
2018年度 事業計画書 

「自転車」を核にした施策の先進地としても大きな注目を集め、全国各地からヒアリングに訪れてくれる地

域となった。来訪者の評価・関心が高い「自転車の休憩所“サイクルオアシス”」、旅人と住民をつなぐ「ガ

イドツアー」等、自転車旅行者と住民の温かい交流を育むと共に、環境・健康に効用がある自転車を暮らしに

取り入れる市民啓発を進めたい。サイクルオアシス総合拠点「ゲストハウス シクロの家」に続き、「なみか

た海の交流センター」内に「CYCLO CAFÉ & BOOK HOSTEL なみトみなと」をオープン。交流空間を活用し、住

民参画型の地域ファンづくり、健康・環境・交通への効用を意識したまちづくり活動に取り組みたい。 

 

１. まちなか移住交流推進事業（今治市補助事業） 

U・Iターン希望者と地域住民が一体となり、瀬戸内の風土で育まれた地場産業と新産業「サイクルツーリ

ズム」を融合するチャレンジを進めるとともに、健康・環境に効用がある自転車を暮らしに取り入れるライフ

スタイルの変革を推進する。自転車先進都市において働き、暮らす魅力を「見える化」し、持続的に幸せを実

感できるポテンシャルある町を発信、共有することを通して、移住・定住先としての選ばれる地域づくりを推

進する。 

①お試し居住 

地域活性化を学ぶ学生、地方移住・定住を志す個人起業家などを対象に、今治市に滞在し、事業を担う人材

を公募する。滞在中はサイクルオアシス総合拠点「シクロの家」を住まいとして提供し、「お試し居住」する

ことで、地域の風土に触れる機会を提供する。 

（1）時 期：随時（ホームページなどで公募） 

（2）場 所：サイクルオアシス総合拠点「シクロの家」 

（3）対象者：今治市へのU・Iターン希望者 

（4）内 容：シクロクルーの登録制度 

          ・移住コール相談→日帰り来訪→２週間以上の「お試し居住」の段階的受入 

             ・来訪時の移住相談、交流サイクリングツアーや移住講座への参加 

 

②空き家見学会 

まちなか活性化サロン ぷらっと（今治市中心市街地再生協議会）が保有する今治市中心市街地の遊休不動

産情報を提供し、希望に応じて相談会及び見学会を行う。まちなかに存在する使用されていない居住用又は事

業用の建物、賃貸建物の詳しい説明を提供し、マッチングを行う。 

（1）時 期：お試し移住者の受入期間中に随時実施 

（2）場 所：今治市中心市街地 

（3）対象者：今治市への U・Iターン希望者 

（4）内 容：相談会・見学会の実施など 

 

③交流サイクリングプログラムの企画・実施 

まちなか回遊ツールを活用し、交流サイクリングツアーを催行する。今治市中心市街地を起終点に、今治市

臨海部、山間部などを回遊する行程において、農産漁業の暮らし、地場産業の現場へ足を運び、今治市での働

き方、暮らし方を体感できるものとする。※連携：今治旅館組合 

（1）時 期：隔月・年間６回 

（2）場 所：今治市陸地部（臨海部など） 

（3）対象者：自転車旅行者（１５名×６回＝９０名） 

（4）内 容：○日帰りサイクリングツアーの実施 

○今治市中心部にある宿泊施設などとオプショナルツアー化 
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④まちなかマップの製作 

中心市街地には自転車休憩所「サイクルオアシス」が集積している。日常の中で住民が自転車旅行者へ多様

な情報を提供する交流拠点で、移住・定住希望者にとっては地域の生きた情報が収集できる施設であると考え

る。「サイクルオアシス総合拠点“シクロの家”」を拠点に「自転車」及び「徒歩」で回遊できる範囲の「サ

イクルオアシス」をマップとして紹介し、移住・定住希望者が地域を訪れた際に、気軽に立ち寄り、地域の情

報や暮らしの様子などを聞くことができるツールとする。 

（1）時 期：随時 

（2）場 所：今治市中心市街地エリア・はまかぜ海道沿線 

（3）対象者：今治市への U・Iターン希望者 

（4）内 容：まちなかマップの製作（まちなか広報マンのいる店“サイクルオアシス”） 

 

⑤暮らし相談会 

首都圏、関西圏で開催される移住相談会等の催しに参加し、今治市の魅力を発信する。今治市への移住や田

舎暮らしに関心を持つ県外在住者の個別相談に応じ、また今治市の印象についてアンケート調査を行い、今後

の移住促進活動につなぐ事業を展開する。 

（1）時 期：８月 

（2）場 所：首都圏 

（3）対象者：今治市への U・Iターン希望者 

（4）内 容：説明会・個別相談会の実施など 

 

