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第１章 業務概要 

１.１ 業務の背景・目的 

県中部地域の５市２町で「しずおか中部連携中枢都市圏」を形成し、圏域の一体的発展を目指し、交

流人口の拡大を図るため、様々な連携事業を展開している。 

そこで、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の静岡県開催に向けて、県中部地域の

魅力ある地域資源を活かしたサイクルツーリズムを推進するにあたり、課題抽出を目的に基礎調査を行

った。 

 

１.２ 業務の実施手順 

本業務の検討手順は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１ 本業務の実施手順 

 

 

 

  

企画・準備 

１）現況整理 

２）関係市町へのヒアリング調査 

３）サイクルツーリズムを推進する 

にあたっての課題抽出 

４）報告書の作成 
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１.３ 業務概要 

（１）現況整理 

関係市町におけるサイクルツーリズムに関する現状として、観光資源の分布状況や入込客数、広域交

通網や交通結節点（鉄道駅、道の駅等）、サイクリングロード等の状況を整理した。 

 

（２）関係市町へのヒアリング調査 

関係市町（静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町）に対して、サイクルツ

ーリズムに関する取組状況や意向等を把握するためのヒアリング調査を行った。 

 

（３）サイクルツーリズムを推進するにあたっての課題抽出 

次年度以降に、サイクルツーリズム推進に向けた検討を行うにあたり、上記（１）及び（２）を踏ま

え、課題を抽出した。 
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第２章 現況整理 

２.１ 関係市町の概況 

２.１.１ 地域概況 

（１）定住人口と交流人口 

本検討の対象とする5 市2 町の定住人口と交流人口は以下の通りである。 

 

図表２ 5市2町の定住人口および交流人口 

市町村 定住人口※1 

交流人口※2 

観光交流客数 宿泊客数 
観光レクリエーション

客数 

静岡市 702,395 人 24,598,492 人 1,816,020 人 22,752,472 人 

島田市 98,757 人 2,024,028 人 170,899 人 1,853,129 人 

焼津市 139,876 人 4,008,053 人 441,405 人 3,566,648 人 

藤枝市 145,550 人 2,474,092 人 237,868 人 2,236,224 人 

牧之原市 45,990 人 2,666,664 人 27,213 人 2,639,451 人 

吉田町 29,684 人 296,616 人 21,349 人 275,267 人 

川根本町 6,863 人 2,024,028 人 37,890 人 310,098 人 

合計 1,169,115 人 38,091,973 人 2,752,644 人 33,633,289 人 

※1 静岡県公式ホームページ「住民基本台帳月報（平成31年1月1日時点）」 

※2 平成29年度静岡県観光交流の動向 

 

（２）観光関連組織の実態 

本検討の対象とする5 市2 町の観光関連組織の状況は以下の通りである。 

 

図表３ 地域の観光振興体制（行政・観光協会） 

市町村 市町において観光を所管する部局 観光協会名 

静岡市 静岡市観光交流文化局観光・国際交流課 

静岡市観光交流文化局スポーツ振興課 

静岡市観光交流文化局スポーツ交流課 

公益財団法人するが企画観光局 

島田市 島田市産業観光部観光課 島田市観光協会 

焼津市 焼津市交流推進部観光交流課 一般社団法人焼津市観光協会 

藤枝市 藤枝市商業観光局商業観光課 藤枝市観光協会 

牧之原市 牧之原市産業経済部観光課 － 

吉田町 吉田町産業課 － 

川根本町 川根本町観光商工課 川根本町まちづくり観光協会 

ホームページより調査（平成31年2月末日時点） 

 

図表４ 地域のDMO 

種別 名称 対象地域 

地域連携DMO 公益財団法人するが企画観光局 
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、

牧之原市、吉田町、川根本町 
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（３）インフラの現状 

本検討の対象となる 5 市 2 町は静岡県の中央

に位置している。このエリアは首都圏、関西圏を

結ぶ東海道新幹線、東名・新東名高速道路、国道

1 号等の日本の大動脈が走っており、古くから交

通の要衝として発展してきた。このほか、国道

150 号、362 号、473 号等の幹線道路、「富士

山静岡空港」、「清水港」等も備え、今後の更なる

発展が期待されるエリアである。 

 

 １）鉄道 

駿河湾に沿って JR 東海道線、東海道新幹線

が横断。静岡市中心部を静岡鉄道が横断してい

る。 

また、大井川に沿って、静岡市の井川湖まで

大井川鐵道が南北に縦断している。 

 

 ２）道路 

東名高速道路及び新東名高速道路が東西を横

断。海岸沿いの平野部を中心に国道1 号、150

号、362 号、473 号等の幹線道路が走ってい

る。 

出典：しずおか中部5市2町 イベントニュース「GO TO」創刊号2018 Spring 

                      図表５ 5市2町の交通網 

 ３）空港 

2009 年に島田市と牧之原市に跨り、富士山静岡空港が開港した。現在、国内線は新千歳、丘珠、出

雲、福岡、北九州、鹿児島、那覇の 7 路線が就航しており、国際線はソウル、上海、台北等、計 7 路

線が就航している。 

 

 ４）港湾 

本エリアは特定戦略港湾に指定されている清水港を有している。清水港は海上輸送における静岡県の

物流拠点であり、2017 年のコンテナ取扱量は国内 9 位となっている。また、三保の松原や富士山に

近いことから近年観光利用も盛んであり、2018 年度には31 隻の客船（一部予定）が寄港している。 
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２.１.２ 静岡県内の概況 

（１）静岡県の取組 

 １）サイクルツーリズムの取組 

静岡県は東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会での自転車競技のコースに選ばれてお

り、静岡県内にある富士スピードウェイは競技のゴール地点として決定している。静岡県では、自転車

競技開催地決定を契機として「サイクルスポーツの聖地」を目指し、地域づくりを進めている。2016

年には静岡県サイクルスポーツ協議会が設立され、サイクリストの受入環境の向上に向けて、地域の

DMO や宿泊事業者等と連携して取組がすすめられている。 

静岡県観光協会では、サイクリングを地域の主要な魅力の 1 つとして位置付け、「東部・伊豆」、「中

部、志太榛原」、「中東遠」、「西部」の4 つのエリアの魅力やコースガイド、レンタサイクルやバイシク

ルピットの情報を発信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６ サイクリストに向けた情報発信（静岡県観光協会ホームページより） 
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図表７ ４つのエリアの魅力（静岡県観光協会ホームページより） 
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図表８ 中部・志太榛原エリアの取組（静岡県観光協会ホームページより） 

 コース名 場所 距離 難易度 
１ オクシズ・チャレンジ100 ㎞ 湯の島温泉・大間・口阪本温泉等 101.0km 上級 

２ 
静岡・焼津・清水 海と山の周回コース 静岡市駿府城公園、丸子宿、宇都ノ谷峠、 

焼津さかなセンター等 

80.0km 初級 

３ 
しらす＆桜えび＆まぐろコース 静岡市駿府城公園、清水港、由比港、蒲原、 

富士川、久能街道、用宗港 

86.0km 初級 

４ 
静岡市 家康公ゆかりのコース 駿府城公園隣のR&R ステーション、国宝久能

山東照宮、日本平 

24.7km 初級 

５ 大井川流域満喫（金谷－寸又峡） 大井川、金谷駅、川根温泉、千頭、寸又峡 130.1km 上級 
６ オクシズ富士見峠ヒルクライム 静岡県静岡市葵区牛妻～井川 30.8km 中級 
７ オクシズ・玉露の里・峠満喫コース 静岡県静岡市葵区飯間 37.3km 中級 
８ 静岡・藤枝・焼津－東海道宿場巡り 静岡県静岡市駿河区広野 30.6km 中級 
９ 【焼津のさくら観光】和田浜海岸風景 静岡県焼津市栄町１丁目 14.6km 初級 

１０  
駿河湾と富士山の見える絶景の満観峰
ハイキング（ウォーキングのあるコース） 

静岡県焼津市駅北１丁目 14.6km 中級 

１１  
水産都市焼津港・小川港と海岸風景を 
楽しむ 

静岡県焼津市栄町１丁目１ 8.0km 初級 

１２  大井川ルート 静岡県島田市横井３丁目３～榛原郡川根本町千頭 52.7km 中級 
１３  潮風さわやか海岸堤防コース JR 焼津駅 36.1km 初級 

１４  
【焼津のさくら観光】「かんぽ桜トンネル」と
「サッポロビールビオトープ園」 

静岡県焼津市栄町１丁目 7.2km 初級 

１５  ご利益を願う、焼津七福神巡り 静岡県焼津市栄町１丁目１ 30.4km 中級 

１６  
焼津さかなセンターと日本一の 
千手観音拝観 

静岡県焼津市栄町１丁目１ 7.7km 初級 

１７  福養の滝 静岡県静岡市葵区小瀬戸～大間 31.6km 中級 
１８  しずまえ・国宝・世界遺産コース 静岡県静岡市駿河区広野 43.1km 中級 

１９  
静岡県志太榛原サイクルスポーツ 
実走調査コース 

静岡県藤枝市岡部町岡部～牧之原市坂口 57.3km 中級 

２０  新清水（富士宮）ルート 静岡県静岡市清水区興津中町～宍原 12.6km 初級 
２１  駿遠線ルート 静岡県牧之原市坂口～御前崎市御前崎 36.7km 初級 

２２  
中部・志太榛原エリア100km 静岡市小瀬戸～オクシズ～千頭～川根本町～

川根温泉～島田・金谷 

108.0km 上級 

２３  牧之原茶畑コース（東山＋切山） 牧之原、粟ケ岳の麓、切山 37.5km 上級 
２４  世界遺産の景観 富士山＆駿河湾を楽しむ 由比漁港、さった峠、田子の浦、沼津港、駿河湾 136.9km 中級 
２５  オクシズ富士見峠一周 静岡県静岡市葵区牛妻 86.2km 上級 
２６  オクシズ・ダイラボウ・ヒルクライム 静岡県静岡市葵区大原～富厚里 4.6km 初級 
２７  梅ヶ島温泉 静岡県静岡市葵区紺屋町 83.6km 上級 
２８  虚空蔵山と浜当目海岸の風景を楽しむ 静岡県焼津市栄町１丁目２～１３ 6.4km 初級 

