
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （３）交流促進に向けた 

      各県独自の取組状況について 

 

 

①サイクリングしまなみ２０１８（愛媛・広島） 

②瀬戸大橋開通３０周年記念事業（香川） 

③瀬戸大橋開通３０周年記念事業（岡山） 

④志国高知 幕末維新博（高知） 

⑤「鳴門海峡の渦潮」 世界遺産登録（徳島・兵庫） 

⑥本四高速道路の利用促進（本四） 
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■瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会 『サイクリングしまなみ２０１８』

（愛媛県・広島県）

大会概要（基本方針）

（１）名 称 瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ2018」
（２）候補日 平成３０年１０月２８日（日） ※前日受付

（３）場 所 瀬戸内しまなみ海道及びその周辺地域

（４）主 催 サイクリングしまなみ２０１８実行委員会

広島県・愛媛県をはじめとする地元自治体・関係団体等で構成

（５）募集対象 国内外からサイクリング愛好者等

（６）参加定員 ７，０００人程度を想定

（７）大会スタイル レースではなく、サイクリングを楽しむ走行イベント

（８）コース内容 ■スタート 今治7：30、向島（尾道）6：20
■フィニッシュ（制限時間） 17：00

＜成果指標（案）＞

・しまなみ海道沿線のレンタサイクル利用者数

・西瀬戸自動車道通行量
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コース内容（予定）

コース

(距離)

コース（詳細）

定員
スタート 本線利用区間 一般道区間 フィニッシュ

①
今治⇔大三島

(往復)
(約110km)

今治IC

今治IC→
大三島IC

大三島周遊⇒(大三島橋)⇒伯方島⇒(伯方・大島大橋
)⇒大島⇒(来島海峡大橋)⇒今治市街

しまなみ

アースランド

1,500名

②
今治⇔尾道
(往復)

(約140km) 今治IC→
因島南IC

因島→(因島大橋)→向島→（渡船）→尾道市街⇒（フェ
リー）⇒因島⇒(生口橋)⇒生口島⇒(多々羅大橋)⇒大
三島⇒(大三島橋)⇒伯方島⇒(伯方・大島大橋)⇒大島
⇒(来島海峡大橋)⇒今治市街

500名

③
今治⇒尾道
(片道)
(約70km)

因島→(因島大橋)→向島→(渡船)→尾道市街
新浜県営

上屋
1,500名

④
今治⇔生口島

(往復)
(約110km) 今治IC→

生口島南IC

生口島周遊⇒(多々羅大橋)⇒大三島⇒(大三島橋)⇒伯
方島⇒(伯方・大島大橋)⇒大島⇒(来島海峡大橋)⇒今
治市街

しまなみ

アースランド
1,000名

⑤
今治⇒上島
(片道)
(約80km)

生口島→(フェリー)→岩城島→(フェリー)→生名島→(生
名橋)→佐島→(弓削大橋)→弓削島

弓削港 500名

⑥
今治⇔大島
(往復)
(約40km)

今治IC→
大島南IC

大島周遊⇒(来島海峡大橋)⇒今治市街

しまなみ

アースランド

1,000名

⑦
向島⇒今治
（片道）

（約70㎞）

向島運動

公園

因島南IC→
大三島IC又は
生口島南IC

向島→（因島大橋）→因島→【本線利用】→〈生口島→
（多々羅大橋）→〉大三島→(大三島橋)→伯方島→(伯
方・大島大橋)→大島→(来島海峡大橋)→今治市街 1,000名

※過去大会の検証結果等を踏まえ、円滑な大会運営のための検討を進めていく。

■瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会 『サイクリングしまなみ２０１８』

（愛媛県・広島県）
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■ 瀬戸大橋開通３０周年記念事業（香川県）

○平成３０年４月１０日(火)に瀬戸大橋が開通３０周年を迎
えることを記念し、３架橋唯一の鉄道併用橋であることなど
広く瀬戸大橋のことを知ってもらい、より一層、四国地方と
中国地方の交流促進を図る。

