
静岡県 文化・観光部 スポーツ局 スポーツ振興課

東京2020オリンピック・パラリンピック
自転車競技開催を契機とした
サイクルスポーツの聖地創造



東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技会場

伊豆ベロドローム
（トラック）

日本サイクルスポーツセンター
（MTB）今後造成予定

オリンピック自転車競技のうち、
トラック、マウンテンバイク、ロード競技、
パラリンピック自転車競技(トラック、ロード)

が静岡県で開催



東京2020オリンピック自転車競技日程

※本スケジュールは東京2020オリンピック競技大会が終わるまで変更または修正される可能性あり



東京2020パラリンピック自転車競技日程

※本スケジュールは東京2020パラリンピック競技大会が終わるまで変更または修正される可能性あり



平成27年12月 オリンピック自転車競技の本県開催が決定

トラック･MTBの伊豆開催が決定(パラリンピック自転車競技はH28.4決定)

平成28年５月 静岡県サイクルスポーツ協議会を設立

目的: オリンピック・パラリンピック自転車競技開催を契機に、
国内外のサイクリストの憧れを呼ぶ聖地“ふじのくに”を実現する

座長: 静岡県文化･観光部スポーツ局長

委員: 自転車競技･サイクリング普及団体､サイクリスト受入団体､ 地域実践団体及び
行政の関係機関 官民の26名（地域実践団体と一部行政関係の５名はH28から参画）

取組: H28 ●実走調査の実施（６地域、６コース）
●サイクルスポーツの聖地実現に向けた戦略体系の構築

H29 ●受入態勢の整備
・静岡県のサイクル情報を一元化したウェブサイト開設
・バイシクルピットの整備（東部・伊豆地域）
・県民が自転車に親しむイベントの開催（５圏域）

●地域実践団体の参画
・東部・伊豆地域において協働事業の先行実施（９月補正）

●ツーリズム部会と安全部会を設置

平成30年４月 静岡県サイクルスポーツの聖地創造会議を設立

議長：静岡県知事 副議長：市長会長、町村会長
委員：競技、ツーリズム、愛好者の裾野拡大、走行環境整備 各関係者27名

取組：●静岡県自転車活用推進計画の策定（平成31年３月予定）
●地域実践団体による取組（全県）

これまでの経緯

２サイクルスポーツの聖地づくりに向けた取組



議長：静岡県知事 副議長：市長会長、町村会長

幹事長 スポーツ担当部長
幹 事 各部会長(4部会)､スポーツ担当補佐官､
広報アドバイザー､元自転車専門誌編集長

･部会協議への助言 等
･聖地のイメージを確立するための
情報発信戦略検討

企画広報戦略幹事会

自転車競技団体､元選手(ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ)､
パラサイクリング競技団体､ﾚｰｽ主催者 等

･自転車競技の振興とｱｽﾘｰﾄ育成
･自転車競技に対する県民の興味喚起

サイクリングツーリズム推進主体、
観光関係団体、地域実践団体 等

･サイクリングを通じた国内外との交流促進
･交流促進のための受入態勢整備

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ愛好者団体､自転車販売業団体､
サイクルスポーツセンター､地域実践団体 等

･愛好者の裾野の拡大
･安全走行のための技術向上

競 技 振 興 部 会

サイクルツーリズム部会

裾野拡大・安全部会

国道管理者(県内国道河川３事務所)、
県道管理者 等

･安全で快適な自転車走行のための環境整備

走行空間整備部会

35市町 自転車振興施策担当課長
市町連絡会議

平成30年４月設立

５静岡県サイクルスポーツの聖地創造会議



国内外から多くのサイクリスト、自転車競技者が訪れ、交流する地域
住民の多くが自転車に親しみ、サイクリストを理解し、温かくもてなす地域社会

応援する人・ 観戦愛好家
交通安全の関連施策

県民自転車愛好家
(サイクリスト)

