
鳥取県バイシクルタウン構想の取組について
平成２８年２月４日（木） 鳥取県生活環境部環境立県推進課 秋山賢治

自転車がもっと生活の近くにあれば、「環境にも優しくなれる」 だから、自転車の「楽しさ」や「快適さ」を知ってほしい
鳥取県は、そのための自転車環境づくりを進めています

【ハード面の整備】

○安全安心な道づくり推進
（施策の例：カラー舗装など自転車走行空間の確保）

○駐輪場の整備拡充
（施策の例：中心駅周辺等への駐輪場整備）

○観光やスポーツへの活用のための環境づくり
（施策の例：サイクリングコース路面標示）

○公共交通機関と連携した利便性向上
（施策の例：自転車積載バスの導入）

【ソフト面の整備】
○自転車利用のきっかけづくり
（施策の例：自転車通勤チャレンジの実施）

○ルール・マナーの徹底
（施策の例：自転車シミュレータを活用した交通安全教室）

鳥取県バイシクルタウン構想
を策定（H25.6）



○路肩幅員の拡大（条例制定）

○通勤者の多い路線の路肩拡幅

○自転車サイン・カラー舗装

○既設自転車専用道の有効活用

自転車走行空間の確保



○サイクリングマップ作成

○サイクリングコースの路面標示

○新規サイクリングロードの整備

○レンタサイクルの拡充

観光やスポーツへの自転車の積極的活用



○自転車通勤チャレンジの実施

○自転車通勤に関する職場環境の改善

○健康づくりにつながることのＰＲ

○通勤手当によるインセンティブ検討

自転車利用のきっかけづくり



取組事項 事業内容 進捗状況

自転車走行
区間の確保

新規県道は一定の路肩
幅を確保

○自転車歩行者道等を設けない場合の路肩幅員の拡大を規定
した条例を制定
〔鳥取県県道の構造の技術的基準等に関する条例〕

路面標示、カラー舗装

○自転車サイン・カラー舗装による整備
⇒湖山池周辺（東部）で、サイクリングを安全・快適に楽しむ
ため、池を一周する既存の道路にカラー舗装を実施

⇒中海・大山周辺（西部）のサイクリングコースで、自転車
サインの路面標示を実施

駐輪場の整
備拡充

中心駅周辺や交通結節
点への駐輪場整備を検
討

○中心駅周辺や駅・バス停など交通結節点への駐輪場整備
⇒鳥取市がH24.10に策定した鳥取駅周辺再生基本計画で整
備検討 （鳥取駅の南に公共駐輪場を整備予定）

【ハード面の整備】

バイシクルタウン構想事業実施状況

H27.10末現在



取組事項 事業内容 進捗状況

観光やス
ポーツへの
活用のため
の環境づくり

観光におけるサイクリン
グの推進

○中海周遊サイクリングコースの路面表示
○白砂青松・弓ヶ浜半島コース（皆生工区）の詳細設計・工事
○白砂青松・弓ヶ浜半島コース（弓ヶ浜工区）の予備設計
○サイクリングサポート「ダイジョウブシステム」の整備
⇒県内のコンビニエンスストアにバイクラック・空気入れ・パン
ク修理用工具などを無償貸与し、サイクリストをサポートす
るサービスを実施

公共交通機
関と連携した
利便性向上
等

公共交通機関を利用し
たサイクルイベントの実
施

○サイクルトレインイベントの実施
⇒ＪＲ伯備線（西部）で「出発・サイクルトレイン実行委員会」
が、若桜線（東部）で「八頭若桜谷文化遺産魅力発信事業
実行委員会」が、それぞれサイクルトレインイベントを実施

【ハード面の整備】

バイシクルタウン構想事業実施状況

H27.10末現在



取組事項 事業内容 進捗状況

自転車利用
のきっかけづ
くり

自転車通勤チャレンジ、
温泉ライダーin三朝温
泉等のイベント

○自転車通勤チャレンジ
⇒一般県民や事業所・役場等のマイカー通勤者に呼びかけ、
週２日以上の自転車通勤へのチャレンジを実施

○温泉ライダーin三朝温泉、散走体験会
⇒自転車に乗らない県民が大人から子どもまで楽しくレース
参加・観戦できる体感型の自転車イベントや、自転車で地
域の魅力を気軽に楽しむイベントを開催