○香川県単独事業として、４月７日（土）に、坂出港での花
火大会、クルーズ船の誘致を。４月７日・８日と夏休み期間
中に瀬戸大橋記念公園でイベントを企画・検討中。

○県内はもとより、県外へもアピールするため、マリンライ
ナーのNゲージ車両発売にあわせてトミーテックとタイアッ
プした広報や瀬戸大橋のフォトコンテストなども計画。

○市町や各種団体に対し協賛事業を募集し、本県の実行
委員会で１４事業が承認された。「瀬戸大橋開通３０周年記
念」の冠とシンボルマークの使用を承認するとともに、同実
行委員会において、広報を実施。

○シンボルマークについては、１６都府県２７７作
品の応募があり、選考の結果、下記のとおり決定
。

○岡山県、本州四国連絡高速道路（株）との共同
事業として３０周年の記念式典、スカイツアーの拡
大実施、両県観光地を巡る宝探しゲーム、瀬戸大
橋ライトアップなどの記念事業を準備中。

○ＪＲグループ、自衛隊、西日本高速道路株式会
社四国支社とそれぞれ連携事業を企画し、瀬戸大
橋開通３０周年記念事業を盛り上げていく予定。
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■瀬戸大橋開通３０周年記念事業（岡山県）

＜瀬戸大橋開通３０周年記念事業岡山県実行委員会＞

・平成29年5月30日 県、地元市町村、経済団体等１３団
体で構成

・陸上、海上、橋上から橋の魅力に触れる瀬戸大橋３方
向ツアーや、夏休み期間中などに子どもたちを対象に
瀬戸大橋や瀬戸内海について学習するツアー、瀬戸大
橋の魅力再発見イベントなどの様々な事業を検討中

・周年記念に賛同する市町村や各種団体が主催する事
業を協賛事業として募集し、県全体で瀬戸大橋の開通
30周年を記念する機運を醸成

○平成３０年４月１０日・・・瀬戸大橋の開通から３０周年

○記念事業の実施体制・事業のイメージ

＜共同事業＞

・記念式典、高さ１７５ｍの塔頂部を体験できる瀬戸大橋
スカイツアーの拡大実施や開通日を含めメモリアルウィ
ークとしてのライトアップ等を検討の他、シンボルマーク
を共同募集

・記念式典に合わせ、航空自衛隊のブルーインパルス展
示飛行の招致活動

・本四架橋の中で唯一の
鉄道併用橋であることか
らＪＲグループとの連携
事業も検討

出典：ﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽHP
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■ 志国高知 幕末維新博

○志国 ⾼知幕末維新博
⾼知県では⼤政奉還から１５０年にあたる平成２

９年と明治維新から１５０年にあたる平成３０年の
２年間で「歴史」をテーマとした周遊型の博覧会を
開催中。
メイン会場を軸に県内各地に存在する歴史資源を

磨き上げ、地域の⾷や⾃然などを⼀体的に周遊でき
るコースを整え、多くの集客を図るとともに、持続
的な観光振興につなげていく事を⽬的としている。

新 館 既存館

【メイン会場 】⾼知県⽴⾼知城歴史博物館
⾼知県⽴坂本⿓⾺記念館
（平成３０年４⽉２１⽇リニューアルオープン）

【サブ会場】こうち旅広場（ＪＲ駅前）
【地域会場】県下２1会場
【開催期間】
第⼀幕：平成２９年３⽉ ４⽇〜平成３０年４⽉２０⽇
第⼆幕：平成３０年４⽉２１⽇〜平成３１年３⽉３１⽇

⾼知県⽴坂本⿓⾺記念館
（平成３０年４⽉２１⽇リニューアルオープン）

【高知県】

1
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2

メイン会場
サブ会場

こ う ち し
⾼知市エリア

【高知県】
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幕末の四賢侯の⼀⾓をなした⼟佐藩主⼭内家と⼟佐出⾝の志⼠たちの視点から、⼤政奉還実現に⾄る道のりをご紹介します。