２．女性の社会進出を支援する福祉ネットワークの構築 

～自転車による健康増進プログラム開発によるコミュニティ形成～ 

（平成30年度愛媛県「三浦保」愛基金社会福祉分野公募事業/単年度） 

自転車の健康効用をいかし、働き盛り世代への予防的取り組みを展開する。運動量の減少、食生活の偏りに

より、生活習慣病の増加、精神的ストレスの増大などが表面化しており、若年期からの運動習慣獲得は課題で

ある。特に平均寿命と健康寿命の差が大きい女性への介入に着目して取り組む。新しい価値を牽引する女性マ

ーケットに訴求する自転車健康づくりを普及することで、多様な世代に自転車運動を普及し、活力ある真の長

寿社会の実現に寄与することを目指す。 

① モニタリング事業の実施 

若年女性の運動習慣低下（体力・運動能力調査より）に鑑み、ライフスタイルに自転車を取り入れる女性を

増やす支援事業を展開する。具体的には地域の専門家（愛媛県理学療法士会・愛媛県栄養士会他）との連携に

より、身体（筋肉・骨・血行・肌・内臓等）と精神の安定に向き合う若年女性・働く女性を対象にしたモニタ

リング事業を実施する。女性特有の不調や老化現象と筋肉量との関わりを分析し、その結果を還元する。モニ

タリング期間中はサイクリングツアー等を提供し、基礎知識提供や仲間づくりを支援し、サイクリングの習慣

化を促す。無理なく生活習慣に取り入れる啓発活動としてモデル化し、県下全域で実践できる提供プログラム

として確立する。 

（1）時 期：6月～9月 

（2）場 所：なみかた海の交流センター・はまかぜ海道沿線 

（3）対象者：15名（20歳代まで年齢幅を拡充し、女性を募集）※３ヵ月間継続参加 

   ※食事（季節の食材をいかした質のよい食事）と運動（アウトドアフィットネス） 

の両輪にアプローチするイベント実施。モニター以外の一般参加も可能 各10名/延べ30名 

 

② 成果の地域還元 

モニタリングプログラムを県下全域で実践できる提供ものとして確立する。無理なく生活習慣に取り入れる

啓発活動としての活用を促す。 

2 

 



３．農泊推進事業（中国四国農政局/2か年事業） 

これまでの自転車旅行者の誘客による地域密着型の交流促進を基盤に、台湾等の新たな顧客層をターゲット

にした商品開発、情報発信による誘客活動を展開する。島嶼部を中心とした自転車まちづくりのネットワーク

組織「しまなみスローサイクリング協議会（2008 年組織化）」に新たな参画者を募り、地域参画型の農山漁

村地域の活性化につながる活動を展開する。 

①台湾市場マーケティングイベント（１回） 

集客促進と旅行業外収入の確保に向け、台湾市場でのしまなみ海道農泊マーケティングイベントを実施する。 

②モニターツアーの開催（３回） 

マーケティングイベントの成果を踏まえ、20 人規模のモニターツアーを３回程度開催する。 

③組織体制拡充 

１年目に開発した商品、プログラムの担い手が参画する協議会を発足する。旅行プランニングサポート、予

約決済、現地での受入対応〔ランドオペレーション〕、地域広域連携を目指す。 

④集客・物販サイトの開設 

台湾現地のオンライントラベルエージェントとリアル店舗の協力を得たしまなみ海道への集客と物販を実

践するサイトを開設・運用する。（平成 30年度秋以降の開設を目標） 

 

 