ルール、マ
ナーの徹底

交通安全教室等の実施

○自転車シミュレーターを活用した交通安全教室の実施
⇒市町村・警察・教育委員会・交通安全協会等関係機関・
団体が連携を図り、児童・生徒や高齢者に対する「自転車
安全利用五則」の周知とともに、自転車シュミレーターを活
用した交通安全教室や自転車交通安全教育を実施

バイシクルタウン構想事業実施状況

【ソフト面の整備】 H27.10末現在



自転車通勤チャレンジ （H24～）

今年も２００人の県民がチャレンジ中！

優秀者は表彰し、クロスバイクをプレゼント！！

自転車が好きになるきっかけづくり
環境立県推進課の取組（H27年度）

温泉ライダー ｉｎ三朝温泉 （H26～）
前日イベント（ H27.10.31(土)）

エンデューロ（ H27.11.1(日)）〔４時間の部〕

山陰海岸ジオパーク散走体験会

自転車利用促進セミナー

NPO自転車活用推進研究会
理事長 小林成基氏

自転車 ツーキニスト
疋田 智 氏

自転車利用促進の第一人
者を招き、ルール・マナーを
はじめ、日本で自転車文化
が確立しない原因などを楽し
みながら学ぶ

自転車漫才！ 「自転車・今何が起きているのか」

H27.6.30（火）

H２７.７.１０（金）～１１（土）
＜コンセプト＞ 環境にやさしく、観光に便利、健康によい自

転車で、楽しみながら地域の魅力を再発見！

山陰海岸ジオパークエリアで、LIFE CREATION SPACE OVE (株式会社
シマノ)の協力のもと、散走体験会を実施。今後、行政・地域住
民などで継続実施していくためのアイディアやノウハウを学ぶ。三朝町役場（メイン会場）

大瀬地区周回コース（２．４km）

〔ブース内容〕
トークイベント
グルメサービス
足湯サービス
自転車試乗会

参加者に足湯サービス、ご当地グルメの無料サービスなど三朝町が全面協力！

地元の手づくりチームも参加
三朝町役場をはじめ

地元の手づくりチームも参加

子ども自転車教室 ラードン麺早食い競争 地元グルメブース



自転車通勤チャレンジ事業

【目的】

通勤手段として自動車の利用率が高い状況にあることを踏まえ、自転車利用へ転換を図
ることにより、県民の健康増進とＣＯ２排出量の削減を図る

【対象】
通常はマイカー通勤を行っている者のうち、勤務地又は自宅が鳥取県内にある者で、
自転車通勤への転換にチャレ ンジする個人及び従業員がチャレンジする事業所

【実施期間、参加条件】
実施期間： 平成２７年６月１日（月）～８月３１日（月）
参加条件： 週に２日以上の通勤を自転車に転換

【平成２７年度の参加実績】
個人の部： ２０２名（うち一般県民８３名、市町村職員８５名、県職員３４名）
事業所の部： １２事業所（参加従業員５４名）
※自転車を積極的に利用しCO2削減に貢献した個人３名と２事業所を表彰

