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計画の目標



まちづくり

●自転車通行空間の整備率は、全国平均や近隣府県を下回っており、自転車ネットワーク計画の策定状況には地域
に偏りがある。

●駐輪場の増加に伴い放置自転車は減少しているものの依然として多い状況。
●シェアサイクルのニーズは高いが、設置数は伸び悩んでいる。

低い自転車通行空間整備率 自転車NW計画策定地域に偏り

依然として多い県内の放置自転車

シェアサイクル設置数は横ばい
H25 H27 H29

市数 15 17 15

箇所数 22 31 30

稼働能力（台） 2,025 2,560 2,403

【姫ちゃり】

実施主体：姫路市
（運営：株式会社ペダル）
実施場所：
姫路駅周辺20箇所

現状と課題

目標

自転車にやさしいまちづくり
〇自転車ネットワーク計画の策定や自転車通行空間の整備により、県全域において自転車が安全で快適に通行でき

る環境を整備するとともに、駐輪施設の適正配置、利用しやすいシェアサイクルの設置等に取り組むことで、自転車
にやさしいまちづくりを推進する。

モデルルートや地域ルートの整備モデルルートや地域ルートの整備

シェアサイクル
設置数は横ばい

自転車ネットワーク計画策定地域の偏り
低い自転車通行空間整備率

依然として多い
放置自転車

駐輪施設の
適正配置

駐輪施設の
適正配置

利用しやすい
シェアサイクルの

推進

利用しやすい
シェアサイクルの

推進

各自治体の自転車活用推進計画の策定各自治体の自転車活用推進計画の策定

自転車にやさしいまちづくり自転車にやさしいまちづくり

出典：平成27年度道路交通センサス（国土交通省）

出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果（内閣府）

出典：自転車通行空間整備5箇年計画（平成31年～令和5年）（兵庫県）

出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果（内閣府）

出典：姫路市HP

施策1.自転車通行空間の計画的な整備推進
施策2.自転車通行空間の確保の促進
施策5.歩行者・自転車中心のまちづくりと連携

した総合的な取組の実施

施策1.自転車通行空間の計画的な整備推進
施策2.自転車通行空間の確保の促進
施策5.歩行者・自転車中心のまちづくりと連携

した総合的な取組の実施

現状と課題

施策

効果・成果

目標

施策4.地域の駐輪
ニーズに応じ
た駐輪場の整
備促進

施策4.地域の駐輪
ニーズに応じ
た駐輪場の整
備促進

施策3.シェアサイクル
やレンタサイク
ルの普及促進

施策3.シェアサイクル
やレンタサイク
ルの普及促進

※上記の値は、国道・県道における自転車走行空間の整備率
【兵庫県】

○国道・県道の延長：5762.4ｋｍ
＜自転車走行空間＞

●自転車歩行者道の延長：1156.7ｋｍ（整備率20.1％）
●自転車道・自転車レーンの延長：20.5ｋｍ（整備率0.4％）

【コミュニティサイクル実証実験】

実施主体：尼崎市
（運営：株式会社阪神ステーションネット・シナ
ネンサイクル株式会社・OpenStreet株式会社
共同事業体）
実施場所：尼崎市内 17箇所

出典：尼崎市HP



安全・安心

●自転車関係事故のうち、対車両が約９割、そのうち約８割が交差点で発生している。
●学生や児童の事故は、通学時、帰宅時に多い。また、死亡事故に占める高齢者の割合が高い。
●自転車乗車中の死傷者の交通ルール違反割合は、約９割と高く、近年増加傾向にある。
●全国に先駆けて自転車保険加入を義務化している。

自転車関係事故の9割が対車両

対車両事故の8割が交差点で発生

学生や児童の事故は通学時間帯が一番多い 違反者の割合が高く増加傾向

全国で最初に自転車保険を義務化

兵庫県「自転車の安全で適正な利用の促進
に関する条例（平成27年）」
第13条 （自転車損害賠償保険等の加入）

自転車利用者は、自転車損害賠償保険等（その自転
車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体
の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以
下同じ。）に加入しなければならない。

ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用
に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられ
ているときは、この限りでない。

現状と課題

目標

自転車の適正利用と通行空間の安全確保による安全な自転車活用
○自転車通行空間の安全性向上や交差点の安全対策などにより、自転車が安全に通行できる環境の創出を目指す。
〇利用者の特性やライフステージに応じた適切な交通安全教育や交通取り締まりの実施により、自転車・自動車・歩

行者が互いの特性や交通ルールを理解し、尊重し合い誰もが安心して自転車を利用できる。
○自転車保険加入や安全性の高い車両の購入、適切な点検など、自転車利用者の安全意識の向上を目指す。

年齢層に応じた交通安全教育

出典：警察白書

死傷者の９割が
交通ルール違反

対車両が９割
うち交差点で８割

学生は通学時の事故多い
高齢者事故は増加傾向

保険加入の義務化

自転車通行空間
交差点の安全対策

自転車利用者の安全意識向上 保険加入

自転車の適正利用と通行空間の安全確保による安全な自転車活用

利用者特性やﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ
に応じた交通安全教育

自転車が安全に通行で
きる環境の創出

交通安全教育
取り締まり強化

死亡事故に占める高齢者の割合が高い

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県）

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県）

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県）

出典：交通事故統計（兵庫県警）

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県）

出典：兵庫県HP

現状と課題

施策

目標

施策6.段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 施策7.自転車の安全な利用促進
施策8.自転車の点検整備の促進 施策1.自転車通行空間の計画的な整備の推進

