
なお、言うまでもなく淡路県民局及び淡路三市は、淡路島サイクルツーリズムの推進主体であることか

ら、ここではそれ以外に参画が必要となる外部関係者候補を示す。 
下記内容はあくまでたたき台であり、これから検討テーマをより具体的なタスクに落とし込む作業を通じ、

適宜その実行部隊として適切な関係者を巻き込んでいくというプロセスを柔軟に組み込むことが、より実
効性の高い推進・運営体制の構築につながる。 
  そして、2025 年に開催される大阪・関西万博を契機とするインバウンド観光需要を取り逃すことの無
いよう、遅くとも 2024 年度末までに態勢整備を完了しておくことに留意が必要である。 

検討テーマ 

 詳細（タスク案） 外部関係者候補 

１）誘客のための仕掛けづくり 
 (１)商品開発 ①観光資源の洗い出し 

②サイクリスト向けツアー／サービス創出 

③広域連携に向けた調整 

・旅行会社、交通機関 

・地元事業者 

・地元自治会（住民） 

・自転車メーカー 

(２)人材育成 ①事業運営組織の検討 

②プロデューサー育成（招聘） 

③ガイド組織の構築 

・地元事業者 

・地元自治会（住民） 

 

２）住民と連携した受入環境の整備 
 (１)住民の機運醸成 ①地域住民への表明・宣言 

②住民向け勉強会の実施 

③サイクリスト向け啓蒙（マナー向上） 

・淡路商工会 

・地元自治会（住民） 

・その他 

(２)おもてなし機能整備 ①サイクルステーションの検討・整備 

②協力組織(ボランティア)の検討 

③活動内容・提供サービスの精査 

・地元事業者 

・地元自治会（住民） 

３）観光客受入に向けたインフラ整備 
 (１)来島促進インフラ ①広域アクセスマップの作成 

②アクセス手段の多様化検討 

・交通事業者 

・地元事業者 

(２)島内利便性インフラ ①サイクリスト向け案内表示の整備 

②支援型交通サービスの検討 

４）情報発信・プロモーション 
 (１)デジタルマーケティング ①メディア戦略組織の検討 

②活用メディアの検討 

③プロモーション素材の製作 

・旅行会社 

・マーケティング支援企業 

 

(２)渉外セールス ①トップセールス先の選定・調整 

②連携内容・プレゼンツールの検討 

・旅行会社 

・外部専門家 
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Ⅸ．おわりに 

 【振り返り】 

当事業では、淡路島サイクルツーリズム推進と海上交通の利用促進を目的として、委員会形式で検
討を進めてきた。 

 
１）  淡路島の観光現状からは、近隣府県からの日帰り客中心である入込客数を、訪日外国人を含

めた消費額の多い宿泊者数を伸ばすこと、特に関西国際空港から入国する外国人の大半を占め
る東アジア（韓国、台湾、中国、香港）からのリピート旅行者を取り込むことが、淡路島観光に活
性化に向けての重要な課題であることがわかった。また、淡路島だけでなくしまなみ海道などと連携し
た「せとうちエリア」でのサイクルツーリズム推進の有効性についても共有することができた。 

 
２）  海上交通利用実態からは、年間約 700 千人が利用する明石～岩屋航路では大半が生活利

用者であると判明した。海上交通のさらなる利用促進の視点に立てば、サイクリスト及び訪日外国
人（主に関西国際空港利用者）の誘客可能性について、検討の必要があることが確認できた。 

 
３）  現状での淡路島サイクルツーリズムの取組みでは、大規模イベントである「淡路ロングライド 150」

を軸に、民間事業者の取り組みも含めてレンタサイクルやマップ提供などのサービス提供は行われて
いることから、すでにサイクルツーリズム推進の土壌は形成できていることは確認できた。しかしながら、
現状では島内連携の面で完全とはいえない状況であるため、改善の必要があることがわかった。 

 
４） 国内におけるサイクルツーリズムの成功事例とされる「しまなみ海道」「ビワイチ」について調査したと

ころ、共通する取組みとしては、①サイクルイベントを軸としたブランド構築、②民間団体との連携に
よる集客のシステム構築・強化の２点が判明した。 

また、個別の取組みとして、「しまなみ海道」では①船舶を活用したモデルコースの提案、②全 14
箇所で乗り捨て可能なレンタサイクル、③サイクリスト向け宿泊施設の紹介サイトなど、「ビワイチ」で
は①お土産物へのロゴマーク活用や②「びわ湖一周サイクリング認定証」の有償発行など、それぞれ
に特徴的な取組みが行われていることがわかった。 

一方で、しまなみ海道と琵琶湖周辺への大きな経済効果が見込まれる国内外の富裕層をター
ゲットにした宿泊、ガイド等のマネタイズ戦略は見受けられず、国際基準のサイクルツーリズムの形成
がまだまだ不十分であることも明らかになった。 

これらから、淡路島としてもアワイチの魅力向上とブランド構築、島内産業への経済効果拡大に
向けた具体的なマネタイズ戦略として、インバウンドの富裕層をターゲットとした宿泊、飲食、ガイド等
のサービスを整備するとともに「せとうちエリア」をデスティネーションとした、マーケティングとマネジメントの
検討の必要性をについて、改めて認識することができた。 
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５）  淡路島サイクルツーリズムの強み・弱みについては、各アンケート結果をもとに整理した。そこからは、
淡路島は京阪神からも近く、海と山の景観の変化を楽しみながら島一周という明確な達成感をサ
イクリストに提供できる非常に恵まれた環境と魅力を有していることを、明確な「強み」として認識す
べきであることがわかった。一方、積極的にサイクリストを受け入れようとする宿泊施設や商業施設は
少なく、淡路地域にお金を落としてもらうための仕組みやプロモーションが不十分であるとの実態が、
「弱み」として浮かび上がってきた。 

 
６）  委員会では、外部有識者を委員会に招聘し、得意分野について講話をいただくとともに、各調

査結果についても共有してもらい、淡路島サイクルツーリズムについての助言を受ける仕組みを取り
入れた。その結果、「サイクルツーリズムの推進」と「海上交通の利用促進」及び「観光の広域連携
化」は密接に関わるものであることがわかった。 

また、サイクルツーリズム推進にあたっては、特に、①ターゲットの明確化（淡路島は富裕層インバ
ウンドにとって魅力的な地となりうる）と、②地域住民・事業者を巻き込むことの重要性・有効性に
ついて留意する必要があることがわかった。 

 
７）  これらの検討を踏まえ、本報告書では「淡路島サイクルツーリズム推進に向けた設計図」をとりまと

めている。作成にあたっては、当設計図をもとにして関係者が意識のすり合わせなどのプロセスに着
手し、今後の具体的なアクションへ繋げるための第一歩となることを意識した。 

基本構成は、１）誘客のための仕掛けづくり、２）住民と連携した受入環境の整備、３）サイ
クリスト視点でのインフラ整備、４）情報発信・プロモーションの４テーマを軸としており、テーマ毎に
具体的な取組み内容と役割分担についても示している。 