２９  
焼津をこよなく愛した小泉八雲ゆかり
の地散策 

静岡県焼津市栄町２丁目～１丁目 7.1km 初級 

３０  万葉の里花沢と周辺の寺仏を訪ねる 静岡県焼津市栄町２丁目１～駅北１丁目１３ 13.7km 初級 

３１  
静岡県中部サイクルスポーツ実走調査
コース 

静岡県静岡市駿河区鎌田～静岡市清水区由比

今宿 

62.6km 中級 

３２  駿河湾フェリー２２３ルート 静岡県静岡市清水区日の出町１０～伊豆市八木沢 31.5km 初級 
３３  梅ヶ島ルート 静岡県静岡市駿河区鎌田～静岡市葵区梅ケ島 50.0km 上級 

３４  
藁科4Peaks 新東名新静岡ＳＡから、藁科側沿い、静岡市・

藤枝市間の４つの峠 

51.0km 上級 

３５  
オクシズ峠周回50km 新東名新静岡ＳＡ～小瀬戸・藤枝市青羽根・

蔵田・清笹峠・静岡市清沢周回 

50.0km 上級 
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図表９ 中部・志太榛原エリアのサイクリングコース（静岡県観光協会ホームページより）（1/4） 
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図表１０ 中部・志太榛原エリアのサイクリングコース（静岡県観光協会ホームページより）（2/4） 
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図表１１ 中部・志太榛原エリアのサイクリングコース（静岡県観光協会ホームページより）（3/4） 
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図表１２ 中部・志太榛原エリアのサイクリングコース（静岡県観光協会ホームページより）（4/4） 

 

 

 

図表１３ 中部・志太榛原エリアのバイシクルピット（静岡県観光協会ホームページより） 
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 ２）静岡県自転車活用推進計画（2019年3月策定） 

静岡県の特性を活かし、国内外のサイクリストを惹きつける地域「サイクルスポーツの聖地」を目指

すとともに、自転車を巡り多様化する課題に対応するため４つの目標を定め、これらを達成するために

実施すべき施策を推進することとしている。 

４つの目標のうちの一つとして「国際的なサイクルツーリズムの目的地創造（目標２）」が位置付けら

れるとともに、「良好な自転車走行空間の形成（目標４）」が全県的な取組として位置付けられている。 

 

図表１４ 静岡県自転車活用推進計画の概要 

位置付け 
サイクルスポーツの聖地に向けたビジョンを市町や県民と共有しながら、ハード・ソ

フトの施策を総合的に進める指針となる計画（自転車活用推進法第10 条） 

目標 

目標1 自転車競技のアジア中心地への成長と自転車アスリート育成体制の構築 

目標2 国際的なサイクルツーリズムの目的地創造 

目標3 安全・快適に誰もが自転車に親しむ地域社会の形成 

目標4 良好な自転車走行空間の形成 

計画区域 静岡県全域 

計画期間 2021 年度まで 

 

  



 

13 

（２）県内の関連する取組 

県西部地域では、地域連携 DMO である「公益財団法人 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー」が主

体となり、浜名湖の湖岸を一周する「浜名湖一周サイクリング（通称：ハマイチ）」の取組が行われてい

る。 

 

 １）コース 

浜名湖を一周するコース取りで、4 コースが設定されており、一部船や鉄道を活用した輪行について

もコースに組み込まれている。 

 

図表１５ 浜名湖を一周する４コースの概要 

コース名 コース概要 

浜名湖一周ライドハマイチコース 走行距離：約65km／最大標高差：約25m 

ハマイチ・バイパスコース 走行距離：約50km／最大標高差：約45m 

ハマイチ・グリーンコース 走行距離：約85km／最大標高差：約105m 

ハマイチ・ブルーコース 走行距離：約70km／最大標高差：約25m 

 

 ２）サイクリストウェルカムの宿 

浜名湖サイクルツーリズムに賛同し、浜名湖に自転車の旅（サイクルツーリズム）で訪れるサイクリ

ストウェルカムの宿泊施設。26 施設が登録されている。 

自転車の持込・保管スペースの提供やメンテナンス工具等の無料貸出を受けることができる。 

 

 ３）Bicycle Pit 

浜名湖に自転車の旅（サイクルツーリズム）で訪れる観光客を受け入れるため、サイクリストが気軽

に立ち寄って休憩できるサイクリストウェルカムな施設。66 施設が登録されている。 

駐輪スペースの提供やメンテナンス工具の無料貸出等を受けることができる。 
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２.２ 市町ごとの概況 

（１）静岡市 

 １）静岡市の概要（しずおか中部連携中枢都市圏ビジョンより） 

静岡市は、静岡県の中央に位置し、南に日本最深の駿河湾、北に赤石岳や聖岳等 3,000m 級の山々

が連なる南アルプスを配する豊かな自然環境に恵まれた都市である。また、国際貿易と遠洋漁業の基地

であり、国際拠点港湾として日本を代表する清水港を擁し、世界的な視野を持つ物流の中心地としての

性格も併せ持っている。 

平成17 年４月１日に全国14 番目の政令指定都市に移行し、また、平成18 年３月31 日には蒲原

町と、平成20 年11 月１日には由比町と合併した。平成24 年４月に東西交通の軸となる「新東名高

速道路」が開通した。今後、南北交通の軸となる「中部横断自動車道」が供用開始される予定であり、

現在その整備が進められている。 

 

 ２）入込客数・観光資源 

  ①入込客数 

 

図表１６ 静岡市の定住人口および交流人口 

市町村 定住人口※1 

交流人口※2 

観光交流客数 宿泊客数 
観光レクリエーション

客数 

静岡市 702,395 人 24,598,492 人 1,816,020 人 22,752,472 人 

※1 静岡県公式ホームページ「住民基本台帳月報（平成31年1月1日時点）」 

※2 平成29年度静岡県観光交流の動向 

 

  ②観光資源 

「三保の松原」等の自然景観の他、「久能山東照宮」等の文化的な観光資源等、多様な観光資源を有し

ている。全体的に自然や社寺仏閣等の景観に対する評価が高い。 
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図表１７ 静岡市内の主要観光地への評価（TripAdvisorより） 

ランキ
ング※ 

観光地名称 
評価 
0～5
点 

口コ
ミ数 

口コミ内容の例 
（日本人） 

口コミ内容の例 
（外国人） 

1 
静岡市立 

日本平動物園 
4.5 212 

・間近で動物たちを見られる工
夫が随所にあって楽しい 

・幼児向けの簡易的な遊園地や、
長い滑り台があり、子供が楽
しく過ごすことができる 

・動物の展示方法に工夫がさ
れており、動物との距離感
も近い。入園料が安い 

2 
久能山 

東照宮 
4.0 506 

・1,200 段の石段は、運動不足
気味の体には応える。頂上の
社殿は鮮やかな朱色、極彩色
に修復され見事だった 

・階段がとても多いが登ると
とても素敵な建築を見る
ことができる。早い時間が
空いていてオススメ 

3 薩埵峠 4.5 166 

・富士山を主役に、青空と駿河
湾の大自然、国道1 号線と東
名高速道路の人工物が織りな
す独特の風景は、絶景である 

・富士山が美しく見られる素
敵な場所。道はかなり急で
狭いため、運転は注意が必
要である 

4 
静岡浅間 

神社 
4.0 155 

・立派な社殿だけ観るのも良い
が、全部にお参りするのも良
い 

・とても静かで、建物が素晴
らしい。訪れることをお勧
めする 

5 
三保海岸 

（三保の松原） 
4.0 609 

・海と松と大きな富士山という
日本らしい景色を見られる場
所。とても絵になる 

・多くの松に囲まれ、目の前
には富士山、伊豆半島、御
前崎半島を見ることがで
きる。良い写真撮影スポッ
トである 

※ランキングは「評価」、「投稿時期」、「件数」、「口コミの一定期間にわたる一貫性」に基づいている 

 

 ３）観光振興の方向性 

「第3 次静岡市総合計画」（2015 年～2022 年）によれば、「受入態勢づくり」、「地域資源の活用」、

「まちなかの賑わい創出」、「国内外からの誘客の促進」の 4 つの柱を軸として、活動を進めるとある。

また、政策の目標として 2022 年までに観光関連施設への入場者や市内主要イベントへの参加者数

995 万人、2021 年までに市内宿泊者数210 万人の達成を掲げている。 

 

 ４）インフラの現状 

  ①鉄道 

南部の中心市街地を東海道本線、東海道新幹線、静岡鉄道が東西に走っている。また、葵区を大井川

鐵道井川線が走っている。 

 

  ②道路 

市内南部を東西に東名高速道路、新東名高速道路、国道 1 号線が走っている。また、新清水 JCT か

ら山梨、長野方面に中部横断自動車道が走っている。国道1 号線沿いに道の駅宇津ノ谷がある。 

 

  ③港 

清水区に清水港があり、伊豆半島の土肥との間を結ぶ定期船が運行している他、国内外からのクルー

ズ船の寄港地になっている。 
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 ５）サイクルツーリズムに関連する主な取組（高速道路との連携） 

新東名高速道路のサービスエリア「NEOPASA 静岡（上り）」の一般道側に「自転車の駅」が整備さ

れており、高速道路利用者の自転車利用との連携が図られている。 

 