坂本龍馬所用 鐔

期間：2017年9⽉15⽇（⾦）〜 11⽉27⽇（⽉）

特別
展⽰

（表⾯） （裏⾯）
京都府⽴京都学・歴彩館所蔵（京都⽂化博物館管理）

慶応2年(1866年)正⽉、⿓⾺が京都伏⾒の寺⽥屋で
襲撃され、後に妻となるお⿓の機転により難を逃れた寺
⽥屋事件。この時に⾝につけていたと伝えられている⼑の
鐔（つば）が今回京都からの⾥帰り展⽰となります。 緋羅紗地数珠文陣羽織 山内容堂所用

慶応3年7⽉、国政の⾏き詰まりを眼前にした⼭内容堂が⼤政
奉還建⽩を決意。
⼀刻を争う⽔⾯下の駆け引きから、ついに成し遂げた⼟佐藩の
功績を⽰す、象徴的な資料。

大政奉還建白書写 慶応3年9月 松平容堂（山内豊信）提出

15代⼟佐藩主⼭内容堂の陣⽻織。
容堂の豪快さや美意識が
うかがえる⼤胆なデザイン。

このほか寺田屋事件
ゆかりの龍馬の書簡も

展示！

3
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「志国⾼知 幕末維新博」
会場巡りスランプラリー

１ スタンプラリーシートに、幕末維新博会場の
ラリー専⽤スタンプを集めよう！

幕末維新博の会場を巡って しよう！

エリア内のすべてのスタンプを集めたら
「こうち旅広場」に提出しよう！

1つのエリア内のスタンプをすべて集めるごとにエリア賞がもらえます。
エリア賞は東部・中部・⻄部の３つ。

２

幕末維新博も各会場で配布しているラリーシートに各会場のスタンプを集めます。
(シートは他にも安芸観光情報センター・幡多観光ビジターセンターでも配布中)

⼟佐の偉⼈たちの家紋をモチーフにした
オリジナルピンバッジを⼀つプレゼント！

エリア賞 賞品

・全エリアのエリア賞を達成した⽅に2巡⽬専⽤シートを受け取ります。
(こうち旅広場のみ配布)
・2巡⽬シートにすべてのスタンプを集めた⽅に「パーフェクト賞」として特別プレゼント。

パーフェクト賞 賞品パーフェクト賞 賞品

スタンプラリーシート!

2018.3.31迄!
ルールはかんたん! ラリーシート提出期限：2018.5.31迄

中部
12会場

東部
5会場

⻄部エリア賞

東部エリア賞

⻄部
5会場

３

中部エリア賞

3つの「エリア賞」を達成したら
次はパーフェクト賞を⽬指そう!

オリジナルピンバッジ３つと
専⽤ケースプレゼント！

4
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5

１ 博覧会会場への⼊場者※合計は、57万人超！

⇒ １日平均では過去４カ年平均※の126％！

２
G.W.期間中（4/29~5/7）の主要施設⼊込数※は、

26.3万人！

⇒ メイン会場（高知城歴史博物館）入館者は

10万人

⇒ G.W.期間累計昨年比で107％
（今年9日間、昨年10日間）

⇒ １日平均では昨年比118％！

※維新博22会場を対象に集計

※県内の主要43施設を対象に集計

※本年度の⼈数は7⽉13⽇時点

■ 志国 高知幕末維新博

⾼知新聞 朝刊 平成29年5⽉9⽇（⽕）

【高知県】
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鳴⾨海峡にうず巻く世界の奇観 「鳴⾨海峡の渦潮」 の世界遺産登録を⽬指す

