
滋賀県守山市

『「サイクリング」は、「環境」に優しく、「健康」
「生きがい」「友情」を与えてくれる』という“自転車
新文化”を広げていきたいと考えています

自転車を活用した
守山市のまちづくり

琵琶湖畔「ビワイチ」サイクルツーリズム・受入環境の整備」について



自転車を軸とした観光振興～なぜ、ビワイチなのか？

１ ビワイチ一番の人気スポット「琵琶湖大橋」の袂に位置
２ 琵琶湖大橋は滋賀県の交通の大動脈

免許センター、運輸支局、トラック・バス協会も集約

３ 関西・東海の都市部からの良好なアクセス環境
空港→守山、電車→守山、車→守山、自転車→守山(笑）

４ 市内の高低差もなく、自転車で移動しやすい地形

１守山市の立地特性を整理！

２サイクリストの聖地しまなみの成功事例を徹底研究！

成功ポイント１：今治市、尾道市の両端に世界的自転車メーカー「GIANT」
のレンタサイクル店舗が設置されていること！

成功ポイント２：GIANT創始者・劉 金標氏が地域の経済界関係者らを率いて
走ったことが国内外のメディアで報道・発信されたこと

2017年10月地方創生総合戦の柱に「自転車を軸とした観光振興」を位置づけ
自転車を活用したまちづくり

「ビワイチ発着地のまち、守山」へ

しまなみ海道の市・県の連携体制、民間企業や地域と受入環境整備、また走行環境の整備やインバウンドへの
アプローチのエッセンスを探る中で、上記の成功ポイントが肝！
宿泊を呼び込み地域への消費効果の高い、「発着地」としての守山市の在り方を検討。
しまなみ海道に次ぐ、ビワイチをサイクリングの聖地をするための方針を検討しました。

北びわこ一周

約150㌔

南びわこ一周

約50㌔

びわこ一周約200㌔

３しまなみ海道の成功事例を徹底的に守山市へ活かそう！

人 口 84,511人(2020/12月末）
世帯数 33,381世帯

65歳以上の割合 21.91％

面 積 55㎢ （陸地面積 45 ㎢ ）
※市内の高低差約20ｍ 平坦な地形
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琵琶湖大橋

→守山市街

道の駅米プラザ
（大津市堅田）

野洲川

沖島 伊吹山

びわ湖地球市民の森美崎公園

ピエリ守山

琵琶湖マリオットH

なぎさ公園

湖岸道路

環境センター

佐川美術館

BIWAICHI Start & Goal, Moriyama

守山市湖岸地域の紹介

琵琶湖サイクリストの
聖地碑

しあわせの丘
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守山市湖岸～野洲川 ミズベサイクリングのビュースポット

さまざまなミズベのアクティビティが展開

琵琶湖大橋展望デッキ なぎさ公園（菜の花畑・琵琶湖ｻｲｸﾘｽﾄの聖地碑） しあわせの丘

野洲川ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ

近江富士遠景

３

BIWAICHI Start & Goal, Moriyama



ビワイチサイクルツーリズムの取組へ

大ビジョン

ビワイチ発着地のまち、守山

平成27年10月 市地方創生総合戦略 「自転車を軸とした観光振興」を位置付け

平成27年12月5日 GIANT 日本法人社長、滋賀県知事、市長でビワイチ体験！

自転車を軸に琵琶湖岸エリアの観光振興、地域活性化につなげ、
守山市全体の活性化と経済効果につなげていくこと

ミッション

【取組経過】

平成27年12月20日 台湾へ突撃訪問！(私費） ＧＩＡＮＴ劉会長、経営幹部と意見交換！

平成28年3月18日「ジャイアントストアびわ湖守山」オープン（琵琶湖マリオットホテル内）

平成28年５月20日 GIANT社 劉会長、羅CEOが滋賀県守山市へ！
県知事始め、県内経済界代表らと共にビワイチサイクリング！

劉会長は「やるべき課題は多くあるが、自転車の聖地となる可能性がある」と評価！

しまなみモデルに学び、①GIANT誘致②創始者と県内関係者サイクリングを半年で実現！
これらを契機に、５年をかけ、サイクリングの聖地を目指して駆け抜けてきました！