図表１８ NEOPASA 静岡（上り）一般道側に整備されている「自転車の駅」の概要 

受付時間 24 時間 

駐輪台数 約20 台（サイクルスタンド・サイクルラック） 

利用方法 ①自家用車を｢自転車の駅｣の専用駐車ますに駐車する。 

②コンシェルジュカウンターで、氏名と車両番号を記入して、｢駐車利用証｣を

受け取り、駐車車両の見やすい場所に提示する。 

③利用後は、｢駐車利用証｣をカウンターに返却する。 

・利用時間：最大12 時間 

・貸出物品：自転車用の空気入れや簡易な工具 

位置図・案内図 
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（２）島田市 

 １）島田市の概要（しずおか中部連携中枢都市圏ビジョンより） 

島田市は、南アルプスを源とする大井川の中流域に位置しており、北部の山々をはじめ四季に応じて

彩られる豊かな自然に囲まれた都市である。旧東海道の宿場町として発展した歴史と文化を今に伝え、

文金高島田に代表される島田髷の発祥地としても広く知られている。 

平成の大合併を経て一つとなった島田、金谷、川根の３地域では、それぞれその名を冠する県内でも

優良な茶を生産しており、地域の人々はお茶を通じた「おもてなしの心」を大切に育んでいる。 

これまで育まれてきた風土や歴史・文化を次世代につなぎ、子ども達の健やかな成長のため安全・安

心を実感できる都市づくりを進めるとともに、富士山静岡空港や新東名高速道路といった交通結節点と

しての地の利と、蓬莱橋や川根温泉、SL 等の地域資源を活用し、新たな価値を創造していく。 

 

 ２）入込客数・観光資源 

  ①入込客数 

 

図表１９ 島田市の定住人口および交流人口 

市町村 定住人口※1 

交流人口※2 

観光交流客数 宿泊客数 
観光レクリエーション

客数 

島田市 98,757 人 2,024,028 人 170,899 人 1,853,129 人 

※1 静岡県公式ホームページ「住民基本台帳月報（平成31年1月1日時点）」 

※2 平成29年度静岡県観光交流の動向 

 

  ②観光資源 

地域を代表する観光資源である「SL（大井川鐵道）」や SL を見ることができる沿線地域の観光資源

への評価が高い。 
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図表２０ 島田市内の主要観光地への評価（TripAdvisorより） 

ランキ
ング※ 

観光地名称 
評価 
0～5
点 

口コ
ミ数 

口コミ内容の例 
（日本人） 

口コミ内容の例 
（外国人） 

1 
大井川鐵道

株式会社 
4.5 201 

・昔の電車を見たり乗ったりで
き、体験型博物館といえる 

・SL は汽笛の音に感動した。乗
車した乗り心地等、全てが新鮮
だった 

・きれいでサービスがとても
素晴らしい 

・蒸気機関車に乗り、景色を
楽しんだ。とてもオススメ 

2 蓬莱橋 4.0 151 

・向こう岸まで一直線の木製の
橋。タイムスリップしたよう
な風景である 

・世界で一番長い木造の橋。
メンテナンス費用として
通る時には100円を支払
う 

3 
道の駅 

川根温泉 
4.0 50 

・温泉やレストランがある。SL
を間近でみることができる 

・地元の食材等が売られてい
るお店が3～4 店舗ある。
お茶の種類が豊富 

4 家山駅 4.0 28 
・SL に乗るために立ち寄った。

昔の佇まいを残していて、とて
も良い雰囲気である 

・SL に乗った際にこの駅で
数分停まった。もっと長時
間滞在したかった 

5 

ふじのくに

茶の都 

ミュージアム 

4.0 41 

・世界のお茶から静岡のお茶ま
で幅広いお茶がある。お茶の
文化、歴史を学ぶことができ
る 

・お茶の栽培方法や加工方法
等の説明が英語で書かれ
ている 

※ランキングは「評価」、「投稿時期」、「件数」、「口コミの一定期間にわたる一貫性」に基づいている 

 

 ３）観光振興の方向性 

「第2 次島田市総合計画」（2018 年～2025 年）によれば、新東名高速道路島田金谷インターチェ

ンジ周辺及び旧金谷中学校跡地周辺を賑わい創出エリアとして位置付けている。個別の施策については、

「歴史に触れる機会の創出」、「文化活動支援」等、地域住民に目を向けたものが中心となっている。 

 

 ４）インフラの現状 

  ①鉄道 

市内南部を東海道本線、東海道新幹線が走っている。また、大井川に沿って大井川鐵道本線が南北に

走っている。 

 

  ②道路 

市内南部を東西に東名高速道路、新東名高速道路、国道1 号線が走っている。また、市内のほぼ中央

を大井川にそって国道473 号が南北に走っている。 
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 ５）サイクルツーリズムに関連する主な取組（サイクルトレイン） 

大井川鐵道では、手軽に簡単に列車内へ自転車を持ち込める、特別臨時列車「サイクルトレイン おお

いがわ」（新金谷～千頭間）を平成31 年2 月23 日（土）に運行した。 

通常は、自転車を分割して、輪行バッグに入れたうえで列車内に持ち込まなくてはならないが、その

まま改札口を通過し、車内に持ち込める。 

 

 

 

 

 

図表２１ 「サイクルトレイン おおいがわ」の様子（大井川鐵道ホームページより） 

 

  



 

20 

（３）焼津市 

 １）焼津市の概要（しずおか中部連携中枢都市圏ビジョンより） 

焼津市は、東に富士山を望む駿河湾に面して約15.5km の海岸線を有し、北は501m の高草山等の

丘陵部を境に静岡市に隣接し、南には一級河川大井川が流れる等豊かな自然に恵まれた都市である。 

また、全国有数の水揚げを誇る特定第三種漁港の焼津漁港を有し、遠洋漁業の基地として主にカツオ・

マグロの水揚げや沿岸のアジ・サバ等が水揚げされ、水揚げ量及び水揚げ金額の総合力で全国１位を堅

持している。 

さらに、市内には市営港湾の大井川港をはじめ、東名高速道路の焼津インターチェンジと大井川・焼

津・藤枝スマートインターチェンジを有し、近傍の富士山静岡空港等と陸海空の交通アクセスにも優れ、

地域資源の豊富な地域である。 

 

 ２）入込客数・観光資源 

  ①入込客数 

 

図表２２ 焼津市の定住人口および交流人口 

市町村 定住人口※1 

交流人口※2 

観光交流客数 宿泊客数 
観光レクリエーション

客数 

焼津市 139,876 人 4,008,053 人 441,405 人 3,566,648 人 

※1 静岡県公式ホームページ「住民基本台帳月報（平成31年1月1日時点）」 

※2 平成29年度静岡県観光交流の動向 

 

  ②観光資源 

「焼津漁港」や「ディスカバリーパーク焼津」、「大崩海岸」等、海岸沿いの観光資源への人気が高い。

他地域に比べ、外国人からの口コミが少ない。 
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図表２３ 焼津市内の主要観光地への評価（TripAdvisorより） 

ランキ
ング※ 

観光地名称 
評価 
0～5
点 

口コ
ミ数 

口コミ内容の例 
（日本人） 

口コミ内容の例 
（外国人） 

1 焼津漁港 3.5 35 

・冷凍された鰹が、勢い良く水

揚げされる様子を子供が、興

奮しながら見学していた 

・景色を楽しみながら歩くの

に素敵なエリアである 

2 
航空自衛隊 

静浜基地 
4.0 19 

・自衛隊機の発着を見ることが

できる。年に一度の航空祭は

種類な飛行機が集まる 

－ 

3 
ディスカバリー 

パーク焼津 
3.5 36 

・子どもに人気があるようで、

プラネタリウムや子ども向け

の科学教室は人気がある 

－ 

4 大崩海岸 3.5 39 

・日本語の漢字で書かれる通り、

昔から大きく崩れる海岸線が

続く非常に景色の良いビュー

スポットである 

・富士山を遠くに眺めながら

海沿いをドライブ。晴れた

日の海はとてもきれいだ

った 

5 大覺寺全珠院 4.0 16 

・日本一大きな千手観音大仏が

ある曹洞宗のお寺。千手観音

の大仏を間近に見ると、とて

も見応えがある 

－ 

※ランキングは「評価」、「投稿時期」、「件数」、「口コミの一定期間にわたる一貫性」に基づいている 

 

 ３）観光振興の方向性 

「焼津市観光ビジョン」（2017 年～2021 年）によれば、「海と自然を活かした観光まちづくり」

を基本方針に「着地型観光の強化」、「多様な主体をつなぐネットワークの構築」、「インバウンド観光の

推進」等の基本戦略が挙げられている。 

 

 ４）インフラの現状 

  ①鉄道 

市内北部を東海道本線、東海道新幹線が走っている。市内にある駅は、「焼津駅」、「西焼津駅」の 2

駅のみである。 

 

  ②道路 

市内を東西に東名高速道路、国道150 号線が走っている。 
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 ５）サイクルツーリズムに関連する主な取組（自転車レース：Fish Man Race in 焼津大井川港） 

海の活気が凝縮された漁港を完全封鎖し、漁港と公道を走るコース。 

フラットなコースのため、レース初心者でも走りやすいコース設定がなされている。イベント後には

焼津漁港で獲れる魚介を食べるグルメブースも用意されている。 

 

 

 

 

図表２４ 「Fish Man Race in 焼津大井川港」の様子（「Fish Man Race in 焼津大井川港」ホームページより） 
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（４）藤枝市 

 １）藤枝市の概要（しずおか中部連携中枢都市圏ビジョンより） 

藤枝市は、東海道の宿場町として、岡部宿と藤枝宿の二つの宿場を持ち、交通の要衝として栄えてき

た。また、大旅籠柏屋や田中城下屋敷等の史跡、藤枝大祭りや朝比奈大龍勢の伝統行事、お茶の生産地

として培われた茶文化、大正時代から続くサッカー等、豊かな歴史と文化を有する都市である。 

「元気共奏・飛躍ふじえだ」をまちづくりの基本理念に、「健康」「教育」「環境」「危機管理」の「４

K 施策」を重点的に進めるとともに、人を呼び込む拠点づくりとして中心市街地への都市機能の集積、

拠点相互をつなぐ交通・交流ネットワーク、またネットワークを彩る花回廊等により、“新しい都市構造

「コンパクト＋ネットワーク」”を構築し、快適で活力あるまちづくりに取り組んでいる。 

また、新東名高速道路藤枝岡部インターチェンジ、東名高速道路大井川焼津藤枝スマートインターチ

ェンジの設置、富士山静岡空港と JR 藤枝駅を結ぶアクセスバスの運行等の交通インフラを活かした産

業の発展や交流人口拡大を目指す取組を進めている。 

 