「鳴⾨海峡の渦潮」
◆ 渦の⼤きさ最⼤時直径３０ｍは世界最⼤級
◆ 潮流の速さ時速２０ｋｍ
◆ 世界三⼤潮流にあげられる
◆ 歌川広重の浮世絵などにも描かれた

兵庫・徳島「鳴⾨の渦潮」世界遺産登録推進協議会
○構成団体 兵庫・徳島両県の

関係⾏政機関、各種関係団体、議員 等
○設 ⽴ 平成26年12⽉18⽇
○事業内容 世界遺産登録に向けた

調査研究・普及啓発・情報発信 等

H2９年度の事業内容
・ ⾃然遺産・⽂化遺産登録に向けた学術調査
・ 「鳴⾨の渦潮⽂化コンクール」（10⽉7⽇表彰）
・ 「鳴⾨の渦潮学〜語り部〜養成講座」（8〜9⽉）
・ 国際シンポジウム（H30年3⽉ 予定）
・ 各種イベント時に普及啓発活動（ＰＲチラシ配布）

その他の推進団体
・ うず潮を世界遺産にする淡路島⺠の会
・ 「うず潮」の世界遺産登録を推進する淡路島議員連盟
・ 鳴⾨海峡の渦潮を世界遺産にする会
・ 世界遺産登録をめざす鳴⾨市議員連盟

■ 「鳴門海峡の渦潮」 世界遺産登録 （徳島県・兵庫県）
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渦の道 （徳島県鳴⾨市）

○ ⼤鳴⾨橋の橋桁内（⾞道下）に造られた海上遊歩道
○全⻑４５０ｍの遊歩道の先には展望室
○ 海上４５ｍのガラス床からのぞき込む渦潮はスリル満点

Ｈ28⼊場者数：518,300⼈
⇒ H26から再び⼊場者数が増加傾向

26.8％

22.7％25.6％

12.3％

12.6％

30.9％

9.8％

13.4％

■ 「鳴門海峡の渦潮」 世界遺産登録 （徳島県・兵庫県）

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

渦の道 年度別入場者数

うずしお科学館（兵庫県南あわじ市）
平成29年3⽉ リニューアル

うずしお科学館では、渦潮との出会い・つながり・遊び・その価値を
4つのゾーンに分けて体感的に学ぶことができます。

○エントランスゾーン『うずしおと出会う』
おすすめうずスポットをバックに撮影した
写真を来館者メッセージとして掲⽰。
また、リアルタイムの渦潮を
モニターで⾒ることができます。

○うずしおゾーン『うずしおのメカニズムを体験する』
鳴⾨海峡の潮流を再現した
「⼤型⽔理模型」と400インチスクリーン
の迫⼒ある映像で渦潮の神秘さ、
不思議さを体感。

○学習体験ゾーン『うずしおと遊ぶ』
渦型遊具「うずめくサークル」や
鳴⾨海峡の潮の⼲満の⾼低差2ｍを
体感できるすべり台
「うずしおスライダー」があります。

○世界遺産学習ゾーン『うずしおの価値を学ぶ』
渦潮の世界的価値の理解を促進
するため調査及び研究成果の情報
を発信していきます。
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KNTJTB

明石海峡大橋
ブリッジワールド

情報の発信

瀬戸大橋
スカイツアー

ＴＶＣＭ

情報誌広告

ＪＲ四国との連携協定による共同事業 資産の有効活用

旅行会社との連携による企画商品の販売

平成30年4月の神戸淡路鳴門自動車道全通20周年、瀬戸大橋開通30周年に向け、従
来からの取組みに加え、自治体等関係機関との連携等により、積極的に施策を実施

<<従来からの取組み>>

本四高速道路の出交通量は、H27年度の4,186万台からH28年度の4,223万台に増加

与島ＰＡ歓迎旗振り
共同作成パンフレット

せとうち美術館ﾈｯﾄﾜｰｸ・
お城めぐりｽﾗﾝﾌﾟﾗﾘｰ

■ 本四高速道路の利用促進 （本四高速）
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神戸淡路鳴門自動車道全通20周年実行委員会

