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一般社団法人鳴門板野青年会議所



鳴門市は，四国の玄関口に位置し，世界最大規模の「鳴門の渦

潮」，四国八十八ヶ所霊場一番札所「霊山寺」をはじめ，「大塚
国際美術館」，「旧鳴門スカイライン」，「大谷焼」など，数多

くの観光資源に恵まれております。県内随一の観光地として，更

なる活性化を図り，通過型観光地から滞在型観光地へと飛躍する
ため，新たな観光振興に，官民連携のもと積極的に取り組んでい
く必要があります。

近年，訪日外国人旅行者の増加などにより，従来の「見てまわ
る観光」から「体験する観光」へと観光需要が変化してきてお

り，中でも，気軽に地域を巡りながら，自然や歴史・文化を身近
に感じることができる，ポタリングやサイクリングツアーの人気

が高まりつつあります。また，新型コロナウィルス感染拡大を契

機として注目される「新たな生活様式」においても，自転車の活
用が推奨されており，今後，観光も含め，益々その利用が拡大し
ていくものと考えられます。

こうした中，鳴門市においては，令和３年３月に『鳴門市自転

車活用推進計画』を策定し，「自転車広域観光都市"なると"にお

ける自転車フレンドリーなまちづくり」をコンセプトとして，自
転車を活用した観光振興のための各種施策を展開することとして

おります。

一方，鳴門板野青年会議所においても，自転車観光の魅力の発
信と，大鳴門橋への自転車道設置の実現に向けた地元の機運を高

めるため，自転車で地域を巡るスタンプラリーを開催するなど，

自転車の活用促進に向けた取組を進めております。スタンプラリ
ーでは，参加者へのアンケートを実施しており，ルート上での良
かった景観や走行環境の向上などについて，多くの意見が寄せら

れ，自転車の活用に対する期待の大きさが改めて示されました。



現在，徳島・兵庫両県では，大鳴門橋の桁下空間を活用した自

転車道の設置が計画されております。将来，この自転車道の設置
が実現すれば，鳴門市の新たな観光拠点となることはもとより，

自転車道で四国と淡路島が結ばれることで，鳴門市を拠点とした

広域的なサイクリングルートが形成され，周辺地域の観光振興に
大きく寄与するものとなります。

つきましては，サイクリングルートにおける走行環境の向上と

大鳴門橋自転車道の早期整備について，次のとおり要望いたしま
す。

＜要望事項＞

１ 主要地方道鳴門公園線及び一般県道亀浦港櫛木線の

カラー舗装等の路側帯整備と注意喚起看板の設置

２ 大鳴門橋自転車道の早期開通

令和３年１１月２６日

一般社団法人 鳴門板野青年会議所

理事長 小林 伸生





事 業 名：サイクリングde鳴門満喫スタンプラリー

事業詳細：別資料参照

事業結果：①広報結果

　１）広報期間：２０２１年９月１３日～１０月１３日　３０日間

　２）広報実績：使用媒体　インスタグラム
　　　　　　　　広報ターゲット　地域…徳島市、鳴門市、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西宮市、尼崎市、芦屋市、明石市
　　　　　　　　　　　　　　　　年齢…ロードバイク、サイクリング、ロードレース、自転車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関心がある１８歳～６５歳

　３）広報結果：いいね数　…４２３
　　　　　　　　アクセス数…１６３９
　　　　　　　　リーチ数　…３４６３０

　　　　　　　②参加者数

　　スタンプラリーサイト総閲覧者数…１１６４
　　参加者数…１４０名（応募者８５名）
　　総スタンプ数…１７４７
　　特典応募数…スタンプ１０個コース　４９（県外１２）
　　　　　　　　　　　スタンプ２０個コース　５６（県外１１）

サイクリング事業実証報告

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

インスタグラム各数推移状況

リーチ数 いいね数 アクセス数



　　　　　　　③アンケート結果

　　知人 36
　　鳴門板野青年会議所HP 18
　　インスタグラム広告 17
　　スポーツエントリー 7
　　その他 20

その他

Ｑ２.鳴門市内を走って不便に感じたところはありますか
　　路面状況が悪い 36
　　道が狭く車両に恐怖を感じる 17
　　特に無い 13
　　坂道がきつい 5
　　小鳴門橋 3
　　鳴門市役所近辺の路面 2
　　風がきつい 2