４．高齢者等の余暇活動支援のための自転車タクシー運用実験（2018年度年賀寄附金配分金） 

自転車に乗りたいというニーズが体力面等から自転車乗車が困難な高齢者、障がい者等に広がっている背景

を受け、「自転車タクシー（ベロタクシー）」の運行を実験的に行う。案内ガイドの養成と観光ガイド付きサ

イクリングツアーを造成し、老若男女がサイクリングを楽しめるアクティビティを創出、かつ移動手段として

利便性がある自転車の回遊交通ネットワークのしくみを確立する。 

① 自転車タクシー乗車体験 

 今治市中心市街地において、自転車タクシーの乗車体験を行い、新たな交通手段のニーズ把握と普及啓発を

行う。起終点となる停留所「サイクルオアシス」には目印となるサイン整備を行う。 

② サイクリングガイドツアーの実施 

自転車タクシーを利用した案内ガイド付きサイクリングツアーを企画、催行する。「JR今治駅～はまかぜ海

道～大角海浜公園」への複数ある導線等をつなぐツアーを催行し、途中の「サイクルオアシス」の利活用等を

シュミレーションする。自転車タクシー２台（運転手１名・参加者２名/１台）の利用者は抽選とし、タンデ

ム自転車、スポーツバイクを含む募集型のツアーとして３回、催行する。 

③ 自転車タクシー利用のためのツール作製としくみの検討 

自転車タクシーの運行ルート上の課題整理、資源発掘等を行う。「サイクルオアシス」を停留所として活用

した、最適な周遊ルートを選択し、定期的な運行に向けた基盤を整える。停留所等の起終点周辺での飲食、シ

ョッピング、散策等を楽しむための情報誌を合わせて製作する。 

 

３．フェイスブック「しまなみサイクリングパラダイス」運営管理業務（愛媛県東予地方局委託事業） 

フェイスブック「しまなみサイクリングパラダイス」を通じて、瀬戸内しまなみ海道をサイクリストの聖地

としての魅力を広く国内外にアピールする。これまでの運営で課題となっている１０～２０代の若者のファン

獲得、さらに県外利用者の増加を意識した記事の配信に取り組むと共に、海外向けの配信を月に１回行い、増

加傾向の外国人サイクリストへの発信力を強化する。多様なサイクリング愛好者のつながりを深め、しまなみ

サイクリングへのリピーター増を図る。 
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４．平成 29年度東予（とうよ）・中予（ちゅうよ）サイクルオアシス整備事業 

（愛媛県西条地方局・中予地方局委託事業 2016 年～2018 年度/3か年事業） 

サイクリストが、気軽に立ち寄って休憩や地域の人々との交流を図ることができるが「サイクルオアシス」

を整備する。自転車旅を支える「サイクルオアシス」のしくみを県下全体に広げることで、地域における交流

人口の拡大や活性化を図る。 

① オアシスの募集・現地調査等 

② オアシスへの器材整備・運営に関する助言 

 

５．自転車ツーキニスト拡大事業（愛媛県委託事業） 

愛媛県の企業経営者、人事担当者等を対象に自転車通勤が従業員の心身の健康につながり、結果的に企業の

健康経営の一助になることを周知すると共に、広く従業員へのスポーツバイク普及を啓発する活動を行う。も

って広く愛媛県内の企業に自転車通勤を推進し、自転車ツーキニストの増加による「愛媛らしい」温暖化対策

を促進する。 

① 自転車通勤と健康経営をテーマにした講演会の開催 

（1）時 期：８月 

（2）場 所：松山市 

（3）対象者：県内企業の経営者、総務・人事担当者 

       自転車ツーキニスト推進事業所社員 

       県、市町職員 

（4）内 容：自転車通勤を通じた取組事例紹介、自転車通勤がもたらす効果の検証結果の紹介をする講演会

において「女性を対象とした自転車通勤モニタリング事業の事例紹介」  ※担当 

 

②自転車ツーキニスト推進事業所向けワークショップ 

（1）時 期：９月～１１月に２回 

（2）場 所：松山市 

（3）対象者：県内企業の経営者、総務・人事担当者 

       自転車ツーキニスト推進事業所社員 

       県、市町職員 （15 人×2回＝30 人） 

（4）内 容：参加者同士の情報共有やグループワークを行う。事業所で自転車通勤を推進することによる好

影響や取組み可能な策などを具体的に検討・イメージしてもらう内容とする。 

      

６．中予魅力発掘事業（愛媛県中予地方局委託事業） 

 中予地域の「おもてなし」の場所として整備した「中予（ちゅうよ）サイクルオアシス」に立ち寄る等、魅

力的なサイクリングルートを造成し、ツアーを行う。中予地域のサイクリングルートのポテンシャルを発信し、

地域における交流人口の拡大や活性化を図る。 

（1）時 期：１０月 

（2）場 所：松山市 

（3）対象者：外国人留学生（15人×2回＝30人） 

（4）内 容：中予サイクリングお勧めスポットを巡るコースを複数設定し、公募で集まった外国人留学生を 

対象にしたサイクリングツアーを行う。 

（5）その他：本事業の前に「中予サイクリングお勧めスポット」公募事業、本事業の後に「参加者（留学生）

による意見交換会」を愛媛県直営で行う。 
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７．しまなみランニングバイク選手権2018inレインボーハイランド開催業務 