（施策9.災害時における自転車の活用の推進）

自転車の安全で適正な利用の
促進に関する条例

自転車安全利用五則

出典：兵庫県 出典：兵庫県

効果・成果



観光

●島嶼部や山間部など変化に富んだ地形や、歴史・風土の異なる五国からなり、各地に分布する多彩な観光資
源（魅力）に多くの観光客が訪れているが、宿泊する観光客は、近隣府県に比べて少ない。

●各地で、ｻｲｸﾙｲﾍﾞﾝﾄが開催され、人気を博している。
●人口は、平成21年度をﾋﾟｰｸに減少しており地域の活力低下が懸念される。

各地で開催されるサイクルイベント五国ごとに特徴ある観光資源
イベント名 開催地

山陰海岸ジオパーク コウノトリチャレンジライド in 但馬 城崎温泉（豊岡市）

日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」サイクルトレイン 姫路港周辺（姫路市）

秋の北摂里山サイクリング 西猪名公園（川西市）

因幡街道・千種川ロングライドin佐用 2019
佐用町、宍粟市～
美作市、西粟倉村

2019淡路島ロングライド150～10th anniversary～
（アワイチ）

淡路島

今後予想される人口減少
宿泊する観光客は近隣府県に比べて少ない

現状と課題

【淡路島ロングライド150】
・2019年度で10回目の開催、
・参加人数：約2,000人（2018年度）

目標
五国の多彩な資源（魅力）を活かしたサイクルツーリズムの推進による地域活力の向上
〇変化に富んだ地形を活かしたﾛﾝｸﾞﾗｲﾄﾞが楽しめる「ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾄ」や、多彩な観光資源（魅力）をポタリングで楽しめ

る「地域ルート」など、サイクリストの多様な志向に応じた通行環境の整ったサイクリングルートの提供と、地域の
受入れ環境の充実等により、サイクルツーリズムの目的地としての魅力と知名度の向上を図り、国内外のサイ
クリストが県内各地で長期滞在も含めたサイクルツーリズムを楽しむようになることで、交流人口の拡大を図り、
地域の活力向上を目指す。

景観によるサイクルツーリズム地選定

出典：ツール・ド・ニッポン（一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン）
出典：「平成29 年度サイクリング・ツーリズムを中心とした新たな観光関連産業創出に向け
た調査事業報告書（H30.2）中国経済産業局」

人口減少による
地域経済の縮小による活力低下

多彩な観光資源を目当てに
県内を訪れる観光客が増加

五国の多彩な資源（魅力）を活かしたｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの推進による地域活力の向上

交流人口拡大

ｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの目的地として魅力と知名度の向上

サイクルイベントの開催

出典：国勢調査（平成7～27年）、国立社会保障・人口問題研究所（令和2年～）出典：兵庫県学習資材「きらりひょうご」

出典：兵庫県HP

出典：2019淡路島ロングライド150 HP

全国12位

出典：平成30年宿泊旅行統計調査（観光庁）

出典：全国は訪日外客統計（JNTO）
兵庫県は全国の値に訪問率（訪日外国人消費動向調査（観光庁））
を乗じて算出した値。

観光入込客数は増加

地域への波及効果の高いサイクリング

施策10.魅力的なサイクリングルートの創設
施策11.サイクリストの受け入れ環境の整備によるサイクルツーリズムの推進

現状と課題

施策

目標

国内外のｻｲｸﾘｽﾄが長期滞在しながらｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑを楽しむ効果・成果



5

健康

●県民の健康寿命は、全国に比べ男女ともに短い。
●運動習慣者の割合は、男女ともに働く世代である50歳代以下が、60歳代以上よりも低い。
●通勤時の自転車利用は、近隣府県に比べて低い。
●自動車の運転免許返納者数は、飛躍的に増加しており、返納者の外出減少が懸念される。

運動習慣の少ない若年層

健康寿命が短い 通勤時の自転車分担率が低い

高齢者の免許返納数の増加

5

自転車利用の促進による健康で活力ある社会づくり
〇健康づくりのツールとして自転車の有効性の認知度向上を図り、体力に応じて選択可能な多彩なサイクリング

ルートの提供や地域のサイクリングイベントの開催により、気軽にサイクリングによる健康づくりを行う機運を醸
成する。また、通勤・通学・買物など、日々の活動において、自転車を選択したくなるライフスタイルの定着により
健康で活力ある社会を目指す。

多様な運動が可能な自転車

出典：健康づくりのための身体活動基準２０１３

運動種類別の運動強度

名称 エコ通勤トライアルウィーク（尼崎市）

概要 市内企業を対象に、マイカーやバイクによる通勤から、バスなど
の公共交通利用、自転車や徒歩による通勤に一定期間チャレン
ジする。

実施時期 平成30年11月5日～平成30年11月11日

参加特典 ・バス通勤チャレンジ：割安でバス利用可能

・自転車、徒歩通勤チャレンジ：「未来いまカラダポイント※」の付
与（20ポイント）

※協賛企業の商品と交換可能

自転車通勤の促進施策事例

現状と課題

目標

運動習慣が低い健康寿命が短い 通勤時の自転車利用割合が低い 免許返納による外出減少

健康づくりのツールとして自転車の有効性の認知度向上

自転車で健康づくりを行う機運の醸成
日々の活動において自転車を
選択したくなるﾗｲﾌｽﾀｲﾙの定着

自転車利用の促進による健康で活力ある社会づくり

出典：警察庁 運転免許統計

出典：厚生労働科学研究（厚生労働省）

出典：平成28年度兵庫県健康づくり実態調査報告書（兵庫県）

出典：平成22年国勢調査（総務省）

出典：尼崎市HP
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現状と課題

施策

目標

施策12.健康づくりにつながる自転車利用の促進

サイクルリングルートの活用やイベントへの参加

効果・成果