Ｑ３.今後、鳴門市のサイクリングロードに必要と思うことや要望を教えてください。
　　路面の補修 27
　　自転車専用レーンの設置 21
　　特に無い 13
　　大鳴門橋自転車道の開通 10
　　また開催してほしい 7
　　自転車道案内板の設置 6
　　店舗や施設の充実 4
　　絶景ポイント案内板の設置 2
　　その他 9

Ｑ１.本事業を何で知りましたか

CYCLE SPACE UZU、徳島新聞、テレビ、
CYCLE SPOTS、Facebook、ポスター、
サイクリスト、サークルの情報
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アンケート一覧 

 

これまでにどのようなサイクリングイベントに参加したことがありますか？ 

 

・右下、西阿波 

・ファンライド 

・四国の右下 

・四国の右下 しまなみロード 鳴門淡路ロード 

・グルメライド 

・今回初めて 

・なし 

・なし 

・四国の右下チャリ麺 

・ツールドにし阿波 

・ロングライド 

・レース、ガイドツアーライド 

・なし 

・那賀川センチュリーライド 

・なし 

・なし 

・始めて参加しました 

・ありません。 

・始めて 

・今回ぎ初めて 

・初参加 

・無し 

・初めてです 

・子供と藍場浜から小松まで往復のサイクリング 

・なし 

・ない 

・今回が初めての参加です。 

・無し 

・ツールドにし阿波 

・無い 

・鳴門あわじグルメライド、淡路島ロングライド等 

・ない 

・ショップ主催のライド、スポーツエントリー開催のイベントなど 

・那賀川センチュリーライド 

・鳴門グルメライド 

・しまなみ海道 

・ツールド 103 

・那賀川 

・ない 



・初めてです 

・コウノトリ ジオライド 

・なし 

・走行会 

・ライドオンすさみ 

・初めて 

・あわいち 

・RIDE ON SUSAMI 

・無い 

・ツールドにし阿波 

・グランツールせとうち ツールド 103 小豆島センチュリーライド 

・ないです。 

・ツールド 103 

・ライドイベント 

・サイクリングしまなみ 

・ツールド南さつま 

・いいえ 

・吉野川センチュリーライド 

・初めて 

・ツール・ド・にしあわ 

・ないです 

・サイクリングしまなみ 

・参加なし 

・ありません 

・ツールド 103 

・ツールド佐伯、グレートアース宮崎、etc 

・初めて参加 

・鳴門・南あわじ渦潮グルメライド 

 

鳴門市内をサイクリングして良いと思った場所は何処ですか？ 

 