＜過去の参加者数＞ Ｈ２４： １００名（鳥取市内に限定しモデル的に実施）
Ｈ２５： １００名（対象を全県に拡大）
Ｈ２６： ２２２名（知事表彰を実施）

サイクルコンピュータを進呈サイクルコンピュータを進呈
距離を計測



自転車通勤チャレンジ事業

【地元紙でＰＲ】
H27.10.26
日本海新聞



○参加者アンケートより

自転車通勤チャレンジ事業

平均して週に２回の通勤
チャレンジを実施できまし
たか？

できた 54.9%
できなかった 45.1%

できなかった場合の
理由（複数回答可）

天候不順（雨のため） 36.3%
業務の都合 23.1%

家庭の都合（保育園の送迎など） 7.7%

今回の取組にチャレンジ
しようとした理由を教えて
ください（複数回答可）

自転車通勤に興味があった 46.2%
運動不足解消のため 74.7%
燃料費節約のため 38.5%
環境にやさしいから 34.1%

今後も（冬季を除いて）自
転車通勤を続けてみよう
と思いますか？

続けてみたい 91.2%
続けたくない 8.8%

続けたくない場合の
理由（複数回答可）

天候が不安定 3.3%

通勤経路が自転車で走行しにくい 1.1%

通勤時間が長くなる 2.2%
夜間の走行が危険 4.4%
体力的に難しい 1.1%

自転車通勤を実施するに
当たって必要と思う条件
を教えてください（複数回
答可）

道路の整備 60.4%
ドライバーへの呼びかけ 18.7%
社内更衣室やシャワーなど福利厚生施設の整備 33.0%
通勤手当の優遇 20.9%
悪天候時の代替交通手段 31.9%



山陰海岸ジオパーク散走体験会

環境に優しい自転車の魅力を再認識していただき、その利用を一層促進するため、
LIFE CREATION SPACE ＯＶＥ（株式会社シマノ）の協力のもと山陰海岸ジオパー
クエリアにおいて、地元の自転車愛好家・学生・地域住民や行政関係者などを対
象とした散走イベント「山陰海岸ジオパーク散走体験会」を開催



山陰海岸ジオパーク散走体験会

１日目 ２日目

＜散走フォーラム、コースづくりワークショップ＞

○（株）シマノによる自転車の環境や観光、健康

への効用に関する講演

○山陰海岸ジオパークの魅力を自転車で楽し

むためのテーマ等を検討し、散走コースを作

成するワークショップ

＜散走体験、コース検証ワークショップ＞

○前日のワークショップでつくった山陰海岸

ジオパーク（鳥取砂丘や浦富海岸周辺）の

散走コースの実走

○コース検証やより楽しい実施方法等につ

いての意見交換等

「散歩をするように気ままに、自転車で走る」ことを意味し、自転車を楽しむのではなく自転
車で何かを楽しむものとして、株式会社シマノが提案する新しい考え方

・「自転車で走ること」が目的ではなく、「対象となるエリアにあるコトやモノを楽しむこと」を
目的とした新しい自転車の楽しみ方

・徒歩よりも行動範囲が広く、車よりもゆったりと周囲の景色を眺めながら走ることができ
る自転車で、対象エリアを巡って様々な発見や出会いを楽しむというもの

【内容】

※「散走」とは



○ジオパークのエリアは、鳥取から兵庫、京都の３府県にまたがる東西１２０㎞
○浦富海岸のｼｰｶﾔｯｸ、鳥取砂丘のﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰなど、様々なｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨも人気

◆ジオパークとは
科学的に重要で貴重な、美しい地質遺産を複数含む自然公園のひとつ。
○世界ジオパーク：33ヶ国120地域※ （国内では山陰海岸など8地域）
○日本ジオパーク：39地域※ （世界ジオパーク含む） ※2015年9月現在

鳥取港

高速船で

約１時間５０分

【山陰海岸ジオパーク（鳥取県・兵庫県・京都府）】

山陰海岸ジオパーク散走体験会



散走テーマ コース

鳥取砂丘まるごと散歩
歌碑めぐり→多鯰ヶ池・お種伝説 →砂の美術館 → らっきょう畑 →岩戸港
→温泉→一ツ山離水海食洞→梨ソフト→火山灰層路頭→鳥取砂丘ジオ
パークセンター→らくだ→風紋→風紋発生風洞装置

砂丘だけど、「水発見」
散走

多鯰ケ池 → 遊覧ラクダ→馬の背→オアシス→ジオパークセンター→砂の美
術館 →砂丘海水浴場→砂丘温泉→プール→岩戸いさり火広場 →網元（昼
食）→ ２０世紀梨→オアシス広場→ラッキョウ畑