 

【今後の展望（メッセージ）】 

淡路島は、富裕層サイクリスト（東京やインバウンド）に認められ、受け入れるポテンシャルは十分に
あると考える。 

その理由として、海と山の優れた自然景観、「御食国（みつけくに）」と称される豊富な食材、「国生
み神話」を伝える歴史文化史跡、関西空港等の交通拠点からの至便さ、しまなみ海道などとの広域連
携できる可能性が高い点などが挙げられる。 

しかし、実情としては、淡路島の位置を明確に答えられる方は関西以外には少なく、ましてや外国人に
は全く知られていないといっても過言ではない。 

このような状況のなか、淡路島に経済効果をもたらすサイクルツーリズムを実現するには、淡路県民局
及び淡路３市が関係者とともに一丸となって取り組む必要がある。 

よって、今後は「淡路島サイクルツーリズム推進に向けた設計図」を元に、まずは官民が連携して議論
を交わす「場の形成」を実現し、各検討テーマに沿って具体的な行動について PDCA サイクルを回すこと
で、サイクルツーリズムを推進していくことを期待する。 

その際には、「目標年次の設定」と「民間意見・人材の活用」について、くれぐれも留意が必要である。 
設計図における実施目標年次は、2024 年度末とするのが望ましい。なぜなら、2025 年に開催される
大阪国際博覧会を契機として、関西圏では大幅なインバウンド拡大が見込まれるなか、淡路島としても
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インバウンドに対して PR を行うことで訪問需要を喚起し、着実に経済効果を取り込みたいとの背景があ
る。そのためには、遅くとも前年の 2024 年度には受入準備を完了しておくことが必須である。 

サイクルツーリズムを推進し、地域に根付かせるためには、設計図をもとに関係者が継続的に議論し、
各自が責任を持って計画を実行し、その進捗についてお互いに確認し、統制するというプロセスを繰り返
すことが前提となる。そのため、場の形成にあたっては地域の事業者や住民など「民間の意見・人材」を柔
軟に取り入れる姿勢が重要であるため、これまでの委員会で講演いただいた 3 名の外部有識者との縁も、
有効に活用してもらいたい。 
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参考資料 
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参考１．淡路ロングライド 150 参加者インタビュー 

１．調査概要 

サイクリスト及び国内外旅行者から見た淡路島の強み・弱み把握するため、「淡路ロングライド
150」に参加するヘビーユーザーから淡路島でのサイクリングに関する評価をヒアリングし、その結果から
淡路島の強み・弱みを把握・分析することを目的とした。 
 

対象 淡路ロングライド 150 参加者 
実施日 9 月 23 日（日）13:00～16:30 前夜祭会場 
目的 ヘビーユーザーにおける淡路島への評価把握 
調査項目 Q1.基本属性 

Q2.サイクリング歴と頻度 
Q3.淡路島までの交通手段や来訪回数 
Q4.「淡路ロングライド 150」への参加経験と評価 
Q5.他のサイクリングイベント参加経験と評価（淡路島との比較） 
Q6.普段サイクリング関連で利用している情報収集手段 
Q7.淡路島サイクリングのお薦めポイント（コースや観光スポット、食物等） 
Q8.自由意見（特にサイクリストの利便性向上の視点で） 

回収数 37 票 
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２．調査結果 

Q1.参加者の属性 
 

 

票数 構成比
男　性 33 89.2
女　性 4 10.8
合　計 37 100.0

（単位：票、％）

 

 

 

票数 構成比
20歳代以下 6 16.2

30歳代 11 29.7
40歳代 14 37.8
50歳代 5 13.5

60歳代以上 1 2.7
合　計 37 100.0

（単位：票、％）
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票数 構成比
大阪府 12 32.4
兵庫県 7 18.9
東京都 4 10.8
三重県 2 5.4
広島県 2 5.4
その他 10 27.0

合　計 37 100.0

（単位：票、％）
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Q2.サイクリング歴と頻度 
 

 

票数 構成比
1年未満 3 8.1
1～3年未満 12 32.4
3～5年未満 7 18.9
5年以上 15 40.5

合　計 37 100.0

（単位：票、％）

 

 

票数 構成比
1回以下 10 27.0
2～3回 14 37.8
4～5回 7 18.9
5回超 6 16.2
合計 37 100.0

（単位：票、％）
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票数 構成比
30km未満 5 13.5
30～50km以下 10 27.0
50～100km以下 14 37.8
100km超 3 8.1
不明 5 13.5
合計 37 100.0

（単位：票、％）

 
 

 

票数 構成比
2h未満 6 16.2
2～3h 4 10.8
3～4h 8 21.6
4～6h 4 10.8
6ｈ以上 4 10.8
不明 11 29.7
合計 37 100.0

（単位：票、％）
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Q3.淡路島までの交通手段について 

 

票数 構成比
自動車（マイカー） 23 62.2
レンタカー 2 5.4
高速バス 0 0.0
フェリー 12 32.4
その他 0 0.0
不明 0 0.0

合　計 37 100.0

（単位：票、％）

 

 

票数 構成比
初めて（1回目） 10 27.0
2～3回目 11 29.7
4～5回目 9 24.3
6回目以上 7 18.9

合　計 37 100.0

（単位：票、％）
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票数 構成比
日帰り 6 16.2
1泊2日 24 64.9
2泊3日 7 18.9

合　計 37 100.0

（単位：票、％）

 

 

票数 構成比
同行者なし 20 54.1
同行者あり 17 45.9

合　計 37 100.0

（単位：票、％）
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Q4.「淡路ロングライド 150」への参加経験 
 
参加経験について 
 ロングライドイベントへの参加は、「初めて（１回目）」が 25 票（67.6％）であった。 
 淡路島への来島経験はあるものの、イベントは初参加と言う層が多くみられた。 

 

票数 構成比
初めて（1回目） 25 67.6
2回目 2 5.4
3回目 6 16.2
4回目 3 8.1
8回目 1 2.7

合　計 37 100.0

（単位：票、％）

 
 

 
参加した理由 

イベントへの参加理由を、初参加者と複数参加者とに分けて分析した。 
初参加者では、友人やブログ、TV番組等で「アワイチ」や「淡路ロングライド150」の存在を知り、参加

するケースが多かった。また、「しまなみ海道」や「佐渡ロングライド」への参加を経て、次のステップとして「ア
ワイチ」に参加する層もみられた。 

複数回参加者では、淡路島の走りやすさ（「信号・交通量の少なさ」、「適度な距離と坂道」）と「島
を一周する達成感」とともに、イベント運営面で「エイドステーションの食べ物」が充実していることへの評価
もみられた。 
 