・スプンティーノ 

・鳴門公園の大鳴門橋が見える場所 

・ナルトスカイライン 

・海辺の景色が良い 

・景色が良い。 

・景色 

・びんびや 

・綺麗 

・景色がいい 

・景色が素敵 

・渦見茶屋の絶景スポット 

・鳴門スカイライン 



・四方見展望台 

・海 

・海と山の景色 

・景色や走りやすさ 

・鳴門スカイライン 

・観光地が多い 

・四方身展望台 

・鳴門スカイライン 

・鳴門の渦が見えるのが、よかった。 

・鳴門スカイライン 

・鳴門渦潮が、みえるところ 

・スカイライン 

・海岸線 

・渦見茶屋周辺が綺麗でした 

・海岸線やスカイラインなど景色が楽しめる 

・高島から渡船で渡れたところ 

・アップダウンがあり景色がきれい。 

・コスタ〜さかな市の海沿い 

・景色がイイ 

・海が非常に綺麗で、天気の良いと気持ち良かったです。 

・景色が良かった 

・鳴門は景色がとても良い 

・鳴門スカイライン 

・スカイライン 

・大毛島 

・綺麗な山と海岸線 

・海岸線 

・鳴門スカイライン、鳴門公園 

・北灘 国道 

・スカイライン 

・景色最高 

・スカイライン 

・岡崎城 岡崎海岸 

・島田島 

・鳴門北インター付近の海岸沿い 

・海岸線を走れたこと 

・車が少ない 

・なるとスカイライン 

・ウチノウミ 

・海岸沿いと橋 

・スカイライン 

・海岸沿いの景色 

・海岸沿いと橋 



・土佐泊、海岸線 

・鳴門スカイライン 

・鳴門スカイライン 

・小鳴門大橋 

・鳴門公園 

・渦潮 

・鳴門スカイライン 

・山と海が好い加減で混在 

・大毛島東海岸沿い 

・霊山寺周辺 

・鳴門スカイライン 

・大麻 

・海沿いの景色 

・大鳴門橋付近など海沿いが気持ち良いです。 

・鳴門スカイライン 

・鳴門スカイライン 

・鳴門スカイライン 

・海もあり山もある 

・景色が綺麗で風が気持ちいい 

・海岸沿い 

・鳴門スカイライン 

・ウチノ海を望む高島やスカイラインからの眺め 

・海岸沿い 

・ナルスカ、大坂峠 

・激坂を登った後の絶景 

 

鳴門市内を走って不便に感じたところはありますか? 

 

・風が強い 

・ジェラート屋さんから門前一番館道路の盛り上がり部分で転けそうになった 

・無い 

・無し 

・路肩が荒れている。 

・路面状態 

・店があんまりない 

・道がガタガタ 

・道の悪さ 

・店トイレ少ない 

・自転車道が狭いところも一部ある 

・サイクリングロードがわかりにくい。 

・道路の舗装が悪い所が所々ある。特に北灘の海沿いの道幅の狭い所は大型トラックが直

ぐ側を通るため、ふらつかないように走る必要があり、路面の凹凸に注意が必要でした。 

・路面が荒れていたり、砂がたまって 



・車道を逆走する自転車 

・小鳴門橋 

・路面のでこぼこが酷い。車の往来も激しいので路面の凹凸で落車すると非常に危ない 

・徳島鳴門サイクリングロードが 

・北灘の舗装が良くない 

・車が多い通りは走りにくい 

・北灘、歩道・車道が狭いところ。バス、トラックが近い。 

・モアナコースト近くのトンネルが走りにくかった 

・特にありませんでした 

・特になし 

・特になし 

・道幅 

・道の状態が良くない 

・小鳴門橋の自転車走行はとても不安でした 

・路肩が狭くて車道を走るのが危ない箇所がある 

・大麻付近は路肩の草が生えて走りにくかったところがありました。 

・自転車で走るには道がガタガタ、車が多い。 

・鳴池線は車が多いと走りにくい 

・舗装が悪い。道が狭い 

・特にありません。トイレ休憩もコンビニや道の駅などで大丈夫でした。 

・思ったより坂道が多く子供にはきつかった 

・特に無し 

・11 号線から東かがわへ向かう道 

・北灘の路面が悪い 

・路面が悪い 

・自転車に優しくない路面が多い(うねり、グレーチング) 

・路面の悪さと道の狭さ 

・道路のひび割れが多い 

・スカイラインの枯れ木や枯れ葉で、沿道が無く、道路の中央を走らないといけない。危

ない。 

・道が悪い 

・道路が舗装が悪いです 

・北灘 

・12 号線の雑草。通学路にもなっているので手入れしてほしい。 

・道路状態が悪い 

・鳴門スカイライン 

・特になし 

・山がきつい 

・風が強かった 

・自転車道があまりない 

・歩道が突如と無くなる所がある 

・山が急でした 

・特になし 



・車が多い 

・舗装が悪い、自転車が走れる路肩がない 

・消防署周辺 

・北灘海の駅辺りの路肩が狭い、路面が荒れ過ぎでハンドルが取られる、交通量が多いの

で非常に危険だと思う 

・市役所付近、ストップアンドゴー 

・道が悪い 

・道の悪さ 

・小鳴門橋 

・路面の轍 

・道が狭く、危ないと感じた箇所がある 

・路肩がでこぼこしている 

・アスファルトが溶けて凸凹になってる、草が生い茂ってる場所が多くあった 

・道が悪いところがあり、危ないと感じた。 

・アスファルトの傷んでる所が多くロードバイクでは、乗り心地が悪いです。 

・山越え 

・道がでこぼこ 

・みちがガタガタ 

・路面のガタガタ 

・坂が急で大変だった 

・なるスカは車とバイクでちょっと怖かった 

・道が狭く大型車両との併走が怖かった 

・トラック交通量が多く路面が荒れてる箇所が多い。 

・特になし 

・鳴池、北灘 

・道が悪い 

 