 ２）入込客数・観光資源 

  ①入込客数 

 

図表２５ 藤枝市の定住人口および交流人口 

市町村 定住人口※1 

交流人口※2 

観光交流客数 宿泊客数 
観光レクリエーション

客数 

藤枝市 145,550 人 2,474,092 人 237,868 人 2,236,224 人 

※1 静岡県公式ホームページ「住民基本台帳月報（平成31年1月1日時点）」 

※2 平成29年度静岡県観光交流の動向 

 

  ②観光資源 

「蓮華寺池公園」ならびに隣接する「藤枝市郷土博物館」への口コミが多い。 
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図表２６ 藤枝市内の主要観光地への評価（TripAdvisorより） 

ランキ
ング※ 

観光地名称 
評価 
0～5
点 

口コ
ミ数 

口コミ内容の例 
（日本人） 

口コミ内容の例 
（外国人） 

1 
蓮華寺池 

公園 
4.0 76 

・池の周りに遊歩道が整備され

ている。滑り台が2 つあり、

子どもたちが楽しんでいた 

・季節の花や植物を楽しむこ

とができる。ボートの乗船

等、家族で楽しめる 

2 
藤枝市郷土 

博物館 
4.0 21 

・常設展だけでなく、企画展に

も力を入れていて、充実した

内容の博物館である 

・歴史に興味がある人にとっ

てはとても面白い博物館

である 

3 
岡部宿 

大旅籠柏屋 
4.0 12 

・江戸時代後期の雰囲気をリア

ルに味わうことができる。 

等身大のひな人形は圧巻だっ

た 

・170 年前に建てられた宿

泊施設。実際に使われてい

たものが展示されていて

素晴らしい 

4 
藤枝花火 

大会 
4.0 9 

・周囲が囲まれた場所で打ち上

るため、反響音が素晴らしい 

・人も多くなく、日本の夏の

美しさを楽しむことがで

きる 

5 
藤枝市立 

図書館 
4.0 17 

・駅から近く、大人も子供もゆ

っくり過ごすことができる 

・駅から近くとても便利。本

の種類はそれほど多くは

ないが十分である 

※ランキングは「評価」、「投稿時期」、「件数」、「口コミの一定期間にわたる一貫性」に基づいている 

 

 ３）観光振興の方向性 

「藤枝市観光交流基本計画」（2016 年～2020 年）によれば、観光を活用した街づくり、地域づく

りを推進するとある。具体的な目標として、2020 年までに観光交流客数252 万人、宿泊客数17 万

6 千人、外国人観光客数26,850 人の達成を掲げている。 

 

 ４）インフラの現状 

  ①鉄道 

市内南部を東海道本線、東海道新幹線が走っている。市内にある駅は、「藤枝駅」のみである。 

 

  ②道路 

市内を東西に新東名高速道路、国道1 号線が走っている。国道1 号線沿いに道の駅宇津ノ谷がある。 

  



 

25 

 ５）サイクルツーリズムに関連する主な取組（シェアサイクル：街なかシェアサイクル） 

中心市街地を起点として、中心市街地内や蓮華寺池公園等、市内各拠点への移動利便性や回遊性の向

上を目的に、民間事業者が「街なかシェアサイクル」を始めた。現在、自転車28 台・ステーション

11 箇所と規模を拡大しながら、サービス展開している。 

 

 

  

 

図表２７ 「街なかシェアサイクル」の実施風景（「藤枝トリップ」（藤枝市役所 商業観光課）より） 
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（５）牧之原市 

 １）牧之原市の概要（しずおか中部連携中枢都市圏ビジョンより） 

牧之原市は、静岡県の中部地区の南に位置し、牧之原（牧ノ原）台地に広がる日本一の大茶園と美し

い駿河湾に抱かれた自然豊かな市である。 

東名高速道路・相良牧之原インターチェンジと御前崎港。さらには富士山静岡空港が高規格道路で連

結された「陸・海・空」の交通結節地となり、産業面を中心に活力あるまちづくりを進めている。 

また、日本有数の茶生産地で、茶処静岡県において一番の荒茶生産量となっている。静岡牧之原茶「望」

を中心に「お茶のまち牧之原市」のPR と消費拡大に取り組んでいる。 

平成 23 年 10 月 1 日に自治基本条例を施行し、「一人ひとりの思いが生かされるまち」を理念に掲

げ、対話による市民協働のまちづくりに取り組んでいる。 

 

 ２）入込客数・観光資源 

  ①入込客数 

 

図表２８ 牧之原市の定住人口および交流人口 

市町村 定住人口※1 

交流人口※2 

観光交流客数 宿泊客数 
観光レクリエーション

客数 

牧之原市 45,990 人 2,666,664 人 27,213 人 2,639,451 人 

※1 静岡県公式ホームページ「住民基本台帳月報（平成31年1月1日時点）」 

※2 平成29年度静岡県観光交流の動向 

 

  ②観光資源 

「静波海岸」、「相良海岸」といった海水浴が可能な観光資源や、「石雲院展望デッキ」、「牧之原サービ

スエリア」といった公共交通に隣接した観光施設への評価が高い。 
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図表２９ 牧之原市内の主要観光地への評価（TripAdvisorより） 

ランキ
ング※ 

観光地名称 
評価 
0～5
点 

口コ
ミ数 

口コミ内容の例 
（日本人） 

口コミ内容の例 
（外国人） 

1 

富士山静岡 

空港石雲院 

展望デッキ 

3.5 26 

・滑走路が近く、離発着する飛

行機を間近に見る事が出来る

が、本数が少ないのが残念 

－ 

2 静波海岸 3.5 33 

・7、8 月は海水浴場、その他

の期間はサーファーがいる。

日中はライフセーバーがい

て、ゴミ等もきれい 

・海水が浅く、砂が柔らかい

ため、サーフィンをするの

に良い 

3 石雲院 4.0 10 

・とても大きく由緒ある寺。空

港からのアクセスが良い 

・緑がたくさんある素敵なお

寺。お寺を通り過ぎると空

港の展望台に着く 

4 相良海岸 3.5 12 

・ライフセーバーがよく監視し

てくれていて安心できる。シ

ャワーが無料で使える 

・海岸沿いのハイキングが快

適。海岸にはシャワーとト

イレがある 

5 

牧之原 

サービス 

エリア 

上り線 

3.5 14 

・ドッグランが広く、他のサー

ビスエリアより犬が多い印

象。周りに茶畑があり、静岡

に来たと感じる 

－ 

※ランキングは「評価」、「投稿時期」、「件数」、「口コミの一定期間にわたる一貫性」に基づいている 

 

 ３）観光振興の方向性 

第 2 次牧之原市総合計画（2015 年～2022 年）によれば、海水浴場の整備やマリンレジャーの促

進等を進め、誘客数の拡大を図るとある。具体的な目標として平成 30 年度までに観光客数 288 万人

の達成を掲げている。 

 

 ４）インフラの現状 

  ①道路 

市内の中心を東西に東名高速道路が走っている。また、東西に国道 150 号線が、南北に 473 号線

が走っている。 

 

  ②空港 

島田市との市境に立地する富士山静岡空港では、国内線、国際線、それぞれ 7 路線が就航しており、

静岡県の空の玄関口を担っている。また、空港では2 種の展望デッキやフライトシュミレーターが設置

されており、気軽に飛行機に親しむことができる。 
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 ５）サイクルツーリズムに関連する主な取組（空港との連携） 

富士山静岡空港にはバイシクルピットが整備されており、空港より自転車で周遊するサイクリスト向

けのサイクリングマップが作成されている。 

マップ内のサイクリングルートを目的に合わせて「茶畑と富士山の絶景＋大井川の歴史を満喫ライド」、

「青く輝く駿河湾＋コーヒーブレイクでのんびりライド」、「海岸線＋牧之原大茶園を走り抜けるスポー

ツライド」の3 コース設定している。 

 

   

 

   

 

  

 

図表３０ ３つのサイクリングルート（「富士山静岡空港」ホームページより） 
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（６）吉田町 

 １）吉田町の概要（しずおか中部連携中枢都市圏ビジョンより） 

吉田町は、大井川河口の西岸に位置し、牧之原（牧ノ原）台地が北西側から中央部に突出しているほ

かは、町域の 90%以上が標高 20 メートル未満の平坦地である。大井川の豊かな伏流水や東名吉田イ

ンターチェンジの開設によって、企業が進出し、工業が盛んになった。 

沿岸部に位置する当町では、喫緊の課題である津波防災まちづくりに取り組んでおり、平成25 年度

に15 基の津波避難タワーの設置を完了し、現在、多目的広場及び海浜回廊の整備による新たな防潮堤

を構築する「シーガーデン」の整備に取り組んでいる。 

誰もが暮らしやすいまちの実現のため、「津波防災まちづくり」と併せて、「福祉、子育て、健康づく

り、教育」に配慮した取組を進めている。 

 

 ２）入込客数・観光資源 

  ①入込客数 

 

図表３１ 吉田町の定住人口および交流人口 

市町村 定住人口※1 

交流人口※2 

観光交流客数 宿泊客数 
観光レクリエーション

客数 

吉田町 29,684 人 296,616 人 21,349 人 275,267 人 

※1 静岡県公式ホームページ「住民基本台帳月報（平成31年1月1日時点）」 

※2 平成29年度静岡県観光交流の動向 

 