参加経験 主なコメント 
初参加者 友人に誘われて、興味を持った 

サイクリストのブログを見ていると、人気があった。 
ショップでも話題になっていたので興味を持った 
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関西ではアワイチが有名で、一度走ってみたかった 
NHK の TV 番組「チャリダー」で観た。 
ロングライドがレースではなく、坂も海沿いもあって楽しそうだった。 
レースではなく「ランイベント」を探していた。 
「スポーツエントリー」のサイトで見た。島一周に魅力を感じた。 
一昨年に佐渡ロングライドに参加した際にチラシが置いてあり興味を持った。 
佐渡ロングライドが非常に楽しかったので、淡路島にも参加したいと思った。 
遠征するのが楽しい 
しまなみの次のステップとして、淡路島一周が目標だった。 

複数回参加者 信号が少なく走りやすい。路面もよく、坂道も多いのが良い。 
150km がちょうど良い距離。 
エイドステーションが充実している。島を一周する達成感 
ゆっくり走りながら、淡路島の雰囲気を味わえる。 
エイドの食べ物が美味しい。 
毎年の恒例行事になっている 
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Q5.他のサイクリングイベントへの参加経験 
 
Q5-1.経験の有無 

他のイベントへの参加経験を確認したところ、「びわ湖一周ロングライド」及び「スポニチ佐渡ロングライド
210」が５票、「TANTAN ロングライド」及び「サイクリングしまなみ」が 4 票、「いなべヴェロフェスタ」が 3 票
で上位であった。 

全体的な傾向として、①レース形式ではなくロングライドイベントが多い、②ヒルクライム系（山上りや
坂道がコースに組み込まれている）のイベントへの参加率が高いとみられる。 
   

 

票数 構成比
経験なし 11 29.7
経験あり 26 70.3

合　計 37 100.0

（単位：票、％）

 

 
 
 

票数 イベント名 

5  
「びわ湖一周ロングライド」 
「スポニチ佐渡ロングライド 210」 

4  
「TANTAN ロングライド」 
「サイクリングしまなみ」 

3  「いなべヴェロフェスタ」 

2  
「RIDE ON SUSAMI（サイクルアドベンチャー南紀）」 
「わかやまサイクリングフェスタ」 
「アルプスあづみのセンチュリーライド」 
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1  

「ブルベ２００km 和歌山」 
「ツアー・オブ・奈良・まほろば」 
「サイクルチャレンジカップ藤沢（エンデューロ）」 
「美ら島オキナワ Century Run」 
「若狭路センチュリーライド」 
「ロングライドチャレンジ（京都美山サイクルグリ
ーンツアー）」 
「Mt.富士ヒルクライム」 
「千葉南房総ライド」 
「奈良盆地一周シクロラリー」 

「ツール・ド・つくば」 
「富士山ロングライド」 
「コウノトリチャレンジライド in 但馬」 
「ツール・ド・にし阿波」 
「南魚沼グルメライド」 
「アルプスあづみのセンチュリーライド」 
「石鎚山ヒルクライム」 
「スズカ 8 時間エンデューロ」 
「サザンセト・ロングライド in やまぐち」 
「四万十・足摺無限大チャレンジライド」 

 
 
Q5-2.サイクリングイベントへの評価 
 今回、各イベントに対する評価について、良い点と悪い点にわけて、ヒヤリングを実施した。 
これらの結果から、ユーザーがどういうポイントでイベントやコースを評価するのかを分析することで、淡路島
（アワイチ、淡路ロングライド等）における強み弱みを抽出する材料とすることを目的とした。 
 主に、①コースに対する評価として「コースに変化がある（アップダウンや景色）」や「走りやすさ（信号・
交通量が少ない）」を重視するコメントが多かった。その他、②イベント参加・エイドステーションを通じて現
地観光（地元の食べ物や普段見られない景色を体験できる）」が挙げられており、淡路島にとって優位
な評価項目が多いとみられる。 
 

自転車イベント 主な評価コメント 

「びわ湖一周ロングライド」 ○  景色がきれいで、平坦なので初心者向け 
 道は平坦で初心者には楽しかった 

× 
 湖西は道が狭く、車も多くて走りにくい 
 平坦なコースで単調 
 平坦でものたりない 

「佐渡ロングライド 210」 

○ 

 地方に旅行しているムードを満喫できる 
 景色がよく、信号がほぼなく快適 
 コースの最後に島全体が見渡せるのが良い 
 イベントを機会に観光することを楽しみにしている 

× 

 距離の割りにアップダウンが少なく物足りない 
 宿が少なく、確保に苦労した 
 半周コースで参加したがもの足りなかった 

「サイクリングしまなみ」 ○ 
 普段は通れないところを走れるのが魅力。 
 景色がきれい 

× 
 淡路島のほうがコースに変化があって楽しい 
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「TANTAN ロングライド」 

○ 

 距離が長くチャレンジし甲斐がある（190km） 
 エイドが充実。特に「餃子の王将」がいい。 
 景色がきれい 

× 

 高野山までの上りがキツイ 
 100km で楽だが、150km はキツイ 
 佐渡よりも大江山のぼりがキツイ 

「いなべヴェロフェスタ」 

○ 

 チェックポイント通過型の大会で、エイドステーションで
食べ物が充実していて良かった。 

 エイドステーションの食べ物が大盛で充実している 

× 
 人気ですぐに定員になってしまう 

「アルプスあづみのセンチュリーライド」 

○ 

 距離も程よく(120km)、山頂からの景色が良い。 
 走ることで現地を体験できるのが魅力。 
 景色がきれい、エイドの内容が良い 

「ツアー・オブ・奈良・まほろば」 ○ 
 チェックポイントを自由に通過するタイプで楽しい。 

「コウノトリチャレンジライド in 但馬」 ○  城崎温泉の外湯入浴券付が嬉しい 

「南魚沼グルメライド」 ○  グルメライドで地元の美味しい食べ物を楽しめる 
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Q6.サイクリング関連の情報収集源 
 主にWebサイトを中心としつつ、SNSやサイクリングショップなどの交流やクチコミによる情報収集も活用
されていることがわかる。また、雑誌媒体も情報伝達手段として活用の余地があることも伺える。 
 

 

票数 構成比
Webサイト 22 59.5
SNS（Facebook、Instagram等） 10 27.0
サイクリング雑誌 8 21.6
サイクリングショップ 9 24.3
不明 4 10.8

合　計 37 100.0

（単位：票、％）

 
 

分類 名称 票数 

①Web サイト 「SPORTS ENTRY（イベント申し込みサイト）」 4 
「CYCLE SPORTS（サイクルスポーツ）」 

2 
ネット検索（Google 等） 
「BiCYCLE CLUB（バイシクルクラブ）」 

1 ショップサイト 
メーカーサイト 

②SNS Facebook 4 
Instagram 2 
STRAVA(ストラバ)※アスリート版 SNS 

1 Youtube 
Twitter 

③雑誌 「CYCLE SPORTS（サイクルスポーツ）」 
4 

「BiCYCLE CLUB（バイシクルクラブ）」 
「BICYCLE PLUS（バイシクルプラス）」 1 
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Q7.淡路島サイクリングのお薦めポイント 
 ここでは、淡路島について良い点を①サイクリングコース、②観光スポット、③食べ物・土産品に分けて、
情報収集をおこなった。 
  