  （公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 委託事業） 

自然に親しみながら、様々な体験活動ができる「松山市野外活動センター」において、自転車新文化の普及

啓発を進める愛媛県らしい「しまなみランニングバイク選手権」を開催する。未就学児に自転車の楽しさや交

通規則の周知を体験型で学ぶ機会とするとともに、施設の閑散期の利用促進を図り、年間にわたるバランス良

い稼働に貢献する。 

日 程：平成30年2月25日（日）(仮) 

 場 所：松山市野外活動センター（愛媛県松山市菅沢町乙280番地） 

 対 象：選手の募集と一般来場 

 

８．なみかた海の交流センター管理運営事業（今治市委託事業/3か年事業） 

1階の交流スペースを活用し、展示機能「自転車旅行博物館」、飲食提供「シクロカフェ」を行ってきた。

また、未就学児を対象にした「自転車ヒロバ」、住民の健康増進プロジェクト「しまなみアウトドアフィット

ネス」等、各種プログラム提供による集客を図ってきた。一定の効果はあるものの、安定した収益源確保には

至っていない。カフェ機能の強化によりサイクリング途中の休憩・ブランチタイムを過ごせる居心地のいい空

間とサービスの創出と合わせ、2階の一部を活用し、宿泊機能を加えた運営を行うこととする。昨今、多様な

形態の宿泊施設が存在する中、見直されつつある「ユースホステル」スタイルの利点を取り入れた宿泊機能の

提供を行う。 

① 名称：CYCLO CAFÉ & BOOK HOSTEL  なみトみなと 

②機能 

⑴シクロカフェ   

 瀬戸内の食文化、旬の食材を大切に提供するカフェを運営する。日本一の漁獲量を誇る鯛をはじめ、温暖な

気候で育つビタミン豊富な畑の幸をいかしたフード・ドリンクメニューを提供する。サイクリングで訪れた

方々の疲労回復・美容効果に配慮し、調理の仕方、食べ方の提案にも取り組む。 

場所：１階交流スペース使用 

時間：開館日・毎日/11：00～15：00（LO14：30） 

 

⑵自転車旅行博物館   

「旅を見る・触れる・学ぶ」をコンセプトにした自転車旅行文化を紹介する展示及び書籍を設ける。世界一

周を成し遂げた「宇都宮一成・トモ子夫妻」旅のアイテム展示、旅のバイブルとなる書籍を整える。自転車

を愛する著名人の旅アイテム等、個人所蔵の品々の企画展示を随時、展開する。 

場所：１階交流スペース使用 

時間：開館日・毎日 

 

⑶ホステル 

 四国の最北端へ誘うルート上に位置し、瀬戸内の多島美、来島海峡大橋の大パノラマが楽しめる景勝地をい

かした宿泊施設を運営する。キャンプ地として知られる「大角海浜公園」等、アウトドアレクレーション環境

にも恵まれていることをいかした運営を行う。 

場所：２階一部使用 

時間：チェックイン 15:00・チェックアウト 10:00 

形態：簡易宿所営業 
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 [概要] 

素泊まり宿（自炊・持ち込み・外食のフリースタイル） 

■宿泊スペース 〇個 室：３部屋（3,000 円/１泊） 〇相部屋：各１部屋（2,500 円/１泊） 

■共用スペース 〇シャワー：男女別シャワー 〇共用コインロッカー 〇コインランドリー＆物干し場 

■コミュニティスペース：〇談話室  〇ドリンク＆Bar カウンター 〇ミニキッチン 

■情報スペース：〇書 棚：自転車系雑誌・旅行記・情報誌等が閲覧自由。〇掲示板 〇PC 〇物販 

■バイク・セルフメンテナンスルーム：〇自転車の整備 〇メカニックのアドバイス  

 

⑷キッズのあそび場開設事業 

 「なみかた海の交流センター」前（波方港）の空間に未就学児に人気のランニングバイク（玩具）の遊び場

をつくる。子ども達の成果発表の場として「しまなみランニングバイク選手権」を開催。自転車に親しむ三世

代交流のプログラムを展開する。夏には海に親しむイベントとして、「来島ウォータートレイル事務局」と連

携し、シーカヤック体験を提供し、県内外の来訪者を呼び込む。 

① 自転車ヒロバのオープン 

開催日：7/28(土) 8/4（土） 5（日） 11（土） 12（日） 18（土） 19（日） 26（日） 9/29(土) 30(日) 