  ②観光資源 

「小山城」一帯の観光資源への口コミが多い。また、全体的に風景や植物等、自然景観に関するコメ

ントが多い。 
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図表３２ 吉田町内の主要観光地への評価（TripAdvisorより） 

ランキ
ング※ 

観光地名称 
評価 
0～5
点 

口コ
ミ数 

口コミ内容の例 
（日本人） 

口コミ内容の例 
（外国人） 

1 吉田公園 4.0 20 

・春はチューリップが咲いてい

るが、秋はあまり花が咲いて

いない。静かでのんびりする

ことができる 

・とても安全な公園で子ども

も安心。景色が良く、写真

撮影に良い 

2 小山城跡 3.5 26 

・天気が良いと富士山の絶景が

楽しめる。無料の駐車場が麓

の能満寺山公園にある 

・きれいに整備されていて、

周りを歩くだけでも素敵。

桜の季節がオススメ 

3 小山城 3.5 5 

・天守からの眺めが良く、海、

山どちらも見ることができる 

・敷地内にはピクニックする

場所があり、桜の時期はと

てもきれい 

4 能満寺 3.0 10 

・能満寺と言えば天然記念物の

大ソテツ。非常に立派である 

・小山城に訪れる際に立寄る

ことを勧める。すべて見る

のに10 分ぐらい 

5 吉田漁港 3.0 11 

・しらすの水揚げで有名な吉田

漁港。春から初冬にかけては

水揚げされる風景を見学する

ことができる 

・車で簡単にアクセスがで

き、大きくてきれいなビー

チがある 

※ランキングは「評価」、「投稿時期」、「件数」、「口コミの一定期間にわたる一貫性」に基づいている 

 

 ３）観光振興の方向性 

「第 5 次吉田町総合計画」（2016 年～2023 年）では、「観光資源の充実と活用」、「観光 PR の推

進」の 2 軸を政策の基本としている。具体的な目標として 2019 年度までに観光客数 50 万人の達成

を掲げている。 

 

 ４）インフラの現状 

  ①道路 

街の北部を東名高速道路が、中心部を国道150 号線がそれぞれ東西に走っている。 
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 ５）サイクルツーリズムに関連する主な取組 

太平洋自転車道（静岡御前崎自転車道）が国道 150 号と並行して町内を横断しており、サイクリン

グコースとして利用されている。 

 

 

図表３３ 吉田町におけるサイクリングコースの様子 

出典：静岡の地元情報が集まる口コミサイト「e しずおか」（しずおか自転車便り／村井裕）より 

 

  

通称吉田田んぼを見

ながら自転車道を北

東に進むと左手前方

の丘陵の頂上に小山

城が見える。 
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（７）川根本町 

 １）川根本町の概要（しずおか中部連携中枢都市圏ビジョンより） 

澄んだ空気、目に鮮やかな新緑、野鳥のさえずり、そして紅葉、手に届きそうな星の輝き。素朴で豊

かな自然に囲まれた川根本町。大井川上流部に位置し、町域の90%以上が森林の山あいの町である。 

四季折々の美しい景観の中に「美女づくりの湯」と呼ばれる寸又峡温泉、「若返りの湯」と呼ばれる接

岨峡温泉等が点在している。日本唯一のアプト式鉄道を有する南アルプスアプトライン、SL が毎日走

る大井川鐵道、徳山のしだれ桜、南赤石林道周辺のアカヤシオ・シロヤシオ等、観光資源に恵まれる一

方、大井川を挟むように茶園が広がる、銘茶「川根茶」のふるさとでもある。自然とともに生きる暮ら

し、長い歴史の中で守り受け継がれてきた住民の知恵や技を大切にし、お互い助け合い、支えあって暮

らしている。伝統を継承する祭り、自然に親しむイベントが盛りだくさん、そして地元の人たちの温か

さも魅力である。 

 

 ２）入込客数・観光資源 

  ①入込客数 

 

図表３４ 川根本町の定住人口および交流人口 

市町村 定住人口※1 

交流人口※2 

観光交流客数 宿泊客数 
観光レクリエーション

客数 

川根本町 6,863 人 2,024,028 人 37,890 人 310,098 人 

※1 静岡県公式ホームページ「住民基本台帳月報（平成31年1月1日時点）」 

※2 平成29年度静岡県観光交流の動向 

 

  ②観光資源 

吊り橋等のアクティブな観光資源から、道の駅といった休憩できる観光施設等、幅広い観光資源が大

井川沿いに点在しており、評価が高く口コミも多い。 
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図表３５ 川根本町の主要観光地への評価（TripAdvisorより） 

ランキ
ング※ 

観光地名称 
評価 
0～5
点 

口コ
ミ数 

口コミ内容の例 
（日本人） 

口コミ内容の例 
（外国人） 

1 夢の吊橋 4.5 189 

・繁忙期は橋を渡るだけですごい
待ち時間らしいが、閑散期は人
がいなくてゆっくり風景を楽
しめた 

・静岡駅から車で 2 時間、
さらに橋まで徒歩2kmあ
り疲れたが、行く価値があ
る 

2 寸又峡 4.0 106 

・ウォーキングが好きな人にオ
ススメ。近くの駐車場に車を
停めると良い 

・あまり人がいない午後の遅
い時間帯に行くことを勧
める。前日等の天気予報を
確認すると良い 

3 塩郷の吊橋 4.0 40 
・実際に渡ってみると220m あ

り、スリル満点。下から見る
吊り橋は圧巻である 

－ 

4 
道の駅 

音戯の郷 
3.5 29 

・音と戯れることをテーマにし
た体験ミュージアム。自分で
楽器をつくる体験もできる。
家族連れ向きである 

－ 

5 

道の駅 

フォーレ 

なかかわね 

茶茗舘 

3.5 19 

・300 円ほどで数種類から選ん
で川根茶を和室でいただけ
る。SL も遠くに見ることがで
きる 

・運が良ければ茶畑の真ん中
を通る蒸気機関車の眺め
を楽しむことができる 

※ランキングは「評価」、「投稿時期」、「件数」、「口コミの一定期間にわたる一貫性」に基づいている 

 

 ３）観光振興の方向性 

「川根本町観光振興計画」（2013 年～2022 年）では、観光業が地域の主要産業の1 つとして位置

付けられている。取組としては、観光資源や人材等の受入基盤の整備を推進しながら、観光のブランド

力を高めるとある。具体的な目標として 2022 年度までに観光客数 57.5 万人、宿泊客数 6.6 万人の

達成を掲げている。 

 

 ４）インフラの現状 

  ①鉄道 

大井川に沿って、大井川鐵道が南北に走っている。 

 

  ②道路 

国道362 号が南部地域を東西に走っている。大井川沿いに道の駅が3 つある（「道の駅 フォーレな

かかわね茶茗舘」、「道の駅 川根温泉」、「道の駅 奥大井音戯の郷」）。 
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 ５）サイクルツーリズムに関連する主な取組（レンタサイクル） 

千頭周辺の観光スポットをサイクリングで散策するため、川根本町まちづくり観光協会でレンタル自

転車サービスを行っている。 

 

 

図表３６ レンタル自転車サービス（「奥大井の旅なび」（川根本町まちづくり観光協会）より） 
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第３章 関係市町へのヒアリング調査 

３.１ 調査概要 

関係市町（静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町）に対して、サイクルツ

ーリズムに関する取組状況や意向等を把握するための意見照会を行った。 

また、「第2 章 現況整理」で把握している事項や、照会事項の確認及びフォローアップ並びに、今後

の取組意向についてヒアリングを行った。 

 

（１）意見照会概要 

関係市町を対象に実施した意見照会の概要を以下に示す。 

 

図表３７ 意見照会の概要 

調査期間 平成31 年2 月15 日（金）～平成31 年3 月12 日（火） 

対象 
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町の各市町において、

企画担当部署を窓口に、サイクルツーリズムまたは観光振興を担当する部門に照会 

手法 各市町へヒアリングシートを送付し、回答を依頼 

設問項目 

１．自転車施策の位置付け 

 ①総合計画、地方創生総合戦略、観光振興計画における自転車施策の位置付けの 

有無および内容 

 ②自転車関連計画の有無および内容 

 ③自転車活用推進法に基づく計画策定の予定 

２．自転車施策の推進体制 

 ①自転車関連庁内組織の有無 

 ②自転車関連官民組織の有無 

３．サイクルツーリズム関連の取組 

 ①イベントの開催実績 

 ②サイクリングロードマップの整備状況 

 ③自転車の駅（バイシクルピット）の設置状況 

 ④自転車関連看板等のデザイン指針の有無 

 ⑤サイクルラック設置施設の有無 

 ⑥シェアサイクル、レンタサイクルの実施状況 

４．サイクルツーリズムを推進するにあたっての意向、懸念事項 

 ①地域内でサイクルツーリズムへ活用したい観光資源・施設 

 ②地域内の課題、懸念事項 

 ③関係市町に共有したい情報 
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（２）ヒアリング概要 

関係市町を対象に実施したヒアリング調査の概要を以下に示す。 

 

図表３８ ヒアリング概要 

開催日時 

①平成31 年3 月12 日（火）10：30～12：00 

②平成31 年3 月12 日（火）13：30～15：00 

③平成31 年3 月12 日（火）16：00～17：00 

開催場所 

①静岡市役所 企画局企画課 

②島田市民総合施設プラザおおるり 1 階 第1 会議室 

③藤枝市役所 

出席者 

＜ヒアリング対象者＞ 

静岡市都市局 都市計画部 交通政策課 

静岡市建設局 道路部 道路保全課 

島田市 市長戦略部 戦略推進課 

島田市 産業観光部 観光課 

牧之原市 企画政策部 秘書政策課 

吉田町 企画課 

吉田町 産業課 

川根本町 観光商工課 

藤枝市 企画創生部 広域連携課 

藤枝市 産業振興部 商業観光局 商業観光課 

藤枝市 市民文化部 スポーツ・文化局 スポーツ振興課 

＜事務局＞ 

静岡市企画局 企画課 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

議事次第 

１．連絡窓口について 

２．自転車関連施策の担当部署 

３．自転車施策の位置付け 

４．サイクルツーリズム関連の取組 

５．サイクルツーリズムを推進するにあたっての意向、懸念事項等 

ヒアリングの様子 

 