①サイクリングコースについて 

主に、「走りやすさ（信号・交通量が少ない）」、「適度な距離（150km が適度で、且つ体調に
応じてショートカットも可能）」、「コースのバリエーション（起伏がある、海岸線も峠も味わえる）」が挙
げられた。 

また、少数意見として、「南あわじエリアの景観」や「夕方にみる明石大橋」などが挙げられ、サイクリ
ストに対してピンポイントで訴求できるスポットも確認できた。 

 
コメント 

レンタサイクル「HUB アワジ」は、ロード初心者に薦めている。 
交通量少なく走りやすい。 
海沿いを一周できること。坂もあって 150km とちょうどよい。 
初心者にも適度な時間と距離。 
150km のなかに坂も海もあるのが良い 
大阪からの交通アクセスも良い。 
海沿いルートが気持ちいい 
坂があるのと、島を一周できること。 
路側帯が狭く、走りにくい 
コンビニにもラックがあるのは良い 
1 周 150km で坂も海も両方あるのが良い 
走りながら、調子が悪ければ峠以外を走れる。 
一周しなくてもよく、ショートカットできるのが良い。 
海を見ながら走れるのが爽快、信号が少ないのが良い。 
海を見ながら走れる、信号にひっかからないので快適。 
コースのバリエーションが色々あってよい。 
洲本から南は山沿いのハードコースが続く。松原からは勾配が少なくて楽になる。西側は信号が少ない
のが良い。 
起伏が激しくチャレンジし甲斐がある。海沿いが気持ちいい。 
坂道が厳しいが、達成感が味わえる 
エイドステーションの食べ物が豊富 
待ち行列が少ない 
おにぎり、麺が食べ放題 
150km という距離が適度で、達成感を味わえる。 
夕方に見る明石大橋は感動的。 
北部は平地が多く、海岸線が気持ちいい、南部は山があって楽しい。 
南あわじエリアは坂がキツイがお薦めである。 
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南あわじの景色がきれい、海岸沿いが気持ちいい 
南あわじエリアが好き。明石海峡大橋も見どころ。 
謎のパラダイス（水仙峡） 
西の海岸線 
鳴門 
西側の海岸線 
島が見える 
キツイ坂を上りきった後に望む絶景 
海沿いを山の上から望むポイントがある 
明石海峡大橋 

 
②観光スポットについて 

最も多かったのは「たこせんべいの里」であり、観光資源としてサイクリストとの親和性が高いことが伺
える結果であった。その他、「道の駅」、「鳴門海峡」や「岩屋港」など休憩を兼ねた立寄りスポットも挙
げられた。少数意見として「夢舞台」や「七福神」などを挙げる声もあった。 

 
コメント 

道の駅、洲本のイオンは立ち寄る。 
西エリアにコンビニしかないので改善して欲しい 
海峡公園に行ったがよかった 
グルメライドメイン 
オノコロオートキャンプ。子連れには良い 
夢舞台周辺の「花さじき」 
SA の観覧車 
観光船 
福良 
うずしお 
たこせんべいの里 
たこせんべいの里 
鳴門海峡 
たこせんべいの里 
岩屋港では決まって休憩する 
たこせんべいの里 
夢舞台、水仙峡（ナイトスクープで観た） 
道の駅 
七福神（点在している） 
※https://www.awajishima-kanko.jp/modelcourse/course_detail.php?tid=38 
道の駅が充実している 
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③食べ物や土産品について 
  「たまねぎ」が14票と最も多く、次いで「あわじ島バーガー」、「しらす丼」や「たこせんべい」が挙げられ
た。 

   その他、具体的な店名として、福良「G.エルム」のジェラートや「いずも庵のうどん」、カフェ「チルコロ」な
どが挙げられており、ブランド力を有している民間事業者の存在も確認できた。 

 
票数 名称 
14 たまねぎ 
4 あわじ島バーガー 
3 しらす丼 

たこせんべい／たこせんべいの里 
海鮮全般 

2 ジェラート（福良「G.エルム」） 
うどん（「いづも庵」など） 
カフェ「チルコロ」 

1 地ビール 
明石ダコ 
明石焼き 
たこの唐あげ（道の駅） 
ちくわ 
たまねぎスープ 
鉄板焼「源平」 
からあげ屋（山盛り） 
海苔（地元の味付け海苔） 
鉄板焼「源平」 
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Q8.自由意見 
 

分類 コメント 

交通関連 高速船の航路を明石ではなく、神戸や南港にして欲しい。 
南あわじと大鳴門橋を自転車で渡り、しまなみ海道と 1 周したい。 
琵琶湖ロングライドの前夜祭は長浜で、城下町で観光して時間つぶせたが、淡路は
ない。 
明石海峡大橋が自転車で渡れるとよい。 
新幹線での自転車輸送が大変 
サイクリスト向けアクセス改善（サイクルトレインなど） 
ブルーラインの整備 
鳴門海峡を自転車で渡れるようになればもっと魅力的になる。 

サイクリスト利便性 「松帆の郷」に車を停めて、帰りに入浴している。ただ山の上にあり最後に上るのがキ
ツイので、下にあればありがたい 
自転車の宅配システムが手軽に使えるようになれば。 

宿泊施設 キャンプ場が近くにあれば利用したい。自転車旅行好きにはなじみやすい。 
コンビニはあるが、宿が少ない。北エリアにビジネスホテルがあれば拠点にしたい。 
予算に合う宿泊施設が少なく、去年は車中泊になった 
明石から近かったが、会場の近くに予算の合うホテルがない（ウェルネスの宿は高い） 
宿を探す時に情報が少ない 
宿がなかなか見つからなかった 

情報提供の充実 コースではなく、自転車を停車できる絶景スポットや飲食店などのグルメ情報をマップ
化して欲しい。 
サイクリングマップと人気の飲食店などの紹介を一緒にして欲しい 
大阪からも近く、良いところがたくさんあるのでもっと PR するべき。琵琶湖と比較しても
サイクリストにとって道も整備されていて快適である。 

イベント運営面 イベントの集合時間が朝早すぎる 
大会エントリーは当日が良い 
交通手段が不便、ホテルとスタート地点にピストン輸送して欲しい 
三連休に開催するなら中日にして欲しい 
エイドをさらに充実して欲しい 
三連休の最終日ではなく中日にして欲しい、エイドが充実しているのが嬉しい。 
コースを複数から選択できるようにして欲しい（距離など） 
道がわかりにくい箇所はスタッフが誘導して欲しい 
カテゴリ別に集合時間を分けて欲しい 
カテゴリ区分が分かりにくい 
宿の確保が困難。車中泊の優先エリアなど 
当日受付（ネットなどで定員間近などのアナウンスをして欲しい） 
 



