
大三島自転車モデルコースづくり事業 

第 ４ 回 ワ ー ク シ ョ ッ プ 
 
日 時；平成 18 年 12 月 7 日（木）19：00～21：00 
場 所；大三島公民館大ホール（大三島町宮浦 5708） 
参加者；大三島町住民 15 名・上浦町住民 2 名・島外住民 2 名 

スタッフ まちづくり支援えひめ 
（前田 稲田 森本 萩森 木口 喜安 森田） 

     今治 NPO サポートセンター（山本） 
愛媛県今治地方局建設部建設企画課（高橋 大野） 

内 容：19：00 試走検証結果の報告 
    20：15 新コース提案 
    20：30 コース上の課題と解決策の検討 
    21：00 本事業の振り返りと総括 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでのワークショップで、島内の自転車モデルコースの根幹がほぼ固まりました。まずは、それ

ぞれのコースに参加者の意見が加味され、５つの新しいモデルコースが承認されました。その後、新し

いコースにおける安全面への配慮や立ち寄りポイント確認のために必要なサインなど、整備すべき事項

を共有しました。コース充実のために求められる住民の関わりについても、ディスカッションを展開。

立ち寄りポイントにおける案内ガイドや清掃活動などは、既存の担い手やシステムが説明され、その不

足を補う議論が進みました。 
参加者共通の大きな関心事項は、島の活性化です。自転車モデルコースづくりは、そのための手段に

過ぎません。参加者からは「この事業を通して、何が生まれるのかが大事。もっとゆっくり議論したい。」、

「せっかくできた自転車コースを観光客にはもちろん、住民にも活用してもらいたい」との声が聞かれ

ました。本時は４回にわたるワークショップの終了日でしたが、提案する５つのモデルコースをみんな

で活用し、島を元気にしていくスタートの日とも言えます。今後、地域の輪が広がることを願いします。

地域の皆さんと継続的な関わりを検討する場として、事業の成果報告会を開催したいと考えています。

 

 

１．試走検証結果の報告 

 第３回ワークショップでは、参加者が知恵を出 

し合い完成した５つの自転車モデルコースのうち、 

レンタサイクルを活用できる４つのコースについ 

て検証しました。試走での気付きが地図と記録写 

真をもとに説明されました。試走に参加したメン 

バーからは、「長く島に住んでいるが、初めて自転 

車で走った。おすすめコースだと実感できた。」と 

の声が聞かれ、完成度の高いコースとなっているこ  
とが確認できました。 

 

 

 

 

 



２．新コース提案 

 参加者が作成した自転車モデルコースに従って、新しくとりまとめたコースを参加者にお返しました。

コースの中で重複するエリアを整理したこと、選択性にすることが有効な資源などはオプションとした

こと、プロのサイクリストの意見を活かしたコースを付加したことなどを説明しました。検証結果の報

告の際、参加者から得られた視点を加味し、４つのおすすめコースと１つの紹介コースを提案すること

が決まりました。 

 

おすすめコース① 道の駅「御島」を起点・終点に宮浦地区を周るコース（Ａコースアレンジ） 

（住民の意見）           ▶▶▶▶▶  （提案するコース概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大山祇神社の参堂を行く 

「兵どもの足跡を辿る旅」 

大山祇神社が鎮座する宮浦の町を巡ります。

参堂となる地元の「商店街」は、車の旅では

素通りしてしまう隠れスポット。そこを抜け

宮浦港へ。その昔、押し寄せる参拝客が桟橋

から港に落下したというほど賑わった港で

す。地元のガイドがあなたを過去へ誘います。

 
ターゲット 大山祇神社の参拝客 

オプション マーレグラッシア 

      伯方の塩・塩工場 

・このエリアは個店が多く、また、紹介した

いところもたくさんある。 
・大三島町商工会青年部が平成１４年度に作

成したガイドマップがある。掲載されてい

る個店の中には、現在は営業していないと

ころもあり、課題を感じている。 

 

 

おすすめコース② 多々羅しまなみ公園間を起点・終点に上浦へ南下するコース（Ｄコースアレンジ） 

（住民の意見）           ▶▶▶▶▶  （提案するコース概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・非常に平坦な道路で、自転車のペダルをま