スポーツや
レクリェーション
としての利用者

観光客

日常生活の移動手段
としての利用者

障害の
ある方など ソフト整備 ハード整備

競技会場整備

競技・練習環境整備

自転車走行
空間整備

トラック、ＭＴＢ、ロード･
パラサイクリング等競技の

アジアの中心地への成長
プロ、競技選手

（トップアスリート）

日本随一の自転車
アスリート育成体制の創出

競技部、実業団選手等
（アスリート）

国際的なサイクル
ツーリズムの目的地の創造

自転車を安全･快適に利用し、
誰もが親しむ地域社会の形成

６サイクルスポーツの聖地実現に向けた戦略体系



サイクルスポーツの聖地創造会議

企画広報戦略幹事会

部会：競技振興、サイクルツーリズム

裾野拡大・安全、走行空間整備

議長：知事

副議長：市長会長

町村会長

市町連絡会議

平成30年６月11日発足

委員長：静岡県スポーツ担当部長

○構成

施設所有者、自転車競技団体、

組織委員会、地元市町等

東京オリンピック･パラリンピック

レガシー検討委員会

レガシー創出に

係る早期検討の

意見

報告

東京オリンピック・パラリンピック自転車競技レガシー検討委員会

■目 的

■検討事項

トラック・マウンテンバイク競技会場及びロード競技会場（コースを含む）
のレガシー創出について、関係者が一体となって検討し、取り組む

・サイクルスポーツの聖地実現に向けた、競技会場等の位置づけや
目指すべき方向性について
・競技会場等の大会後の利活用に係る方向性及び必要な機能について
・レガシー創出に向けた関係者による連携した取組について
・伊豆半島・東部地域へのレガシーの波及について など



サイクルスポーツの聖地づくりに向けた取組
サイクリストの受入態勢整備

・静岡県観光協会が運営する｢ハローナビしずおか｣
内にサイト設置

・サイクリングコース142、
レンタサイクル73、
ヒヤリハット28、
バイシクルピット341

・スマートフォン、英語対応
・Facebookと連携した
情報発信

●ウエブサイト｢SHIZUOKA CYCLING｣の開設（平成30年3月開設）

●バイシクルピットの整備
バイシクルピットは、サイクリストが安全・快適に走行
できるよう、休憩や自転車のメンテナンスのため、気軽
に立ち寄ることができる場所
駐輪スペースを有し、空気入れ、工具の貸出が可能

圏域 設置数

東部･伊豆 183

中部･志太榛原 26

中東遠 58

西部 74



サイクルスポーツの聖地づくりに向けた取組

受入態勢整備

●ヒヤリハット情報の発信

主要なサイクルリングコースを実走
調査し、道路や交通状況等を取りま
とめた。
初めての場所でも、安全・快適にサ
イクリングができるよう
｢SHIZUOKA CYCLING｣で情報発信
している。

セクションごとに道路や交通状況を記載する
ほか、特に走行に影響がある箇所には、吹き
出しと写真で注意喚起している。

地 域 コ ー ス

伊 豆 修善寺～下田

東 部 朝霧高原～道の駅｢すばしり｣

中 部 宇津ノ谷峠～三保～由比漁港

志太榛原 宇津ノ谷峠～大井川港～静岡空港

中東遠 相良海岸～掛川駅～天竜二俣駅

西 部 道の駅潮見坂～舞阪～瀬戸港

東部地域の事例（富士山周辺）



サイクリスト受入態勢整備 (1) 

●サイクリストウェルカムの宿

・室内に自転車を持ち込みできる宿泊施設

・サイクルラックを備えた
バスの運行

・乗客１名につき１台利用
可能（無料）

バス（東海自動車） 鉄道（伊豆急、伊豆箱根鉄道、
天竜浜名湖鉄道）

・サイクル
トレインの運行

駿河湾フェリー

クルーズ&ライドで海と山を堪能

● 公共交通機関の対応（モーダルミックス）

●サイクリストウェルカムなカフェ



サイクリスト受入態勢整備 (2)

●その他のサイクル拠点

廃校を活用した
サイクル拠点
（沼津市
旧静浦東小跡）

バイシクルピットを
整備し、空港周辺に
３つのコースを設定

NUMAZUサイクル
ステーション静浦東

富士山静岡空港

道の駅 ゲートウェイ函南

レンタサイクルのほか、
サイクリスト向けの

カフェを併設

MERIDA X BASE

自転車メーカーの展示場
全車種のレンタルが可能



多彩なサイクルイベント
●自転車競技

静岡県では２つのステージが開催
イタリアとの交流を機に始まった
ヒルクライム大会

・ツアーオブジャパン ・FUJI-ZONCOLAN ヒルクライム

●一般サイクリスト

・富士山ぐるっと一周100kmサイクリング大会

・ゆるゆる遠州ガイドライド

・ハマイチ（浜名湖一周）

・伊豆いち！ （伊豆一周）

・清水町クリテリウム



14

お茶ルート

世界農業遺産 茶草場
世界農業遺産 わさび

ユネスコ世界ジオパーク

世界で最も美しい湾クラブ

世界文化遺産

オリンピック・パラリンピック
ロードレースコース

南アルプス ユネスコエコパーク

世界文化遺産

世界クラスの資源群を巡る自転車ネットワークの形成



ご清聴ありがとうございました