・記念式典
・記念フォーラム
・明石海峡大橋、大鳴門橋管理路ウォーク
・お客様感謝デー
・各自治体等における連携イベント 他

<地域との協働による取組み>
瀬戸大橋開通30周年記念事業岡山県/香川県実行委員会

・記念式典 ・瀬戸大橋体験学習
・ブルーインパルス記念飛行 ・花火大会
・瀬戸大橋塔頂ツアー ・クルーズ船寄港
・岡山・香川を巡る宝探しｹﾞｰﾑ ・海自艦艇一般公開
・瀬戸大橋ライトアップ
・瀬戸大橋3方向ツアー 他

<本四高速の取組み>

 瀬戸内地域の魅力を発掘し、効果的に発信

 地域の一層の活性化につなげるために地域と協働

≪周年事業への取組み≫

■ 本四高速道路の利用促進 （本四高速）

◯関係自治体のご協力をいただいて、瀬戸内地域の魅力や本四連絡橋の役割について、
知事・地元の著名人・有識者のコメント等を含むテレビ番組放送等による情報発信

◯関係自治体との協働・連携による取り組みや本四連絡橋が地域にもたらした効果など
について、新聞等を通じて情報発信
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≪インフラツアーの実施≫■ 明石海峡大橋、瀬戸大橋、多々羅大橋等の主要構造物でインフラツアーを実施、H28の参加
者約11,900人
■ 明石海峡大橋ブリッジワールドは累計10万人突破、海外から参加者は年々増加し、H28では
全体の21%

ブリッジワールド平成27年地域別海外参加者（41カ国）（人）

明石海峡大橋ブリッジワールド参加者数（人）

平成28年 橋梁体験イベント等の実施箇所

明石海峡大橋
・塔頂（ブリッジワールド）
・桁管理路 大鳴門橋桁管理路

来島海峡大橋 塔頂多々羅大橋
・塔頂
・桁外面作業車

生口橋塔頂

北備讃瀬戸大橋
・塔頂
・桁管理路
・アンカレイジ

（H19,H28はエレベータの点検等により長期間休止）

海外からの参加者
全体の約20% (2,019人)

海外からの参加率の増加

21%

20%

12%10%7%6%7%3%3%1% 1%

北備讃瀬戸大橋 アンカレイジ内

明石海峡大橋塔頂
ブリッジワールド

0%

多々羅大橋 桁外面作業車

■ 本四高速道路の利用促進 （本四高速）
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≪しまなみ海道地域における自転車活用の取組み≫

国際サイクリング⼤会（本線利⽤）サイクリング⼤会（⾃歩道利⽤）

レンタサイクル利⽤状況（尾道市+今治市）しまなみ海道サイクリングマップ

■ 企画割引による、自転車無料化を実施。
■ 自歩道の活用や高速道路本線を規制して行うサイクリング大会を実施。

（データ提供：尾道市、今治市より）

【運営主体】
尾道側：尾道市⇒平成29年3⽉より(⼀社)しまなみジャパンが継承
今治側：今治市

※ レンタサイクルターミナルはしまなみ海道開通時（平成11年4⽉）より運営

【前回⼤会】
・平成28年10⽉30⽇(⽇)
・3,539⼈参加
（うち外国⼈251⼈）

【次回⼤会(予定)】
・平成30年10⽉28⽇(⽇)
・7,000⼈規模

【前回⼤会】
・平成27年10⽉25⽇(⽇)
・約2,000⼈

【次回⼤会】
・平成29年11⽉26⽇(⽇)
・2,000⼈規模

主催：尾道・今治市→H29⼤会より（⼀社）しまなみジャパン 主催：瀬⼾内しまなみ海道・国際サイクリング⼤会実⾏委員会
（会⻑：広島県知事、愛媛県知事）

（広島県・愛媛県推奨ルート）

H26.7.19〜企画割引

■ 本四高速道路の利用促進 （本四高速）
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