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▶南あわじ市地域の概要

南あわじ市は、南北に長い地形の淡路島の南部に位置

南部と西部はそれぞれ播磨灘、紀伊水道に面し、北部の

先山山地、南東部の諭鶴羽山地、西の南辺寺山塊に囲

まれ、中央部には三原平野が広がっています。

神戸市から60キロメートル圏、大阪市から80キロメートル

圏にあり、市の中央を走る神戸淡路鳴門自動車道に

よって、明石海峡大橋を経て神戸へ約60分、大阪へ約

90分、また、大鳴門橋を経て徳島へ約40分の距離にあ

ります。



▶南あわじ市の名産・特産

たまねぎ、レタス、びわ、みかん、乳製品、淡路ビーフ、桜鯛、

鱧、３年とらふぐ、手延べそうめん、淡路瓦、水仙



▶淡路島ロングライド１５０

開催日：2018年9月24日（月・休）

開催会場：コース：兵庫県淡路島１周・時計回り

会 場：淡路島国営明石海峡公園淡路地区(しおさい花園・海岸臨時駐車場）

主 催：2018淡路島ロングライド150実行委員会

（一般財団法人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）

内 容：淡路島国営明石海峡公園をスタート・ゴールとし、

淡路島外周約150キロを自転車で一周するサイクリング

イベント ※タイムを計るレースではない

募集定員：2,300名

出走者数：2,184名

完走者数：2,076名

●平成３０年度実施概要



●ロードマップ



▶大鳴門橋自転車道設置検討

・応力解析、耐風安定性解析（風洞実験含む） を実施

（兵庫県道路企画課・徳島県高規格道路課）

・スケジュール

Ｈ２９年度：勉強会の実施
【本四高速（株）・兵庫県・徳島県・南あわじ市・鳴門市】

①検討条件の整理【自転車道の構造、「渦の道」との共存】
※「渦の道」の改築範囲は徳島県主導で検討

Ｈ３０年度：可能性等の検討
【本四高速（株）・兵庫県・徳島県・南あわじ市・鳴門市】

①実現可能性の検討【応力解析、耐風安定性解析（風洞実験含む）】

②事業手法の検討【管理・運営手法、整備・管理の費用負担割合、利用
料金等】



ＡＳＡ（ＡＷＡ・ＳＡＮＵＫＩ・ＡＷＡＪＩの頭文

字）トライアングル交流圏推進協議会は、鳴門市、

東かがわ市、南あわじ市及び３市の商工団体、青年

会議所で構成されています。

３市では、地方創生推進交付金を活用し、サイクリ

ングツーリズムを通じた観光振興と地域の活性化及

び住民の健康づくりを推進しています。
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▶ＡＳＡサイクリングツーリズム



▶サイクリングツーリズム推進事業計画策定

（平成28年度事業）
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「関西からの交流人口増加によって、市を活性化、サイク