 

  

島田市民総合施設プラザおおるりに

おけるヒアリングの様子 
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３.２ 関連市町への意見照会結果 

サイクルツーリズムを観光振興の1 つとして計画や政策に位置付けている自治体はなかった。しかし

ながら、一部の自治体においてはマップや自転車の駅等の走行空間の整備や継続的なイベントの開催に

取り組んでいることが明らかとなった。 

 

（１）自転車施策の位置付け 

静岡市では、自転車利用は健康に資するものであり、延いては「健康長寿のまち」に繋がるものとし

て位置付けられており、庁内連絡会議を設け、ハード・ソフトで部局横断的に取組を行っている。 

その他の市町では、総合計画、地方創生総合戦略、観光振興計画において自転車施策を位置付けてい

る市町はなかった。 

自転車利用に関する取組としては、静岡市で自転車利用計画が策定（平成26 年度）されており、「世

界水準の自転車都市“しずおか”」を実現するための目標を定め取組が進められている。また、自転車走

行空間ネットワーク整備計画については、平成30 年度に改定されている。 

また、藤枝市では、平成30 年度に自転車走行空間ネットワーク整備計画が定められている。今後の

予定として、平成31 年度以降に焼津市において、自転車道ネットワークの策定や、自転車活用推進法

に基づく計画の策定が予定されている。 

 

（２）自転車施策の推進体制 

行政内に自転車施策の推進組織を有するのは、静岡市のみである。 

一方で、官民連携組織としての島田市、川根本町が関与する官民協働の協議会である「大井川流域サ

イクルツーリズム協議会」（島田市観光協会が会長）が組織されている。 

 

（３）サイクルツーリズム関連の取組 

  サイクルツーリズム関連のイベントの開催実績のある市町は、静岡市、島田市、焼津市、牧之原市と

なっている。このうち、静岡市、島田市、牧之原市については、継続的にイベントを開催している。 

  サイクリングロードのマップを整備している市町は、静岡市、島田市、焼津市、牧之原市、川根本町

となっている。 

地域内に自転車のためのサービス施設の整備をしている市町は静岡市、牧之原市であり、静岡市では

「静岡市自転車サポーター制度」を設けて「自転車の駅」として、38 か所が整備されている。また、

牧之原市では4 か所が静岡県の定めるバイシクルピットとして整備されている。 

  自転車関連看板の統一的なデザイン指針を定めている市町はなかった。 

サイクルラックが設置されている箇所を把握している市町は、静岡市、島田市、牧之原市、川根本町

であった。 

  シェアサイクルの実施状況については、藤枝市が取組を実施しており、静岡市が導入を検討、島田市

が平成 31 年度から実施予定となっている。レンタサイクルの実施状況については、静岡市、島田市、

焼津市、藤枝市、川根本町で取組を実施している。 
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（４）サイクルツーリズムを推進するにあたっての意向、懸念事項 

  サイクルツーリズムを通して、地域の観光資源を活用することについて前向きな意向がある市町は、

島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町となっている。また、サイクルツーリズムへの懸念事項や

課題を抱いている市町は、島田市、焼津市、牧之原市、川根本町となっている。具体の課題として、自

転車が安全に走行するための道路整備や関連部署との連携が挙げられている。 
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図表３９ 各市町への意見照会結果① 

 

 

 

  

1．静岡市 2．島田市 3．焼津市 4．藤枝市 5．牧之原市 6．吉田町 7．川根本町 

0．自転車関連施策の担当部署 企画課／管財課／公営競技事務

所／生活安心安全課／観光・国際

交流課／スポーツ振興課／スポ

ーツ交流課／環境創造課／青少

年育成課／産業政策課／都市計

画課／清水駅周辺整備課／道路

保全課／児童生徒支援課 

観光課ニューツーリズム推進係 

生活安心課交通防犯係 

スポーツ課 

観光交流課 

道路課 

スポーツ振興課 

道路課 

都市政策課 

公共交通政策室 

中心市街地活性化推進課 

企画政策課 

－ 

企画課 企画調整部門 

産業課 商工観光水産部門 

生涯学習課 スポーツ振興部門 
観光商工課 

1-1 自転

車施策の

位置付け 

1．総合計画 ● × × × × × × 

具体的な内容 

「第３次静岡市総合計画」「健康

長寿のまち」（健康都市）の実現

に向けた基盤整備のひとつとし

て、自転車利用計画の推進が掲げ

られている。 

－ － － － － － 

2．地方創生総合戦略 × × × × × × × 

具体的な内容 － － － － － － － 

3．観光振興計画 × × × × × × × 

具体的な内容 － 
※次年度策定する観光戦略の中

に位置付けられる可能性がある 
－ － － － － 

1-2 自転車関連の計画 ● × × ● × × × 

名称やサイクルツーリズムに関する

事項についての内容 

名称：静岡市自転車利用計画 

健康増進や環境負荷の軽減等の

６つの目標を掲げ、ハード・ソフ

ト・マインドの３つの対応の柱に

基づく取組を推進する。 

－ － 
名称：藤枝市自転車空間ネットワ

ーク整備計画 
－ － － 

1-3 自転車活用推進法に基づく計画

策定予定 
● × ● △ × × × 

策定予定年と現在想定されている事

項 

策定予定年：2019 年度予定 

既存の「静岡市自転車利用計画」

を活かした形で計画を策定する

予定。 

－ 

策定予定年：平成31 年度以降 

平成31 年度に自転車ネットワ

ーク（ハード整備）を道路課によ

り策定予定、その後、自転車活用

推進法に基づく計画をスポーツ

課により策定予定である。 

－ － － － 

2-1 自転車関連庁内組織の有無 ● × × × × × × 

2-2 自転車関連官民組織の有無（旅

館業・ホテル業組合等） 
× ● × × × × ● 
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図表４０ 各市町への意見照会結果② 

 ヒアリング項目 1．静岡市 2．島田市 3．焼津市 4．藤枝市 5．牧之原市 6．吉田町 7．川根本町 

3-1 イベントの開催実績 

・サイクルフェスin 東静岡 

平成29 年11 月19 日（日） 

主催：静岡市 

・サイクルフェスin 東静岡・静

岡けいりん 

平成30 年11 月18 日（日） 

主催：静岡市 

・サイクリストモニターツアー 

平成26 年10 月、平成27

年12 月 

主催：中部地区観光協議会 

・フィッシュマンレース㏌焼津大

井川港 

平成30 年3 月4 日 

主催：一般社団法人ルーツ・ス

ポーツ・ジャパン 

× 

・牧之原グリンティーカップ 

実施時期：6 月 

主催：牧之原グリンティーカッ

プ実行委員会 

－ － 

3-2 サイクリングロードについての

マップの整備 
● ● ● × ● × ● 

3-3 市町内に

おける自転車の

駅（バイシクル

ピット）の設置 

①現状の設置状況

（箇所数や場所） 

平成31 年２月末時点で38 箇

所の自転車の駅が稼働中。 

道路休憩施設やカフェ等の飲食

店を中心に設置 

× × × 

4 箇所（さがら子生れ温泉会館、

トマトップ、だあ工房 WILD 

CLOVER、高柳製茶 

× － 

②バイシクルピッ

ト設置基準の有無 
● × × － × × × 

3-4 自転車関

連看板等 

統一されたデザイ

ンや指針等の有無 
× × × × × × × 

3-5 サイクル

ラックが設置さ

れている施設等 

設置施設等の把握

の有無 
● ● × × ● × ● 

3-６ シェア

サイクル及びレ

ンタサイクルの

実施の有無等 

シェアサイクル × × × ● × × × 

実施状況 導入に向けて調整中 
平成31 年度から導入予定（商

工課所管事業） 
－ 

※第三セクターの㈱まちづくり

藤枝が実施主体 
－ － － 

レンタサイクル ● ● ● ● × × ● 

実施状況 するが企画観光局との共同実施 
観光協会が駅前等で実施、保有

10 台、500 円/日 

観光協会で実施しております。市

内8 箇所の受付ステーションが

あり9 時から17 時までの営業

で1 日500 円、電動自転車は

600 円（観光協会のみ） 

貸出場所３箇所（台数計７台）、 

利用料金1,000 円       

貸出時間９時～17 時 

※第三セクターの㈱まちづくり 

藤枝が実施主体） 

－ － 

町内観光協会が運営、大人用電動

アシスト付き自転車5 台。 

秋季観光シーズンのみ実績あり 

4．サイクルツ

ーリズムを推進

するにあたって

の意向、懸念事

項等 

4-1 市町内でサ

イクルツーリズム

への活用を想定し

たい観光資源・観光

施設 

－ 

・大井川鐵道 

・賑わい交流拠点 

・旧金谷中学校跡地 

・蓬莱橋、川越遺跡 

・川根温泉、川根温泉ホテル 

・焼津新港、深層水ミュージアム、

親水公園ふぃしゅ～な、小川

港、小川港魚河岸食堂 

・焼津さかなセンター 

・花沢の里 

・ディスカバリーパーク焼津 

・蓮華寺池公園 

・玉露の里 

・大旅籠柏屋 

・東海道藤枝宿・岡部宿 

牧之原大茶園から海へ向かう道

は高低差がありサイクルコース

となっているが、特に活用できて

いない 

・展望台小山城 

・吉田漁港 

・県営吉田公園 

・吉田たんぼ 

・北オアシスパーク 

－ 

4-2 サイクルツ

ーリズムの推進に

あたり市町内での

課題や懸念事項 

－ 自転車専用道等、道路環境の整備 
幅広い道路整備等、安全性のため

のハード面での課題 
－ 

企画・スポーツ・健康・建設関連

部署との連携 
－ 安全を担保するための道路整備 

4-3 サイクルツ

ーリズムの推進に

あたり関係市町に

共有したい情報 － 

平成31 年度の大井川流域ニュ

ーツーリズム推進事業（静岡市、

島田市、川根本町）の中で、大井

川流域サイクルツーリズム協議

会による事業を計画している。５

市２町事業と連動して進めてい

く考えである。 

５市２町での進行の方向性を共

有していきたい 
－ － － － 
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３.３ ヒアリングによるフォローアップ 