わすことが楽しめる。 

・愛媛県と広島県の県境を楽しめることが面

白い。 

・甘崎城は白村江の戦いの後に建てられたお

城で、水軍が拠点としていた。水の豊富な

場所に城は建立されるが、ここも同様で、

真水が湧き出ている。このような歴史を学

ぶことができるコースとしても提案でき

る。春と秋の大潮の時は、歩いて渡ること

ができる。 

広島まで行っちゃうよ 

「上浦まるごと満喫の旅」 

しまなみ海道や瀬戸内の島々が目前に広がる

開かれた道は、坂がなくてゆったり。散歩気

分でペダルを回せば、そこは広島県。短時間

の旅なのに、ちょっと遠くへ来た贅沢気分に

浸れます。鼻栗瀬戸展望台から眺め、中世の

歴史を静かに語る甘崎城など上浦町の魅力を

たっぷりどうぞ。 
 
ターゲット ファミリー 

オプション イチゴ狩り 
 

 

 

 

 



おすすめコース③ 道の駅「御島」を起点・終点に北部へ周遊するコース（Ｃコースアレンジ） 

（住民の意見）           ▶▶▶▶▶  （提案するコース概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各地域のお守りである八幡神社を再確認でき

た。 

・「さをり織り」はとても楽しい。オプションで

売り出すべきだ。 

・食事処がないコースである。お弁当を持参し、

半日くらいかけてゆっくり楽しんでもらいた

い。季節がよい時は最高のコースである。 

・地域の歴史や文化に親しむコースとして最適

である。時間をかけてゆっくりまわってもら

いたい。 

・一般の観光客の方が地元に触れる機会はなか

なか持てない。各地の八幡神社がそのような

機能を持てないか。石段を上りながら、地域

の歴史や文化の話を聴くのは楽しいのではな

いか。 

・各八幡神社の上り口に、杖をおいてはどうか。

ごりやくごりやく 

「地域八幡神社巡り旅」 

八幡神社を中心に歴史が紡がれてきた大三

島。脇道にハンドルを向けると現れる、神前

へ続く石段は圧感です。しばし自転車を離れ、

各地の歴史の深みに浸るひと時をゆっくりと

堪能できます。地元の人だけが集う秋祭りに

紛れ込む楽しさも。 
 

ターゲット 歴史好きな人 
オプション さをり織り  
      大久野島  

 

おすすめコース④ 多々羅しまなみ公園間を起点・終点に北部へ周遊するコース（Ｂコースアレンジ） 

（住民の意見）           ▶▶▶▶▶  （提案するコース概要） 

海辺を走り、八幡様で休む 

「大三島北岸ぶらり旅」 

右側に開けた海、左側に広がるみかん畑の中

をゆっくり流します。峠越えを含むこのエリ

アは、それなりに充実したサイクリングをお

望みに方にぴったりの距離と標高差。点在す

る八幡神社を旅の指標とすれば、オリエンテ

ーリング感覚で面白さが倍増です。 
 

ターゲット カップル 
オプション 温泉・しまなみドーム 
      多々羅しまなみ温泉 
      大三島美術館   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通学路として活用している峠道で、苦に

なるものではない。 

・木陰が多く、夏はおすすめのエリアであ

る。 

・３つの温泉は泉質や規模が異なり、全て

に入ってもらいたい。マーレグラッシア

は唯一、食事もでき、人気の温泉である。

多々羅温泉はこじんまりとしていて、家

族連れにはおすすめできる。前にある食

堂は名物おじさんがいて、楽しい。味も

いい。選択性にするなら、各温泉施設の

ＰＲが必要ではないか。 

・（Ｃコースの意見）海や景色に親しむコー

スとして最適である。短時間で周遊でき

るのではないか。 

 

 

 

 

 



紹介コース① 島の南部を周遊するコース（プロサイクリスト提案コース） 

       ＊起点・終点は自由 ＊宗方エリアにレンタサイクル拠点があれば便利 

（住民の意見）           ▶▶▶▶▶  （提案するコース概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・瀬戸、野々江、宗方のエリアは、アップ