リスト目線の新たな地域資源発掘」

ASAサイクリングツーリズム施策計画

各種調査結果
サイクリングモデル
コースの設定

自転車の陸上
運搬サービス

サイクリングコース
の環境整備計画

レンタサイクルの
設置計画

関連イベント
計画

広報計画 推進スケジュール
計画

事業予算計画



●Ｗｅｂによる調査実施

調査の目的

①南あわじ〜鳴門・東かがわ間をサイクリストが気軽に往

来できる陸上輸送による自転車輸送整備検討

②誰もが、いつでも、気軽に、快適に、楽しく、安全に走

れる3市を結ぶサイクリングロード設定検討

（１）調査対象 ：大阪府、兵庫県、四国地方のいずれか

に在住の、スポーツサイクリストとサイクリング趣味層

（２）標本数： 2,694 人
（３）調査期間： 平成29年２月２日〜平成29年２月10日
（４）調査方法： インターネットを利用したアンケート調査



●調査結果

（１）３市をまたぐサイクリングロードを走ってみたいか？

→『走ってみたい』 75.8%

（２）トラックによる輸送にお金を支払ってもよい？

→『走るために支払ってもよい』 81.1%

（３）トラックによる輸送以外でできたらいいなと思う鳴門⇔

南あわじ間を渡る方法は何か？

→『自転車と一緒に直接橋を渡る』 70.3%

（４）あなたがサイクリングや旅先で周遊等する理由？

→『風景を楽しめるため』 51.8%

『健康・運動のため』 71.0%



（５）サイクリングや旅先で周遊等する際のコースを選ぶ際重

視する点【交通手段・駐車・宿泊施設】？

→『自転車で行ける』 51.5%

（６）サイクリングや旅先で周遊等する際のコースを選ぶ際重

視する点【コース設定・環境】 ？

→『自動車が少ない』 49.1%

（７）サイクリングや旅先で周遊等する際、何人で走るか？

→『平均2.5人』

（８）サイクリング施策に望むこと？

→『路面の整備・補修』 55.0%



（９）自転車と関連させた様々なイベントを実施するとしたら、

どのようなイベントを望むか？

→『体力向上や健康づくりに関するイベント』 47.7%

（１０）観光スポットの認知度（高いスポット）

・鳴門市 渦潮観潮船

・南あわじ市 淡路ファームパーク イングランドの丘

・東かがわ市 ベッセルおおち

（１１）観光スポットの訪問意向度（高いスポット）

・鳴門市 大塚国際美術館

・南あわじ市 南あわじ温泉郷

・東かがわ市 讃州井筒屋敷

（１２）「知っている」と回答した観光スポットはどのようにして

知ったか？

→『WEB サイト（情報検索サイト）』 33.8%



●調査結果の要点

◆サイクリストを惹きつける魅⼒を⾒出す
・サイクリストは行きたいと思ったら、あまりお金は気にしない。

行った先に何があるかが重要。

◆地域の⼩さな取り組みを⾒逃さず、⽀援し魅⼒的な商品、
スポットへと育てる
◆サイクリスト（利⽤者）にとって喜ばれる環境を考える

地域特⾊を⽣かすことが何よりも⼤事
⾏った先に何があるかが重要

消費を促すしくみを考える

◆⽬的を明確に

◆消費の喚起



サイクリストの⼝コミをきっかけにした広報戦略

◆まずサイクリストに認められること

◆イベント実施とＰＲの⽅法

・メディアと上手に付き合うことは大事。テレビの影響は大きい。

・サイクリングを観光とセットで考える『走ってみたい』サイクリング趣味
層をターゲットに消費喚起を考える。

・『走ってみたい』サイクリング趣味層に来てもらうためにも、『走ってみ
たい』スポーツサイクリストにサイクリングコースを認められ、口コミ等で
拡めてもらうことが大事。

・サイクリング事業としての収益を考える際には、自転車を貸すことを
考えるより、付加価値を付けたツアーで売ることをセットで考えることが
大事。
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南あわじ市内コース
コース全体図



●短距離コース：陸の港西淡～淡路ファームパークイングランドの丘標高図

●中距離コース：陸の港西淡～淡路ファームパークイングランドの丘

～海の展望広場～慶野松原～陸の港西淡標高図

●長距離コース：陸の港西淡～灘土生港～道の駅うずしお～海の展望広場

～陸の港西淡標高図



●ＡＳＡおもてなしスポット

・ＡＳＡマップ内にルート沿いの店舗を掲載することで、

サイクリストの受け入れ体制を強化する。

・サイクリストの休憩や簡易な休憩のためのおもてな

しスポットについて、市内店舗等からの募集・登録

・南あわじ市内１６カ所（ＡＳＡ３市で計４５カ所）



●ＡＳＡウェブサイト

・ＡＳＡサイクリングツーリズムを対外的に周知するため、ＷＥＢサイ

トを構築し、ＡＳＡ３市への誘客を図る。

・ＡＳＡサイクリングツーリズムに関するウェブサイトを製作し、サイ
クリングルートや南あわじ市と鳴門市の間の陸路輸送についてなど
の情報を掲載

・情報更新を簡易にするため、ＣＭＳを導入したシステム



淡路島・鳴門間の大鳴門橋は自転車で通行できない状況であり、

それを打開するため淡路島・鳴門間を走る路線バス（淡路交通運

行）の後について、自転車輸送用のトラックを運行させ、淡路島

鳴門間を自転車移動可能にすることで、ＡＳＡ３市におけるサイク

リングの機運を高める。

内容

▶ASAサイクリングツーリズム 淡路島・鳴門間自転車輸送

趣旨

○トラックによる南あわじ・鳴門市間の自転車輸送
受託者 ヤマトホームコンビニエンス株式会社
利用者 500円 ※別途バス運賃８８０円必要
１日３便ずつ運航 最大２０台積載
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▶鳴門・南あわじ渦潮ファンライド

報知新聞社が例年開催しているファンライド事業を、鳴門市及び南あわじ市

が推進するサイクルツーリズム推進事業で設定したサイクリングコースを活用

することにより、サイクリングコースと両市の特産品等をＰＲし、以って将来に

おけるサイクリングを通じた交流人口の増加による地域活性化を図るため、

報知新聞社と両市がファンライド事業を共催

開催日： 平成30年3月18日(日)

種 目：鳴門・南あわじグルッとコース（約120km）【ボートレース鳴門スタート】
鳴門・南あわじグルッとコース（約120km）【伊毘うずしお村オートキャ

ンプ場スタート】
鳴門の海も山も満喫コース（約65km）

定 員：［約120K］400人 ［約65K］600人
参加料：［約120K］9,500円 ［約65K］5,500円

●平成２９年度



●平成３０年度 鳴門・南あわじ渦潮グルメライド

開催日： 平成31年3月24日(日)

種 目：鳴門・南あわじグルッとコース（約120km）
鳴門のおいしいもの満腹コース（約65km）

定 員：［約120K］400人 ［約65K］600人
参加料：［約120K］8,550円 ［約65K］4,950円



▶ＡＳＡサイクリングツーリズムＰＲ用動画

映画「あの空の向こうに」は、２０１８年１月に制作発表し、鳴門市・南あわ

じ市・東かがわ市による「ＡＳＡサイクリングコース」のＰＲとコラボした短編

映画作品。 ３月には、徳島国際映画祭に出品した。予告編とコースのＰＲ

を兼ねてＹｏｕＴｕｂｅで１月に公開し、第１章のＰＲ動画はまたたくまに２０

万視聴を記録。好評につき、２０１８年８月に、第２章となる「あの空の向こ

うに～夏雲～」の制作発表した。

～夏雲～





▶サイクルステーション

陸の港西淡

陸の港西淡は、明石海峡大橋開通後、市内と神戸・大阪方面を結ぶ
パークアンドライド型の駐車場として平成12年5月に竣工し、これまで
本市公共交通の主要施設としての役割を担ってきました。

今後さらなる観光交流人口の増加と施設利用者の利便性向上を図る
ため、陸の港西淡改修工事及びサイクルステーション新設工事を建設

自転車による観光振興推進のため、自転車の陸路輸送の発着場、レ
ンタサイクル事業の拠点としてサイクルステーションの運営を開始

更衣室、コインロッカー、サイクルラック、メンテナンス工具を用意してお
り、サイクリストの支援も併せて行っています。

平成３０年４月１日 開始



▶サイクルステーション概要

営業時間 8:00～18:00

ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ 大人用 6台 小人用 2台 電動 2台



ご清聴ありがとうございました。

thank you for your attention