92 
 

イベント（駐車場） 駐車場から車を出すのが大変 
車の駐車が不便 
駐車場を夜も開放して欲しい 
駐車場を夜まで開けて欲しい 
当日受付にして欲しい 

その他 琵琶湖は交通量が多い上に、景色がずっと同じ。 
しまなみは走りやすい。橋をアップダウンすることで景色が変わって飽きない。 
琵琶湖と比べて、トンネルもなく、道幅も広いので走りやすい。ブルーラインなくても迷
わない。 
もっと田舎だと思っていたが、コンビニもあり便利 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



93 
 

参考２．海上交通利用者アンケート調査 

１．調査概要 

海上交通利用者を対象に利用目的、目的地、利用頻度、下船後の移動手段等を把握するため
の利用者実態アンケート調査を実施した。 

対象航路は、明石～岩屋航路、深日～洲本航路とし、各航路とも淡路島発便を対象とした。 
 

＜アンケート調査の概要＞ 
対象 １）明石～岩屋航路 

２）深日～洲本航路 
目的 淡路島への観光を終えた利用者を対象に、目的や支出額、交通評価 
調査方法 乗船時（岩屋または洲本）にて調査票を配布し、待合室または船内で回答

記入のうえで、乗船前または下船時（明石または深日）で回収する 
調査時期 10 月 13 日（土） 
調査項目 Q1.基本属性 

Q2.淡路島への来訪目的 
Q3.淡路島観光の目的や来訪回数 
Q4.下船後に利用した交通手段 
Q5.今回の島内訪問場所 
Q6.事前にした情報収集 
Q7.旅行先決定時に重視するポイント（上位３つ） 
Q8.淡路島を訪れて感じた良かった点と改善点 

回収数 3. 明石～岩屋航路：114 票 
4. 深日～洲本航路：25 票 
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２． 調査結果 

１）明石～岩屋航路（ジェノバライン）利用者アンケート 
 
Q1.基本属性 

 

票数 構成比
男　性 73 64.0
女　性 41 36.0
合　計 114 100.0

（単位：票、％）

 
 

 

票数 構成比
20歳未満 3 2.6
20歳代 11 9.6
30歳代 16 14.0
40歳代 28 24.6
50歳代 26 22.8

60歳代以上 30 26.3
合　計 114 100.0

（単位：票、％）
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票数 構成比
兵庫県 70 61.4
大阪府 26 22.8
和歌山県 2 1.8
その他 10 8.8
不明 6 5.3

合　計 114 100.0

（単位：票、％）
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Q2.今回の来訪目的 

 

票数 構成比
観光 87 76.3
仕事(通勤・通学含む） 11 9.6
その他 16 14.0

合　計 114 100.0

（単位：票、％）

 
その他 票数 

サイクリング 5 
帰省 3 
ゴルフ、写生 2 
釣り、ウォーキング 1 
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Q3.淡路島観光の目的等 

 

票数 構成比
観光地めぐり 36 35.0
グルメスポットめぐり 10 9.7
サイクリング 27 26.2
体験型観光 0 0.0
その他 22 21.4
不明 8 7.8

合　計 103 100.0

（単位：票、％）

 
 

 

票数 構成比
初めて（1回目） 16 15.5
2～3回目 26 25.2
4～5回目 13 12.6
6回目以上 41 39.8
不明 7 6.8

合　計 103 100.0

（単位：票、％）
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票数 構成比
日帰り 91 88.3
1泊2日 9 8.7
2泊3日 0 0.0
その他 0 0.0
不明 3 2.9

合　計 103 100.0

（単位：票、％）

 
 

 

票数 構成比
同行者なし 18 17.5
同行者あり 79 76.7
不明 6 5.8

合　計 103 100.0

（単位：票、％）
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Q4.下船後に利用した交通手段 
 「路線バス」が 32 票（31.1％）で最も多く、次いで「自転車（自ら持込んだ）」が 20 票

（18.5％）、「レンタサイクル」8 票（7.8％）であった。 
 

 

票数 構成比
路線バス 32 31.1
自転車（自ら持込んだ） 20 19.4
レンタサイクル 8 7.8
レンタカー 5 4.9
タクシー 2 1.9
その他 35 34.0
不明 6 5.8

合　計 103 100.0

（単位：票、％）

 
 

その他 票数 
徒歩 11 
自家用車 9 
バイク 7 
シャトルバス 3 
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Q5.今回、訪問した場所 
 「道の駅 東浦ターミナルパーク」が 17 票（16.5％）と最も多かったものの、以降も「淡路夢舞台」が
15 票（14.6％）、「国営明石海峡公園」と「鳴門の渦潮（うずしお）」がともに 13 票（12.6％）、
といずれも 1 割強にとどまっており、分散傾向がみられる。 

16.5
14.6

12.6
12.6

8.7
5.8

3.9
3.9

2.9
1.0

0.0
0.0

43.7
13.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

道の駅 東浦ターミナルパーク
淡路夢舞台

国営明石海峡公園
鳴門の渦潮

淡路ワールドパークONOKORO
伊弉諾神宮

岩谷温泉
灘黒岩水仙郷／立川水仙郷

絶景レストラン うずの丘
淡路人形座

じゃのひれドルフィンファーム
諭鶴羽山

その他
不明

＜訪問した場所＞
（ｎ＝103、複数回答）

 

票数 構成比
道の駅 東浦ターミナルパーク 17 16.5
淡路夢舞台 15 14.6
国営明石海峡公園 13 12.6
鳴門の渦潮（うずしお） 13 12.6
淡路ワールドパークONOKORO 9 8.7
伊弉諾（いざなぎ）神宮 6 5.8
岩谷温泉 4 3.9
灘黒岩水仙郷／立川水仙郷 4 3.9
絶景レストラン うずの丘 3 2.9
淡路人形座 1 1.0
じゃのひれドルフィンファーム 0 0.0
諭鶴羽（ゆづるは）山 0 0.0
その他 45 43.7
不明 14 13.6

合　計 103 100.0

（単位：票、％）
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票数 訪問場所 その他 

8 
淡路 SA 
花さじき 

3 
クラフトサーカス 
淡路カントリー倶楽部 
淡路島一周 

源平 
道の駅あわじ 

2 
ウェスティンホテル 
松帆の湯 

1 

生石公園 
洲本温泉 
赤レンガ建築（洲本） 
ニジゲンノモリ 
パルシェ香りの館 
たこせんべいの里 

のじまスコーラ ※廃校利用した複合施設 
釣り 
カフェめぐり 
岩屋 
福良の民宿 
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Q6.事前にした情報収集 
  「クチコミ情報検索（SNS 等）」が 26 票（25.2％）で最も多く、次いで「旅行サイト(じゃらん、トリ
ップアドバイザー等）)が 17 票（16.5％）であった。 