②しまなみランニングバイク選手権2017の開催 

  開催日：11/3（金・祝） 

② ガイドと行く来島海峡パドリング2018 

開催日：7/14(土)15(日)又は7/21(土)22(日) 又は8/4（土）5（日） 

 

 

９．宿泊業「ゲストハウス シクロの家」 

レジャーサイクリング愛好者、バックパッカー（期間の長い自由旅）などの旅人がつながる空間・ゲストハ

ウスをまちの玄関口（今治駅前）にオープンした。安価なゲストハウス運営により、短期から中長期滞在の新

規顧客獲得による、地域活性化を目指す。また、しまなみ島しょ部からスタートした「しまなみサイクルオア

シス」のしくみが瀬戸内海を見渡す臨海部、愛媛県下への移転する中、各オアシスの中継地「サイクルオアシ

ス総合拠点」としての機能充実を進める。 

※「１」との連動事業 

素泊まり宿（自炊・持ち込み・外食のフリースタイル） 

■宿泊スペース 〇個 室：３部屋（3,000 円/１泊） 〇相部屋：各１部屋（2,500 円/１泊） 

■共用スペース 〇シャワー：男女別シャワー 〇共用コインロッカー 〇コインランドリー＆物干し場 

■コミュニティスペース：〇談話室  〇ドリンク＆Bar カウンター 〇ミニキッチン 

■情報スペース：〇書 棚：自転車系雑誌・旅行記・情報誌等が閲覧自由。〇掲示板 〇PC 〇物販 

■バイク・セルフメンテナンスルーム：〇自転車の整備 〇メカニックのアドバイス  

  

10．地域限定旅行業「ツアー販売」 

「地域限定旅行業社」として、企画旅行、手配旅行を多様な機関、住民とのタイアップのもと提供する。 

①サイクルトレインしまなみ号（手配旅行/四国旅客鉄道株式会社 ワープ松山） 

自転車を解体せず、そのまま車内に持ち込める「サイクルトレインしまなみ号」を提供する。 

業務内容：予約受付・JR波止浜駅オペレーション 
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②シクロガイドツアー（企画旅行） 

アイランドホッピングツアー 

瀬戸内海を面で楽しむ一泊二日の募集型サイクリングツアーを行う。 

■ツアー①4月 14 日(土)・15日(日)  

ビギナー女性が安心して参加できる女性限定ツアーにより自転車愛好者のすそ野拡大を目指すツアー。 

「シクロ女子旅！女子だけで行く瀬戸内の旅」 

■ツアー②7月 21 日(土)・22日(日)  

島しょ部でのキャンプを盛り込み、自転車でゆっくり旅することを啓発するツアー。 

「アウトドアでいこう！ キャンプツーリング」 

■ツアー③9月 15 日(土)・16日(日)  

ビギナー女性が安心して参加できる女性限定ツアーにより自転車愛好者のすそ野拡大を目指すツアー。 

「シクロ女子旅！女子だけで行く瀬戸内の旅」 

■ツアー④3月 16 日(土)・17日（日） 

 タンデム自転車で縦断できるしまなみの独自性をいかしたツアー 

 タンデムファン 集まれ！タンデム自転車まつり」 

 

③しまなみスローサイクリングのすすめ 

まちなか（ゲストハウス シクロの家）を起終点に陸地部・臨海部を楽しむサイクリングツアーを行う。 

 まちなか移住交流推進事業と連動 

 

④パートナーツアー 

関西圏、首都圏のエージェントとのパイプづくり 

提携商品の売込又はガイド派遣のしくみ構築 

⑤オーダーメイドツアー 

個人オーダーメイドツアー、社員旅行等の団体オーダーメイドツアーの販売 

 

11．物品販売 

①商品開発 

「ゲストハウス シクロの家」・「なみかた海の交流センター」の機能強化等を見据え、商品展開のバリ

エーションを多様化する。 

○しまなみの波・山・そして時間を感じるオリジナル商品の開発 

○シクロテイストを感じる他社商品の委託販売を検討 

② 商品販売 

 当会の顔となっている「島走」商品の戦略的販売（「島走」の一部は当会の商標） 

「島走 BOOK」「島走 MAP」「島走 T シャツ」の販売数を高める。 

※販売数を伸ばし、製造コストを抑え、収益につなぐ。 

 ○店頭販売の実現 

 ○インターネットショッピングの立ち上げ 

 

12．講師派遣 

 しまなみ自転車進行等に関することについて、依頼に基づき、講師を派遣する。 

 

13．審議会・委員会・意見交換会への参加 

しまなみ自転車進行等に関することについて、依頼に基づき、会議に参加する。 
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