砂丘バックヤード散走
～地元なら ではの
ダークな裏観光～

砂丘で糸電話 →ニュースで取り上げられた場所（白骨現場等）→ 梨ソフト
→らくだ小屋、らっきょう畑→ナシ園→ らっきょうの加工場→岩戸海岸（釣
り人）→滝ヶ磯→アイワナドゥ（昼食）

浦富開眼散走
海岸線 →猟師と語る →遊覧船→墜道 →ひものおばちゃん → たつみ（魚
介類）→イカスミソフト→ しおさい広場→荒砂神社→ネコ→細い道

景観と歴史探訪

～体を鍛えて頭も鍛え
る～

海水浴場 →花崗岩→千貫松島 →城原海岸 →海岸線→夕陽 →離れ岩
→遊覧船→廃校跡→岩美銅山→たきさん温泉→岩美窯真名焼→岩井
温泉→夏輝（カキ）・とうふちくわ・カニ・イカスミソフト・シロイカ・モサエビ

浦富絶景散走
渚交流館 → 東漁港 → 西脇海岸 → 陸上展望所 → 東浜アロハ（カフェ） →
熊井浜→荒砂神社→あごカツバーガー（遊覧船のりば）

山陰海岸ジオパーク散走体験会

○各グループから提案のあった散走テーマ・コース



温泉ライダー in 三朝温泉



【開催日】 平成27年10月31日（土）受付・前日イベント

11月 1日（日）サイクルエンデューロ（自転車耐久レース）
【場 所】 三朝町大瀬区（メイン会場：三朝町役場）
【主 催】 温泉ライダーin三朝温泉実行委員会

（構成団体）三朝温泉旅館協同組合、三朝温泉観光協会、三朝町商工会、大瀬区、
鳥取県自転車軽自動車商協同組合、日本海ケーブルネットワーク株
式会社、一般社団法人ウィズスポ、三朝町、鳥取県

温泉ライダー in 三朝温泉
H27年度大会概要

１日目（前日イベント） ２日目（サイクルエンデューロ）

・子ども向け自転車教室
・自転車試乗会、じゃんけん大会・抽選会

・三朝町地元グルメブース、三朝温泉足湯
サービス など

・サイクルエンデューロ（定員200組）
・ゲストによるトークイベント、自転車試乗
会、じゃんけん大会・抽選会

・三朝町地元グルメブース、三朝温泉足
湯サービス など

三朝町

公道を封鎖した
２．４kmの周回コース



大会風景

温泉ライダー in 三朝温泉



温泉ライダー in 三朝温泉
大会風景



【参加者数】 １８９組・６８８人 （１５５組・４９１人）

【参加者居住地】 県内１０３組、県外８８組 （県内７４組、県外８１組）

【部門】 スポーツサイクルの部 １５９組・５３２人 （１２８組・３７７人）
ママチャリの部 ３２組・１６２人 （２７組・１１４人）

【来場者数】 ３，８８８人 （３，０６０人）

参加者の評価

・とてもよかった ５７．３％
・よかった ３８．７％
・どちらとも言えない ２．７％
・悪かった １．３％
・とても悪かった ０％

Ｚ

○いろいろなレベルの人が楽しめるし、温泉やグルメも充
実していて楽しいイベントです！

○アットホームで素敵な大会。安全管理もされていて楽し
める。

○普段、ロードバイク乗ってなくてもイベントとしてママチャ
リでも参加できるしいい。

○公道でのレースですが、近隣の方のご協力が素晴らしい。
地域挙げてのイベントだとわかった。

○大会関係者のホスピタリティーは最高でした。また地元
の皆さん協力が非常に感じられる素晴らしい大会でした。

○山陰のサイクリングイベントにはたくさん参加したが、ど
の大会よりも盛り上がり達成感もあり、本当に面白い。

温泉ライダー in 三朝温泉
参加状況

※カッコ内は平成２６年度の実績