また、その他として「インターネット検索」が 11 票と多く挙げられた。 
 

 

票数 構成比
クチコミ情報検索（SNS等） 26 25.2
旅行サイト(じゃらん、トリップアドバイザー等） 17 16.5
サイクリング雑誌 7 6.8
旅行雑誌 4 3.9
その他 31 30.1
不明 24 23.3

合　計 103 100.0

（単位：票、％）

 
 

その他 票数 
インターネット検索 11 
明石港での告知 

1 兵庫県広報誌 
バスの看板・広告 
特になし 8 
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Q7.旅行先決定時に重視するポイント 
「風景・絶景が楽しめる」が 70 票（68.0％）と最も多く、次いで「現地の食事が楽しめる」が 46 票

（44.7％）と「歴史・文化が感じられる」25 票（24.3％）が「サイクリングコースがある」21 票
（20.4％）が上位であった。 

また、「公共交通で移動しやすい」も 18 票（17.5％）と重視されていることも確認できた。 
 

68.0

44.7

24.3

20.4

17.5

14.6

12.6

7.8

1.0

8.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

風景・絶景が楽しめる

現地の食事が楽しめる

歴史・文化が感じられる

サイクリングコースがある

公共交通で移動しやすい

自宅から近い

現地土産が購入できる

体験型観光メニューがある

その他

不明

＜旅行先決定時に重視するポイント＞
（ｎ＝103、複数回答）

 

票数 構成比
風景・絶景が楽しめる 70 68.0
現地の食事が楽しめる 46 44.7
歴史・文化が感じられる 25 24.3
サイクリングコースがある 21 20.4
公共交通で移動しやすい 18 17.5
自宅から近い 15 14.6
現地土産が購入できる 13 12.6
体験型観光メニューがある 8 7.8
その他 1 1.0
不明 9 8.7

合　計 103 100.0

（単位：票、％）
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Q8.淡路島への評価 
 
良かった点 

分類 ＜良かった点（おすすめポイント）＞ 

交通アクセス 

交通手段が豊富。 
車以外で来られることを知らない人が多い。 
大阪から近かったこと。 
船が楽しかった。 
宝塚から近く日帰りで十分楽しめる。 
明石からすごく近くて（すぐに来られて）、プチ旅行ができて楽しい。 
コミュニティバスあり。 
シャトルバスが便利。カフェがおしゃれ。 
無料送迎バスの運転手さんが良く教えてくれて助かった。 

サイクリング 

琵琶湖に比べて自然が多い。どこも同じ風景の琵琶湖より山あり海ありの起伏のある景
色。6 時間かけて島一周の達成感。 
サイクリングロードが走りやすく整備されている。 
サイクリング道も整備され、快適だった。 
自転車走りやすい。 
車が少なく走りやすい。 
景色、走りやすさ。 
景色が良い。車が少ないからサイクリングしやすい。 

景色 

きれいなところが多かった。楽しめた。 
明石海峡大橋を船で下から見る景色は”船ならでは”の絶景。 
山海がきれい。 
絶景ポイントが多かった。 
景色がきれい。食事がおいしい。道がきれい。 
景色が気持ちいい。山も海も感じられる！ 
景色が素晴らしい。しらす丼が美味しい。 
景色が美しい。人柄が良い。 
景色が良い。空気が良い。 
眺望が良い。 
風景がきれい。 
涼しい風、景色。自然な感じ。海沿いのカフェの景色、風の心地よさ。 
自然が豊か。 
自然が豊か。 
自然が良い。食事がおいしい。 
近い。自然が癒される。 
空気がきれい。 
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観光 

渦潮がきれい。 
うずしお（道の駅）がよかった。 
松帆の湯 
東浦の道の駅 
観音像近くのカフェ 
松帆の道の駅が良い。 
公園。花さじきは花の手入れが行き届いている。海が見える。 

海 

海がきれい。 
海がきれい。特に西浦側。 
海がきれいだった。玉ねぎがおいしい。 
海が近くで見られた。景色がいい。 
海沿いの景色がきれい。空気が良い。 

海岸線の道が気持ちよかった。 

食 

しらす丼 
しらす丼が美味しい。 
魚がおいしい。アナゴ、タコがうまい。 
玉ねぎうどん。 
玉ねぎがおいしかった。 
福良のさぬきうどん 
玉ねぎアイス 
アナゴの蒲焼き。 
洲本がよい。しらす丼。 
由良のハモ、フグ、海の幸。 
ハモ、フグ 

たこせんべいの里がよかった。 

しらす丼。 
淡路島バーガー。 
海産物、寿司。 

雰囲気 

のどかで静かだった。 
のんびり。釣り。景色が良い。ゆっくり。 
のんびりしている（リラックスできる）。 
ゆっくり、落ち着いているところ。 
案内の人が分かりやすく教えてくれた。 
意外と近い。車が無くても来られる。 
皆さんがとても親切である。 
外国人が多い(交流が増えている）。 
気分転換できる。 
天気と季節に恵まれ、青空のもとウォーキングがてら漁港を見て回りストレス解消できた。 
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改善して欲しい点 
 

分類 ＜改善して欲しい点＞ 

海上交通 

高速船が少ない。特に夜の便が少ない。（島内は病院が少ないので） 
タコフェリーをなくしたことが最大の失敗。 
フェリーの方がたくさん人もバイクも載った。 
深日港からの便数が少ない。 

岩屋港 

岩屋に飲食店やスーパーが増えてほしい。 
岩屋港は以前に比べるとさびれて少々寂しい。 
ジェノバの淡路島側の待合室を充実させてほしい。 
40 分の待ち時間が退屈。 
高速船乗り場近くの活性化。 
トイレが少ない。道が狭い。 
トイレをもう少しきれいに。 

路線バス 

路線バスの本数が少ない。運賃が高い。 
バスしかないので不便。 
バスの便が少ない。 
バスの本数を増やして欲しい。 
バス等の本数が少ない。 
淡路 IC のバス乗り場がバスによって違う点。 

島へのアクセス 

車・バイク・高速船しかない。 
交通アクセスが悪い。 
交通の整備をしてほしい。 
125cc でも橋で来られたら便利。 
一般道で来られたら便利である。 

サイクリング 

サイクリングの道案内の標識が欲しい。 
サイクリングルート、コースが整備されているとなお良し。 
サイクリングロード(淡路島一周）の案内標識を設置して欲しい。 
サイクリングロード、ハイキングロードなど道として整備されているとなお良い。 
サイクルロードを充実すればもっと良いと思う。 
自転車の方が増えるのはいいことだが、車を運転しているとヒヤッとすることも多いので自転
車道の整備をしてほしい。 
自転車専用道路があれば良い。 
サイクリングが多いが、道幅が狭いので、グリーンゾーンを作れば良いのではないか。 
道が狭い。自転車が危ない。 
レンタサイクルの予約ができれば良い。 
案内表示が分かりにくい。 
一周ルートの案内看板。 
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観光 