キーワード
「戦略的連携」：①自治体間連携②民間企業と連携③広域連携

※サイクルサポートステーションの誕生
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サイクリングの聖地の目指して 「戦・略・的・連・携」

ジャイアントストア
びわ湖守山店

ビワイチサイクルサポートステーション

レンタサイクルやサポート、情
報発信の基点として位置づけ！
台湾等インバウンドも守山へ

１発着地の受入環境整備
起点のまちからはじまるサイクリングをもっと楽しく！

２サイクリストの走行環境整備
国・県へも積極的に働きかけ、滋賀県をあげた走行環境づくり！

起
点

３地域の自転車のまちづくりにも自転車を活用
観光は地域の理解と協力が大切！地域も盛り上げ、まちを元気に！

琵琶湖サイクリストの聖地碑 ビワイチ推奨コースマップ

ビワイチ漁船タクシー ビワイチサポートカー

発着地には何が足りないか
足りないものを考える！

ビワイチルートはほとんどが県道と国道！ルート上の歩道や車道にブ
ルーラインや看板整備

自転車特命大使 自転車購入補助金 行政と地域で協議会設立

サイクルポリス結成 地域団体と連携したイベント

ビワイチの魅力、発着地の機能が国内外に伝わるよう自転車業界、メディアとの関係を密に徹底的にリリース配信・発信！

まず、拠点は出来た！

ビワイチの発着地としてふさわしい、地域を挙げた受入体制づくりにむけ取組
⇒国内外からサイクリストに発着地として訪れる、選ばれるまちへ
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さらに相互交流の取組へ 「地・域・間・連・携」「広・域・連・携」

サイクリストは次はどこへ行こうか？と考えるからこそ、、

サイクリングルート間の連携、他地域との発信が必須！
聖地「しまなみ海道」と連携
愛媛県今治市と自転車まちづくり交流協定

聖地の横のつながり！（今治市は名護市とも協定）

関西の人気ルート「アワイチ」と連携
兵庫県淡路県民局と共同PR開始

東京での認知度向上！誘客推進
JR東日本バス関東と東京発ビワイチバスツアー

サイクリングのゴールデンルート形成へ
ビワイチ・しまなみ・沖縄の超広域連携

西日本４地区で共同スタンプラリー展開
日本7大1週制覇を目指すサイクルツーリズム
企画｢サイクルボール｣へ参画

日本一の湖、山！「琵琶湖」「富士山」連携
東京五輪を前に連携に向けた意見交換

【戦略ポイント】
ビワイチを広め、
結果として発着地として勝つ！

つながる
連携

６
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ビワイチの取組から守山が！琵琶湖が！活性化しました

2 民間投資も活況を呈す！

◆ビワイチサイクリスト（県推計）

平成27年５万2,000人 ⇒令和２年約11万人へ

（※上記は一周の推計、琵琶湖周辺のサイクリスト全体では約21万人
人）
（その他のデータ）

平成29年4月 楽天トラベル発表！全国自転車旅行先ランキング ビワイチ全国２位！
全国世帯別自転車保有台数 滋賀県１位、全国自転車保険加入率 滋賀県３位、県内自転車保険人口対比加入割合 守山市１位

Ｈ29.７ ラフォーレ琵琶湖
⇒琵琶湖マリオットホテルへ

Ｈ31.3 ピエリに温浴施設
「水春」

投資の進むピエリ守山

１ ビワイチサイクリストは倍増！

進む民間投資！サイクリスト受入への理解も進む！
ホテルは部屋持込を進め、民間施設は無料駐車場を開放！

琵琶湖周辺に賑わいを創出、琵琶湖を走るサイクリストはもはや琵琶湖の
新しい風景に！

守山駅前H29年7月にホテル
ベッセルインがオープン
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全国の市区町村による、自転車のまちづくり首長会発足！