ヒアリングによるフォローアップの結果を「（１）自転車施策の位置付け」、「（２）サイクルツーリズム

関連の取組」、「（３）サイクルツーリズムを推進するにあたっての意向、懸念事項」の観点から以下の通り

整理する。 

 

図表４１ 各市町へのヒアリング結果 

市町 （１）自転車施策の位置付け 
（２）サイクルツーリズム 

関連の取組 

（３）サイクルツーリズムを 
推進するにあたっての 

意向、懸念事項 
静岡市 ・県内関係者と協議の場を設

け、オリパラに向けて整備
を推進している 

・県の取組が各市町村に共有
されておらず、他市町との
連携が取りづらい 

・2 年前からサイクルフェス
を開催している 

・今後はサポーター制度を広
める等サイクリストの受
入環境を整えたい 

・太平洋岸自転車道の整備が
行われている 

・ハード整備の費用捻出が課
題である 

・自転車の駅からは、近年立
寄客が増えていると聞い
ており、推進に前向きな声
を頂いている 

島田市 ・サイクルマップの作成・配
布等、受入環境の向上を図
っている 

・過去にモニターツアーを開
催したが、今後の開催予定
はない 

・今後シェアサイクルを導入
予定であるが、予算確保が
できていない 

・「大井川流域サイクルツー
リズム協議会」で、「RIDE 
Oigawa」のパンフレット
を製作 

・ニーズを捉え、サイクルコ
ースを増やしていきたい。 

・「大井川流域サイクルツー
リズム協議会」を基調とし
た取組を継続する 

藤枝市 ・様々な課にまたがって担当
されている 

・サイクルツーリズムについ
ては担当が明確ではない 

・藤枝市、焼津市、島田市、
川根本町の３市１町でサ
イクルマップの検討を行
ったが、予算確保できてい
ない 

・民間も絡めてサイクルピッ
トを増やしたいという意
向はあるがどこから取り
組むべきか悩ましい 

牧之原市 ・自転車施策はなく、予算も
ない 

・イベントは開催している
が、盛り上がりに欠けてい
る 

－ 

吉田町 ・自転車施策はない。次年度
事業の計画もない 

・ラックの設置を検討してい
る 

－ 

川根本町 － ・レンタサイクルを実施して
いる 

・「大井川流域サイクルツー
リズム協議会」で、「RIDE 
Oigawa」のパンフレット
を製作 

・「大井川流域サイクルツー
リズム協議会」を基調とし
た取組を継続する 

※焼津市は当日欠席 
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３.４ 試走会アンケート調査 

サイクルツーリズムの試走会においてアンケート調査を実施し、サイクリストからの意見を聴取した。 

 

（１）実施概要 

試走会参加者に対してアンケート調査を行った。 
 

図表４２ 試走会でのアンケート調査の概要 

調査期間 平成31 年2 月16 日（土） 

対象 試走会への参加者 

手法 試走会参加者へアンケートを配布し、その場で回答 

設問項目 

１．試走会の満足度およびその理由  

 ①試走内容（ルート設定等）について 

 ②走行空間 

 ③地域の魅力や観光資源 

２．試走会に関する自由意見 
 

図表４３ 試走コースの概要 

テーマ 東海道サイクリング-自転車で街道を楽しむ 

コースの狙い 
自転車で東海道の歴史・景観スポットを試走し、サイクリングによる「街道観光」の

魅力づくりを探る 

コースの内容 

①駿府匠宿【スタート地点】 ⇒ ②旧東海道 ⇒ ③宇津ノ谷集落 ⇒ 

④明治のトンネル ⇒ ⑤岡部宿大旅籠柏屋 ⇒ ⑥焼津駅 ⇒ 

⑦旧国道150 号（大崩海岸） ⇒ ⑧用宗漁港 ⇒ ⑨広野海岸公園 ⇒ 

⑩久能海岸通り ⇒ ⑪久能山東照宮 ⇒ ⑫石垣いちご ⇒ 

⑬久能海岸通り ⇒  ⑭三保松原 ⇒ ⑮日本平夢テラス【ゴール地点】 

 

 

図表４４ 試走コースのルート  
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（２）実施結果 

 １）試走コース全体の満足度 

n=5 

 

＜理由＞ 

良い ・今回のように、ただ走り抜けるツーリング系であれば約半日で周ることが出来るが、多少店

舗等に寄っていただくポタリング系であると、もう少し時間が必要。推奨コースとするなら

今回よりも所要時間を長くした方がよい 

・道路幅員や信号機の設置状況を見て、最大5 人までのパックが理想。それ以上の集団走行は

道路を共用している車両、歩行者、自転車がお互いに危険に感じると思われる。 

※今回は実際に事故が起きてしまった。原因は電動アシスト車やハンドルの形状が異なるタ

イムトライアルバイク、小径車等走り出し、止まり具合い等挙動が異なる車種が混走して

いたためだと考えられる 

普通 ・今まで走ったことがないコースを走ることができ、身近に魅力的なサイクリングコースがあ

ることを知ることができた 

・静岡—焼津・藤枝間のアップダウンは辛くないレベルで適当。静岡市内はひたすら平坦 

・コース距離としては丁度良かったが、最後に日本平への上りがあるのは辛かった。上りの途

中で足がつってしまった 

・休憩回数は前半は多過ぎたように思うが、逆に後半はもっと欲しかったように思った（後半

部分については休憩に適した場所の確保が問題にも思った。） 

・距離、走行時間については気楽に走れる気持ちのいいライドだった。しかし、大人数だった

ため脚力差等から危ないこともたびたびあった。大人数でのライドはグループをいくつかに

分けるのが理想とされているが、今回はそれがなかったため信号に切られてしまうことが多

発し、落車も起きてしまった。もし、市のほうで日本平ウォークのような一般市民参加型の

ツアー等が今後企画されるのであれば、４，５人ずつぐらいのグループにするべきだと感じ

た 

・最後の日本平はきついかもしれないが、抜きにすれば初心者でも走りやすいコース設計だと

思う 

・何を走る目的とするかや、その人の体力等で評価は変わる。観光目的なら今回のコースは良

いように見えるが、そうだとすると、「ややきつい」コース。トレーニング目的だと、やや

単調 

・海、山、歴史をのんびり楽しむにはよいと思う 

とても良い

0%

良い

20%

普通

80%

良くない

0%

全く良くない

0%
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 ２）コース内の設備・環境の満足度 

n=5 

 

＜理由＞ 

普通 ・自転車レーンがある場所や、路肩が広い場所は走りやすいが、どうしても路肩が荒れてし

まっている場所があり、自転車で走るには危険だった。また、海沿いの太平洋沿岸自転車

道は車の通行もなく広いので、とてもいいと思っていたが、砂が多く自転車の足を何度も

取られそうになった。タイヤが細く不安定なロードバイクで走るには危険であり、せっか

くの自転車道だが仲間内でも敬遠してしまっている。よく沼津へツーリングするが、向こ

うのほうが自転車に対する支援が多いように感じる。（ラックや空気入れ等のあるサイク

ルピット）県外からくる人のためにも、電車に自転車を持ち込めるようになる輪行袋や鍵

の貸出や、駅でサイクリングマップの掲示等があればよいと思う 

良く 

ない 
・道路幅員が狭くて危険（国道150 号…大崩、中島～根古屋） 

・大谷～駒越は単調な直線のためツーリングとしては飽きるので、休憩ポイント（トイレ）

の設置等、仕掛けが必要 

・太平洋岸自転車道が寸断されている箇所が多い。海沿いは浜砂が多くて走りにくい（砂防

林がある付近は砂の堆積が軽減されていた） 

・日本平の自転車走行は道路幅員、斜度を考えるとパークウェイより旧道が望ましい 

・三保、日本平の頂上付近とアイスタ付近をはじめ、設置な可能な場所への自転車ラックが

欲しい（沼津のように地元が自転車乗りの来訪を歓迎していると感じてもらえる） 

・府中宿→大崩海岸の入口までは走り易く、景色も適度に楽しむことができた 

・事前に予想していた通り、大崩海岸は幅員が狭く、上り坂で速度が落ちた自転車を自動車

がなかなか抜くことができずにイライラしていたように感じた（クラクションを鳴らされ

たこともあった。）。また、景色を楽しむためのスポットがないように感じた（止まれる場

所がない。） 

・中島に整備された自転車道は走りやすくて気持ちが良かった 

・150 号と並行する三保まで続く太平洋自転車道は、砂が多くて走りにくく、また、距離

が長く景色が単調なので飽きてしまった。150 号と並行する部分は、150 号の方が整

備の状況も良いため現状では走りたいと思えなかった。（スポーツ自転車に乗る人は、故

障のリスクからディレイラー（変速機構）に砂が入ることを嫌う。）また、この区間で自

とても良い

0% 良い

0%

普通

20%

良くない

80%

全く良くない

0%
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転車乗りが休憩できるポイントが欲しいと思った（現状コンビニ程度？） 