花が少なかった。 
花さじきのボリュームが少ない。花の種類少ない。 
絵島が立入禁止だった。 
絵島に入れなかった。 
レジャースポットの充実を。 
カジノを造って欲しい。住民の所得水準を向上させ、将来に向けて島を発展させていくた
め。 
遊ぶところや、店を増やして欲しい。 

道路 

島の西側は道幅が狭い。 
島内の道が狭い。脱輪する。道が少なく限られているためよく混む。交通の便は悪い。 
道が狭い。交通の便が悪い。 
道が狭い。料金が高い。宿泊先が少ない（あっても高い）。 
道路の拡張。 
島南部の路面状況。でこぼこしている。 
道路の舗装。 
道路の路面が荒れているところが多い。 
交通整備。道路が悪い。 
道はきれいだが木の枝が伸びすぎていて頭に当たるので切って欲しい。 
歩道をもう少し整備して欲しい。 
歩道の草。 
歩道が少ない！ 

その他 
電車を通して欲しい。 
アイドルマスターSideM 硲道夫の出身地としてタイアップして欲しい。 
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２）深日～洲本航路（深日洲本ライナー）利用者アンケート 
 
Q1.基本属性 

 

票数 構成比
男　性 16 64.0
女　性 9 36.0
合　計 25 100.0

（単位：票、％）

 

 

 

票数 構成比
20歳代 1 4.0
30歳代 4 16.0
40歳代 10 40.0
50歳代 3 12.0

60歳代以上 7 28.0
合　計 25 100.0

（単位：票、％）
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票数 構成比
兵庫県 8 32.0
大阪府 10 40.0
和歌山県 2 8.0
その他 2 8.0
不明 3 12.0

合　計 25 100.0

（単位：票、％）

 
 
Q2.今回の来訪目的 

 

 

票数 構成比
観光 17 68.0
仕事(通勤・通学含む） 6 24.0
その他 2 8.0

合　計 25 100.0

（単位：票、％）
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Q3.淡路島観光の目的等 

 

票数 構成比
観光地めぐり 7 36.8
グルメスポットめぐり 3 15.8
サイクリング 6 31.6
体験型観光 0 0.0
その他 2 10.5
不明 1 5.3

合　計 19 100.0

（単位：票、％）

 
 

 

票数 構成比
初めて（1回目） 5 26.3
2～3回目 5 26.3
4～5回目 3 15.8
6回目以上 2 10.5
不明 4 21.1

合　計 19 100.0

（単位：票、％）
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票数 構成比
日帰り 14 73.7
1泊2日 3 15.8
2泊3日 1 5.3
その他 0 0.0
不明 1 5.3

合　計 19 100.0

（単位：票、％）

 
 

 

票数 構成比
同行者なし 11 57.9
同行者あり 7 36.8
不明 1 5.3

合　計 19 100.0

（単位：票、％）
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Q4.下船後に利用した交通手段 
 「自転車（自ら持込んだ）」と「レンタカー」が 6 票（31.6）で最も多かった。 
 

 
 

票数 構成比
自転車（自ら持込んだ） 6 31.6
レンタカー 6 31.6
タクシー 2 10.5
路線バス 1 5.3
レンタサイクル 1 5.3
その他 1 5.3
不明 2 10.5

合　計 19 100.0

（単位：票、％）
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Q5.今回、島内で訪問した場所 
「鳴門の渦潮（うずしお）」が 6 票（31.6％）と最も多く、次いで「伊弉諾（いざなぎ）神宮」が

5 票（26.3％）であった。 
 
 

 
 

票数 構成比
鳴門の渦潮（うずしお） 6 31.6
伊弉諾（いざなぎ）神宮 5 26.3
淡路夢舞台 2 10.5
淡路ワールドパークONOKORO 2 10.5
絶景レストラン うずの丘 2 10.5
岩谷温泉 1 5.3
国営明石海峡公園 1 5.3
道の駅 東浦ターミナルパーク 1 5.3
諭鶴羽（ゆづるは）山 1 5.3
淡路人形座 1 5.3
じゃのひれドルフィンファーム 0 0.0
灘黒岩水仙郷／立川水仙郷 0 0.0
その他 8 42.1
不明 4 21.1

合　計 19 100.0

（単位：票、％）
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訪問場所 その他 票数 

洲本城 1 

おのころ神社 

サントピアマリーナ 

寺社巡り（長林寺、智禅寺、八浄寺、宝生寺） 

生石（砲台）公園 

足湯（道の駅福良） 

福良方面 

友人宅 
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Q6.事前にした情報収集 
「クチコミ情報検索（SNS 等）」が 10 票（52.6％）で最も多く、次いで「旅行サイト(じゃらん、トリ

ップアドバイザー等）)が 3 票（15.8％）であった。 
 

 

票数 構成比
クチコミ情報検索（SNS等） 10 52.6
旅行サイト(じゃらん、トリップアドバイザー等） 3 15.8
旅行雑誌 2 10.5
サイクリング雑誌 0 0.0
その他 3 15.8
不明 2 10.5

合　計 19 100.0

（単位：票、％）
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Q7.旅行先決定時に重視するポイント 
「風景・絶景が楽しめる」が 12 票（63.2％）と最も多く、次いで「現地の食事が楽しめる」が 10 票

（52.6％）、「歴史・文化が感じられる」7 票(36.8％)が上位であった。 
また、「公共交通で移動しやすい」も 4 票（21.1％）で重視されていることがわかった。 

 

 

票数 構成比
風景・絶景が楽しめる 12 63.2
現地の食事が楽しめる 10 52.6
歴史・文化が感じられる 7 36.8
公共交通で移動しやすい 4 21.1
サイクリングコースがある 4 21.1
現地土産が購入できる 2 10.5
体験型観光メニューがある 1 5.3
自宅から近い 1 5.3
その他 0 0.0
不明 1 5.3

合　計 19 100.0

（単位：票、％）
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Q8.淡路島への評価 
 
良かった点 
 

分類 ＜良かった点（おすすめポイント）＞ 

海上交通 
2 月以降も和歌山との航路を続けてほしい。 
船が揺れないのでよかった。南淡路の海がきれい。 
船で来たことで、島内だけの運転で楽だった。 

路線バス バス（路線）が多い点。 

サイクリング 
信号が少なくてサイクリングによい。 
道路がよく整備されている。 

観光 

海がきれい。 
海と山の景色が癒される。また海沿いの道がマラソンコースとしてとてもよい。 
景観が美しい。 
景色がよかった。 
自然が多い。 
風景が最高だった。 