ダウンはあるが、しまなみの眺望が美し

い。下り坂は瀬戸内の風を受け、走るこ

とができる爽快な道である。今回、コー

スに入っていないのは残念である。 

・自転車に乗りなれた方に提案する最高の

コースである。大三島の自然のすばらし

さを体感していただける。 

・昔に比べ、道路が整備されている 

・観光地として整備され、昔懐かしい道は

多くが失われている。大三島南岸の道は、

島嶼部らしい海沿いの道が残っている貴

重な場所である。 

・観光目的ではなく訪れる、全国のサイク

リストに売り出していいエリアである。

南岸の道はスピードを出してみたい方に

はおすすめできる。このようなエリアは、

他は大島西岸にしかない。 

・野々江トンネルが開通しているので、そ

ちらをメインルートとして提示し、従来

の道は、オプションとしてはどうか。 

大三島の自然を満喫 

「大三島南岸トライ旅」 

昔ながらの島らしい海岸線が続く、どこか懐

かしさのあるコースです。アップダウンに富

んだルートはかなりハード。それだけに潮風

を感じながら下るスピード感と爽快感は言葉

には尽くせません。大三島の絶景ポイントが

満載です。 

 

ターゲット サイクリングに自信がある人 

オプション ところミュージアム 

     ふるさと憩いの家 

※レンタサイクルポイント整備提案ルート 

 

 

 

 

３．コース上の課題と解決策の検討 

【安全面への配慮】 

 課題① ●多々羅しまなみ公園と御島間の自転車道に一時停止サインが必要なところがある。 

     ●多々羅しまなみ公園と御島間の自転車道に亀裂があり、大きな段差ができていて危ない。 

     ●多々羅しまなみ公園と御島間の自転車道に標識が消えているところがある。 

     ●盛キャンプ場に向かう下り勾配に、危険を促すサインが欲しい。 

 

 解決策（行政へお願いすること） 

     ●行政へ修繕やサイン設置を提案することとする。 

 

【自転車道や休憩所の整備と維持】 

課題① ●多々羅しまなみ公園と御島間の自転車道が荒れており、観光客におすすめできない。 

    ●多々羅しまなみ公園と御島間の自転車道は一人で走行するには寂しいエリアである。 

 



 解決策（住民が関わること） 

     ●花を植えるなど工夫をしてはどうか。 

 

 

課題② ●道路の落ち葉や汚れている休憩所を改善したい。 

 

 解決策（住民が関わること） 

     ●年に２回、自治会活動を中心に清掃をしている。生活に身近な道路は手が回るが、エリア

が広がると難しい状況である。無理の無い程度で、日常的に関わりたい。特に落ち葉の季

節は、掃除をするなど、地域に提案したい。 

（行政へお願いすること） 

     ●県道は愛媛県が、市道は今治市が管理している。日常的に住民の方に関わってもらう「Ⅰ

ロード」というしくみがある。保険加入や清掃後のごみ収集などは手伝うことができる。

掃除道具などの提供は現在できないが、要望があれば、検討される可能性はある。 

  

 

課題③ ●盛港前の自転車道の２箇所の休憩所は視界が悪い。 

 

 解決策（行政へお願いすること） 

     ●雑木を伐採するよう提案する。 

  

 

課題④ ●「大山祇神社」前は人通りが多く、危険である。 

 

 解決策（行政へお願いすること） 

     ●人通りが多いこと、自転車往来を注意することを伝える看板は現在、存在しない。確約は

できないが、コース提案に伴い必要だという声が高まれば、設置を検討することも可能で

ある。 

  

 

課題⑤ ●多々羅しまなみ公園と御島間の峠の手前に休憩所が欲しい。 

    ●盛のひょうたん島を眺められるところに休憩所が欲しい。その際、ひょうたん島の謂れを

紹介する看板を同時に整備したい。 

    ●多々羅大橋、しまなみドーム、ヒラメの養殖所が一望できるところに休憩所が欲しい。 

 解決策（行政へお願いすること） 

     ●適切な敷地もあるので、整備の提案をする。 

 

【立ち寄りポイントの魅力と必要なサイン】 

課題① ●地元のガイド「御島ガイドの会」が自転車で同行してくれるしくみが欲しい。 

 

 解決策（住民が関わること） 

     ●「御島ガイドの会」は、現在、「大山祇神社」でガイドをしている。「おすすめコース①」



の範囲なら、道の駅「御島」に事前に予約をいただければ、ガイドとして同行できる。 
 

 