2018年11月15日、全国の自転車のまちづくり市区町村長が結束！

会の構成について

【構成メンバー】 ＊〇印はブロック長を兼ねる
会長 〇今治市長（四国） 監事 宿毛市長
副会長 〇美唄市長（北海道） 理事 倶知安町長
副会長 〇北上市長（東北） 理事 飯山市長
副会長 〇佐渡市長（北信越） 理事 飯山市長
副会長 〇さいたま市長（関東） 理事 稲城市長
副会長 〇三島市長（東海） 監事 安城市長
副会長 堺市長 （近畿） 理事 〇守山市長
副会長 〇尾道市長（中国） 理事 真庭市長
副会長 〇南さつま市長（九州） 理事 国東市長

加入自治体

373自治体（令和２年12月末日現在）

国等への要望・サイクリングルート・イベント情報などを共有・情報発信

〇総会の開催 ○全国シクロサミットの開催 ○国等に対する要望活動 ○自転車業界に対する情報発信

シクロサミットの開催（第１回和歌山 H31.3）
1日目には、各ブロック長や国土交通省らによる
パネルディスカッションも実施！

全国単位での取組みがスタート！（会長：今治市菅市長）
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好機到来！ビワイチがナショナルサイクルルートに指定！

令和元年11月６日、国土交通省が国内のサイクリングルートのうち、走行環境の整備

およびサイクルツーリズム推進に向けたソフト施策と取組が進む、「しまなみ海道」

「つくば霞ヶ浦りんりんロード」、そして「ビワイチ」を指定！

地方創生として取り組んできた自転車の取組が大きく評価され、指定につながりました

つくば霞ヶ浦りんりんロード（全長約180㌔）

しまなみ海道サイクリングロード（全長約70㌔）

ビワイチ（全長約190㌔）

滋賀県には美味しいグルメ（鮒ずし、地酒、近江牛）、魅力ある歴史資源、
そして琵琶湖があります。１日の日帰りのみならず、２泊・３泊と滋賀県
中を堪能いただけるコースはもちろん、近江鉄道や湖上交通の活用、また
Eバイクによる新たなルートなど、滋賀県全域がナショナルサイクルルー
トとしての可能性にあふれています。
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ナショナルサイクルルート指定記念：地域の取り組み！

令和２年11月１日

指定1周年記念ライド実施！

彦根港サイクルクルーズ

湖西線初！
専用列車を運行

彦根ーマキノ：サイクルクルーズ

マキノー堅田：サイクルトレイン

スタート光景
（スターター二階幹事長！）

令和２年４月１日

指定記念フレーム切手発売！

エイドの運営
多くの県内著名事業所も歓迎

10
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ビワイチ 恵まれたミズベ環境ともに

多くの愛好者、事業者、市内外関係者の皆さん、他地域他市町との連携に支えられていること
その中で先例に習い、独自性を見出すこと・・・
これからも、新たな閃きを創出し続けることを大切にします。

新型コロナで人々のライフワークが見直される中、癒される空間、ウォーターフロント
“ミズベ” を楽しむサイクルツーリムについて可能性が広がると考えます。

持続可能な地方創生として、ミズベを感じるツールとしての自転車はまだま
だ可能性があります。守山市だけの取り組みではなく、皆さまと連携し推進
してまいりたいと考えます。

守山市は、ビワイチのNEXTステージに向け新たな一歩を踏み出しました！

「ビワイチ」が介するさまざまな出会いに感動！

「ビワイチ」を愛するすべての方を歓迎！

琵琶湖と野洲川 壮大なミズベ環境に感謝！

11

いつでも、WELCOME，FINISH おもてなしの心構えを忘れずに…
「ビワイチ」、滋賀県、守山市をもっと好きになってほしい…
リピーター、関係人口の増大に努めます。
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【参考資料】サイクルサポートステーションについて

物販、補修関係部材の
販売あること

インフォメーション機能
観光情報等が得られること

修繕、整備
フィッテングはじめ専門家の
技術的サービスの提供

レンタサイクル（スポーツバイク）
多数保有

更衣室、シャワー等便益施設を
有していること

手荷物の一時預かり
宅配便の取次ぎ対応

休憩コーナー
コミュニティスペース

「サイクルサポート
ステーション」とは…
サイクルツーリズムに
対応できる機能・設備
サービス提供を有する
施設（店舗）

Ｐ(自転車搬送車）・輪行（鉄道・バス）
交通アクセスと連携」していること。

11