食 
海あり山あり、土地の産物が多い。 
食べ物が美味しい。 
水がきれい。魚がおいしい。 

 
改善して欲しい点 
 

分類 ＜改善して欲しい点＞ 
海上交通 深日洲本ライナーの定期運航を望む。 

路線バス 

バスが少ない。 
バスの本数が少ない。 
交通の便が悪い。 
交通機関が少ない。 

サイクリング 
自転車が走りやすいよう側道を広げてほしい。 
自転車コースのブルーラインがほしい。 
道路表示がわかりにくい。 

観光 
観光ガイドがほしい。 
定期運航が実現したときは、乗り場近くに直売所等お土産を買いやすくしてほしい。 
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参考３．宿泊施設へのヒアリング調査 

１．調査概要 

現地の宿泊先（ペンションや民宿など）を対象に宿泊者の傾向やニーズ、今後のサイクリストやイン
バウンド誘致拡大への意向について、ヒアリング調査を実施した。 

 
＜アンケート調査の概要＞ 

対象 民宿、ペンション 
目的 宿泊者の利用実態や今後の意向など 
調査方法 現地での訪問ヒアリング調査 
調査時期 11 月 15 日（木） 
調査項目 １.宿泊者の傾向（目的、地域、予約方法、交通手段、稼働状況など） 

２.「サイクリスト」及び「訪日外国人」向けの対応状況 
３.観光資源に関する①強み（おすすめポイント）と②弱み（改善すべき点） 
４.島内交通及び観光振興に向けたご意見・ご要望 

回収数 ４件 
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２．調査結果 

１）宿泊者の傾向・要望 
岩屋地区  宿泊者は個人旅行が多く、9 割がリピーター。 

 主に大阪や近畿地方からくることが多い。 
 リピーターを優先する目的から予約方法は電話のみ。ホームページや宿泊サイ

トは利用しておらず、今後も開設・利用予定はない。 
 利用交通手段は、①自家用車②路線バス③船で、大半は①自家用車。 
 年間の稼働率は 50％台で推移している。 
 土日の利用率が高く、夏季は観光客や海水浴客でにぎわうが、冬季（11 月

～）は特に観光資源がないため宿泊客はいなくなる。 
岩屋地区  宿泊者は個人旅行が多い。サイクルストもたまに来る。主に近畿地方の方が

多い。 
 予約については、電話とネットを活用している。自社ホームページと予約サイト

（じゃらん）を併用しており、最近はネットによる予約が増えてきている。 
 宿泊者の大半は自家用車を利用。 
 年間の稼働率を算出しことはない。時期は、夏季は平日土日かかわらず混雑

するが、冬季は観光資源がないため、予約はほとんどない状態。 
 サイクリストやインバウンドはほとんど来ない。ただし、淡路島ロングライドの日だけ

はサイクリストに宿泊を限定している。 
阿那賀地区  宿泊者は個人旅行が多い。「ペット連れ専門宿泊施設」であるためサイクリスト

の宿泊はない。たまに外国人旅行客（主に台湾人）が宿泊に来る。 
 主に近畿地方の方が多いが、1/3 は東海や関東、四国からも来る。 
 予約については自社ホームページのみで受け付け。予約サイトについては手数

料が高いうえに、オプションサービス提供を求められるため、利用していない。 
 交通手段は自家用車が多いが、神戸空港や関西空港から来る方もいる。 
 年間の稼働率は 33～34％である。春から秋にかけて繁忙期であるが、淡路

島は冬季が弱く、宿泊者も減る。 
福良地区  現在では宿泊客はほとんどいない。昔は橋梁工事関係者や震災復興関連な

ど団体客が多かったが、最近は来るとしても個人旅行のみ。 
 宿泊者は兵庫県が中心で、関東地方からもたまに来ていた。 
 予約については電話のみ。ホームページもあるが更新しておらず、予約フォーム

もない。 
 交通手段は、昔は路線バスで来られる方もいたが、近年はほぼ自家用車。 
 年間稼働率はここ３～４年で一気に低下した。そろそろ店じまいも検討してい

る。 
 サイクリストは見かけるものの、宿泊はしない。ツアー客は大型ホテルに泊まるた

め、民宿には客は流れてこないのが実情。 
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２）「サイクリスト」及び「訪日外国人」向けの対応状況 
岩屋地区  特にサイクリストや訪日外国人向けに対応を考えてはいない。リピーターが中心

なので、今後も予定はない。 
 リピーターの方が宿泊できなくなるので、新規のお客さんを積極的に求めていな

い。 
岩屋地区  特にサイクリストや訪日外国人向けに対応は考えてはいない。 

 WI-FI は整備しているが、訪日外国人にはあまり来てほしくない。 
阿那賀地区  訪日外国人は日本のマナーを守ってもらうことができないから、常連の宿泊客に

迷惑が掛かかる。 
 そのため、行政側で誘致に取り組むなら、マナーを守るように対策をしてほしい。

もし事故でも起きれば、淡路島のイメージダウンにつながる。 
福良地区  外国人からは、以前に宿泊希望の問い合わせがあったが、英語ができないし対

応が大変になるかもしれないと思い、断った経験がある。 
 
３）観光資源に関する①強み（おすすめポイント）と②弱み（改善すべき点） 

岩屋地区  強み（おすすめ）は、魚全般。あとは淡路牛。 
 弱み（改善すべきこと）は、特に思い浮かばない。 

岩屋地区  強み（おすすめ）は、魚と肉。 
 弱み（改善点）は、①地域ブランディング強化に加え、②交通料金の高さで

ある。特に②では、来島できるフェリーを復活するか、橋の料金を安くにする必
要があると感じる。フェリーがあった時代には原付バイクで釣りに来る人が多くい
たが、今は気軽に海を渡れる通行料金ではなくなった。 

阿那賀地区  強み（おすすめ）は、①明石海峡公園パソナグループの公園（のじまスコー
ラ、ニジゲンノモリ等）、②ダムが多い、③パワースポット、④景観（特に夕
日）で、特に夏季に強い。 

 弱み（改善点）は、「何もないこと」が弱み。これというおすすめがない。移動に
時間がかかる（距離が長い）。 

福良地区  強み（おすすめ）は、釣りや七福神巡り。 
 弱み（改善点）は、何もない、ことが弱み。そのため人も滞在しない。 

 
4）島内交通及び観光振興に向けた意見・要望 

岩屋地区  多くはないが、宿泊者からバス路線や運行本数を増やしてほしいとの要望は聞
く。 

岩屋地区  淡路島の観光資源を発掘する前に、橋の料金を安く（一般道を並走させる
等）か、高速船を増便して、人が来やすい状況を作るべき。 

阿那賀地区  ①自然を PR する以上は、道端の雑草や藪を刈込み、道路からの景観を保つ
べき。人件費だけで済むので費用は大きくかからないはず。それだけで観光客は
集まる。 

 ②関西-淡路-四国をつなぐ車以外のルート（鉄道やフェリーなど）をつくるこ
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と。特に鉄道の駅ができれば、気軽に立ち寄ることができる。 
 ③島の自然を写真集にして PR を行う。３市合同でイベントをしっかりと行う。  

福良地区  観光振興に向けては、料金が高い高速船や橋を改善することが必要。 

 

 

 