課題② ●現在、大三島町でのガイド活動を、上浦町にも広げ、島全体のガイド活動を可能にしたい。 

 

 解決策（住民が関わること） 

     ●合併後、しまなみ海道全体を案内できる活動にしたいと考えた。今後、上浦町のことも勉

強し、視野を広げることで、可能になるかもしれない。 
●「大山祇神社」という核となる観光スポットがあると、地元の機運が盛り上がる。上浦町

では、その点を考えると難しい。まずは、「御島ガイドの会」の中に、上浦町の案内もでき

る方を育てていって欲しい。 
 

 

課題③ ●八幡神社の案内役を育てたり、宮司さんとのお話ができたりするといい。 

 

 解決策（住民が関わること） 

     ●地元の人や神社の協力が必要である。しくみがあれば、近所の方や宮司さんが案内をして

くれるだろう。ただ、コーディネーターが必要だと思う。 
 

 
課題④ ●八幡神社や阿奈波神社を紹介する観光案内板が欲しい。誰が作成し、設置すればいいのか。 

 

 解決策（行政へお願いすること） 

●3 年ほど前、行政から文化財保護委員に依頼し、看板を設置した。合併後でも、そのような 
やり方が可能であれば、提案したい。 

（住民が関わること） 

 ●地域の歴史、文化を学ぶ勉強会を続けたい。 
 

 

課題⑤ ●八幡神社、明光寺は案内看板がないと、主要道から脇道にそれるため到達できない。 

 

 解決策（行政へお願いすること） 

 ●目的地案内や次の目的地の案内（名称・到達距離）などの看板の整備を提案する。 
 

【情報発信とその際の配慮事項】 

課題① ●マップを作成するなどの情報発信の際、個店の名称を掲載するかどうかは検討すべき 

 

結 論 ●参加者の皆さんには、個店を紹介したコースをお返しする。 

    ●行政から情報が発信する際には、検討する。 

 

 意 見 ●観光客の視点に立てば、おすすめの食事処や土産店の情報は出すべき。個店のヒアリング

をして情報をアップしてはどうか。 



     ●自助努力も含め、地域の活性化のために、差別化は必要だと感じる。 
●競合する店がある場合は公平に掲載すべき。全情報を網羅したものを、今回の事業で作成

することは難しい。今回得た情報を商工会議所など、地元に返し、かわら版情報誌を作成

する提案をしてはどうか。 
●口コミ情報であれば、個店を紹介することは可能である。 
 
 

課題② ●出来上がったモデルコースを、観光客の皆さんには活用いただきたいことはもちろん、住

民にも活用してもらいたい。住民に管理を含め、継続的な関わりを促したい。 

 

結 論 ●本事業の成果報告会を今年度中に開催する。地域で自転車モデルコースの活かし方を検討

してもらう機会とする。 

 

意 見 ●大三島の自転車道を全国の人にＰＲするために、イベントをしてはどうか。ロードレース

などをすれば、大三島全体を知ってもらえる。しまなみ交流館やふるさと憩いの家、大三

島少年自然の家など、宿泊施設も充実している。 
●島の行事として、年に１回、モデルコースを走ってはどうか。 
●小中学校の授業で、モデルコースを走ってもらうように提案してはどうか。 

 

情 報 ●2017 年の愛媛県国体に向けて、各種競技のフィールドが検討されている。トライアスロン

競技については中島が有力だが、今治市では大三島と小田ヶ浜を候補地として提案したい。

ロードレースのコースも大三島を第一候補と考えている。まずは、道路の使用許可が認め

られるかが課題だが、住民のボランティア参加など、地元の盛り上がりも必要である。 

     ●「今治サイクリング協会」では、「ツアー・オブ・ジャパン」という 1週間にわたる自転車

の大会を大三島に招致したいと考えている。大きな舞台となることで、しまなみ海道と大

三島の魅力をアピールしたい。 

 

【自転車関連】 

 課題① ●「大山祇神社」の駐輪場の案内看板が分かりにくい。 
     ●レンタサイクルのメンテナンスの不備があった。サドルの高さなどのアドバイスが欲しい。 

 解決策（行政へお願いすること） 

     ●改善を提案する。 

 