・三保松原の駐輪場にこの企画に合わせてサイクルラックが置かれていたが、場所が確保で

きるのであれば、常設した方が良いように思った 

・ロードバイクはラックがない場合、フェンスや壁に立てかけることになるが、宇津ノ谷峠

の道の駅はベンチが近くて気が引けた。置き場が欲しかった 

・今回はルートガイドがいたから良かったが、案内がなければ太平洋自転車道のルートを見

失っていたと思う。看板や誘導サイン等がもっと目に付く場所にあれば良いと思った 

・日本平山頂にスポーツ自転車が多いが止める場所がなかった。サイクルラックを設置して

みてはどうか 

・大崩れ海岸で集団走行するのは危ない、車にクラクションを鳴らされた。個人的には、好

きなところではあるが…。トレーニング目的の人はあまり休憩しないので、道の駅で充分 

・資源としてサイクリングを活用するなら、少なくとも人が集まる場所にバイクラックは必

要と思う 

・このコースを初めてサイクルする人ならば、休憩やトイレ等がどこにあるかわからないと

思う。このような情報提供は必要と思う 

・ロードバイクについては、道路のわずかなひび割れや凹凸が振動として乗り手に伝わり大

きなストレスになる。ひび割等が多い道路はサイクリストは敬遠する。一般の公道はやむ

を得ないとしても、太平洋岸自転車道はこのような路面のケアは必要と感じる。特に大浜

～三保間の自転車道はこの傾向が強く、資源としてもったいないと感じた    
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 ３）「地域の魅力や観光資源」に対する満足度 

n=5 

 

＜理由＞ 

とても 

良い 
・実際に自転車で走行するには賛否両論あると思うが、写真等で風景や食を紹介する分には魅

力的に感じてもらえる（騙せる）のではないか 

・自転車乗りへの優待や割引等の特典があると、呼び水になる 

良い ・丸子宿→宇津ノ谷峠の集落→明治のトンネル→岡部宿までのルートが走り易く景色や雰囲気

が良く楽しかった 

・今回は休憩ポイントとして利用しなかったが、用宗漁港も休憩ポイントとして有力であるよ

うに思った（海・丼・ジェラート・温泉等）。サイクルラックを設置して自転車歓迎のサイ

ンを出せば利用は増えるかもしれない 

・静岡には人がたくさん訪れる魅力的なものがいっぱいあるので、自転車歓迎のムードを作り

出したい。自転車乗りは駐輪のしやすさ、広さ、飲食店への入りやすさ、他にサイクリスト

が大勢いるかをよく見ていると思う 

・海沿いもよいが、山岳部も良い。自転車には登りが好き、という人がおり（私もその一人だ

が）、延々と続く登りや急坂を好む人もいるので、山岳部の梅ヶ島や362 号方面、井川方面

を持つ当市は、魅力的ともいえる 

良く 

ない 
・資源はあるものの、これをアピールしリピーターを作るだけのハード・ソフト面の整備はな

されていないと感じる    

とても良い

20%

良い

60%

普通

0%

良くない

20%

全く良くない

0%
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 ４）その他、要望・意見等 

・2020 年の東京オリンピックで沸く県内東部地域の盛り上がりは一過性のもので期待しているほど経

済効果もない。本地域（地域内の５市２町）においては、好きな時にいつでも恒常的にツーリングや

ポタリングが楽しめる施策に力点を置いた方が得策と考える 

・フェリーの利活用や他市町との連携でグローバルなコースの設定が可能となる 

・しまなみ海道や、伊豆には景観では絶対敵わないので、それに負けないストーリー性が必要。例えば

「東海道」をキーワードに古い街並みを巡るとか 

・地域内（地域内の５市２町）に多くある山間地を活かし、NHK の「チャリダー」とタイアップして

「坂バカ」たちが集まる推奨コースを設定し、全国から挑戦者が集まる聖地化する 

・今回年配の方たちが使用していたeBIKE の利活用は、今後、自転車関連施策・振興策の大きな目玉と

なる。（自転車に関心のない人や女性等への裾野の広がり、体力や体形的に諦めていた高齢者や運動不

足の肥満体形の方への救いの手） 

・県内他自治体の自転車施策の連携が必要。もとより、静岡市役所内の部局を越えた連携も重要 

・コースを走るだけだと、コンビニ以外の食になかなか辿り着けない。何かしらの誘導があれば、消費

の喚起に繋がるのではないか 

・沼津港周辺は自転車のほうが楽に回れることもあり、サイクリス

トがたくさんいる。写真以外の場所にも自転車を止めるところが

あって飲食店との距離も近く入りやすい。（自転車を見ながら食

べられると盗難等の被害にも安心できる） 

・遠方から訪れ、観光地を自転車で回りたいという人に便利なのが

輪行袋。電車に持ち込む際にはこれに入れなければいけない決ま

りがあるが、荷物が増えてしまうので身軽さを考える人にとって

は貸出があると嬉しいのでは 

・サイクルラックについては、よくあるラックの形以外にも富士山

の形をしていたりと面白く話題になるような駐輪設備が朝霧に

あった。 

・今回のサイクルツアーでのみ、三保の松原にサイクルラックを設

置していただいたが、新たな施設ができることもあり、常設され

るといいと思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

・周辺環境について、色々と言う人がいるが、基本的に自転車は「走れる道」さえあれば、そこで楽し

めるものと思う 

・以前私は、各地方のマラソン大会にも出場していたが、身軽なマラソンに比べて、自転車は装備が多

く、用意するものも多く手間が掛かる。マラソン大会では、土産物等を買い求めたが、自転車レース

だと、その余裕がない。自転車レース大会は地元へは、あまりお金が落ちないような気がする 

・静岡中部域は、海岸、山間、歴史施設がほどよい距離感で点在しており、さらに他県との比較におい

て大きなメリットとして雪が降らないため冬季もサイクルを楽しめる環境にあるということ。これら

を効果的にアピールできる仕掛けがあれば、サイクルツーリズムの活性化につながるのではないかと

感じる 
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第４章 サイクルツーリズムを推進するにあたっての課題抽出 

４.１ 課題の整理 

サイクルツーリズム振興の取組は、地域に与える経済効果が比較的小さいと言われることや、官民協働

した取組が必要であること等から取組が一足飛びには進まない環境にある。また、サイクルツーリズムの

形態も多種多様で、ターゲット設定にも工夫が必要である。 

一方で、自転車の愛好者の増加や、インバウンド旅行者の増加といった今後の市場性や、これまでとは

異なる交通モードの観光であること、自転車利用者が作りだす観光地の雰囲気作りといった面から取り組

むことの効果は大きいと言える。 

今後は、５市２町の連携のもと、サイクルツーリズム施策のターゲット設定や、大まかな地域性やイン

フラ整備の考え方も含めた受け入れの考え方といった取組のコンセプトから検討を行う必要がある。 
 

＜課題と今後の取組方針＞ 

 課題の整理 今後の取組方針 

①走行環境 

整備 

・太平洋岸自転車道は2020 年夏までに、

全線について、受入環境整備、情報発信、

魅力づくり等、統一感のある整備を行う

事となっている。 

・現在のところ、基幹的な路線を除いては

自転車の通行にあたっての整備（路面標

示・案内看板、ルート案内サイン等）が

十分な状況ではない。 

・基本となるルートについては、最低限の

整備がなされるような取組が求められ

る。 

→安全で快適な利用が担保されるよう、

対象ルートの統一感のある整備（路面

標示・案内看板、ルート案内サイン等）

の推進を図る。（短期～長期） 

②受入環境の

確保 

・静岡県のバイシクルピットの取組が行わ

れているが、対象地域内においては整備

の実績が十分でない状況にある。 

・地域関係者の取組機運を高めて、地域ぐ

るみでの受入環境整備を進めることが

求められる。 

・地元民間主体の受入の機運の向上を合わ
せて、バイシクルピットや自転車観光の
マップづくり等の取組を推進する。 
→サイクリングマップの作成（短期） 
→バイシクルピット等の整備推進（短期

～長期） 
→サイクルツーリズムの効果に関する

啓発イベントの開催（短期） 

③魅力づくり ・地域の観光資源については、太平洋岸の

地理的な要素もあり十分に魅力を備え

ていると考えられる。 

・一方で、地域全体としてのコンセプトが

曖昧であり、観光地としての魅力と、自

転車利用環境の整備を両面から進める

必要がある。 

・地域全般のサイクルツーリズムのコンセ

プトが曖昧であり明確化が必要。 

→取組コンセプトの検討（短期） 

→コースの開発や試走会の実施（短期） 

④情報発信・ 

プロモー 

ション 

・静岡県内においては、浜名湖周辺や伊豆

半島方面の地域が先行しており、県央部

の魅力の発信や認知度向上が望まれる。 

・地域ごとにサイクリングイベントが開催

されており、面的な連携が求められる。 

・自転車利用者にとっては魅力が感じられ
る観光スポットの情報提供が求められ
ており、利用者ニーズに応じた情報の集
約と発信が求められる。 
→各種情報サイトでのサイクルツーリ

ズムの紹介（短期） 
→プロモーション活動の実施（中期） 

（県外、海外） 
・地域の象徴となる国際大会の誘致・実施

（長期） 
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４.２ 今後の展開（案） 

今後は、中期的な展開も見据えつつ、まずは直近に迫った東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会を意識した段階的な整備が求められる。 

以下に次年度以降の展開（案）を整理する。 

 

 

 今後の展開 

【第１段階】 

2019 年度 

・取組コンセプトの検討 

・県央地域のサイクルツーリズムの試走会

の開催 

・サイクリングマップの作成 

・各種情報サイトでのサイクルツーリズム

の紹介 

・機運情勢に向けた広報イベント 

（シンポジウム等） 

・走行空間の整備・充実 

【第２段階】

2020～ 

2021 年度 

・サイクルツーリズムのブランドネームや

ロゴマークの作成 

・国内外プロモーション（県外・海外） 

・モデルルートの検討周知 

 

・自転車ツアーガイドの育成 

【第３段階】

2022 年度 
・国際大会の誘致・実施 
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図表４５ 市町村境をまたぐサイクリングマップのイメージ（富士・箱根・伊豆 サイクリングマップ）（1/2） 



 

51 

 
図表４６ 市町村境をまたぐサイクリングマップのイメージ（富士・箱根・伊豆 サイクリングマップ）（2/2） 
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