今後、鳴門市のサイクリングロードに必要と思うことや要望を教えてください。 

 

・淡路島に繋がってほしい 

・道路整備が必須。トラックが多い為アスファルトが盛り上がっている。 

・看板 

・気軽に休憩出来るカフェがあれば良い 

・路肩の整備や自転車用レーンの設置をお願いします。 

・道案内 

・新しい店、大きな店を作って欲しい 

・自転車レーンの整備 

・車優先の車道が問題 

・道幅 

・整備を整えてほしい。路面が悪い。走ってて楽しくない。 

・上記場所の道路拡ふくと舗装の補修をしてほしい 

・淡路島に自転車で渡りたい。 

・道路整備と区分 



・道の拡幅と舗装面の整備。初心者や子どもとサイクリングを楽しむには車道と物理的に

分離が必要です(特に 11 号線と 12 号線) 

・こういうイベントをもっとやってほしいです。 

・整備を進めてほしい 

・サイクルラックの設置。サイクリングロードの整備。 

・ウチノウミより北で補給できる場所が増えて欲しい 

・このように、スタンプラリーをしてほしい 

・ぜひ、今回のようなイベントを開催してほしい 

・ぜひ、同じようなイベントをしてほしい 

・イベント等の開催 

・アスファルト舗装を良くして欲しい 

・成田山光輪寺とフレンチモンスター瀬戸内フードアートは電波が無くてスタンプ押せ

なかったので残念です 

・今回のような参加しやすいイベントが年に何度かあれば嬉しい 

・道がきれいで走りやすい。段差が少ない。車が圧をかけてこない。わかりやすい表示。 

・舗装の状態がもう少しよかったら走りやすいと思います 

・最低でも舗装をどうにかして欲しい 

・景色の良い場所は、何か表示などあるとさらに良いと思います。 

・大鳴門橋に自転車道を開通して欲しい 

・もう少し道を整備して欲しい 

・大鳴門橋自転車道開通。小鳴門橋自転車道整備(歩道を作る)。 

・自転車で走りやすい路面 

・SNS に投稿できるように自転車と一緒に写る地名、海抜等の看板が有ればいいと思い

ます。 

・路面を良くして、サイクル道路幅を広げて欲しい 

・道路の整備 

・今回のイベントで、店に旗は立っていたのですが。通常メニューしかなく。汗ベトベト 

で入りにくかったので、他イベントで出しているような、屋外で食べられるサイクリス 

ト用のメニューが有れば、買っていた。 

・道が判るように 

・道路の舗装 

・道がもう少し綺麗だと走りやすい 

・空気入れなどの貸出スポット 

・鳴門大橋を渡る 

・行ったことがない所もあったので楽しかった 

・もっとＰＲすべき 

・特にありません 

・交通量の多い幹線道路での 歩行者 自転車 車道の区分け 

・路肩の整備などをして走りやすい道にして欲しい。 

・大鳴門橋開通 

・路肩の整備をしてほしい 

・全てにおいて、舗装が悪い、サイクリングロードが分かりにくい、切れている。徳島県

全て同じ。自転車王国なんて言えない。恥ずかしい。 



・道を綺麗にしてほしい。 

・路肩のアスファルトが波打ってる箇所やだんさが著しい箇所は早急に改修するべき、事

故が起こってからでは遅いのでは！ 

・鳴門大橋自転車道整備。高速代や事前予約必要な積載バス以外の自走で淡路島に渡れる

なら助かる 

・舗装道路の整備。ロードバイクではキツイ 

・道の補修 

・淡路島まで自転車で行け事 

・路面整備 

・専用道の整備、ラックの設置など 

・整備された路面 

・海沿いの 11 号線が走りにくい、草が邪魔、路面が悪すぎなど、正直走りやすいとは思

いませんでした 

・早く橋のサイクリングロードをお願い致します。 

・自転車用に整備された道があると良いと思います。 

・大鳴門橋の下を自転車から降りてでも渡れるようにして頂きたいです。 

・路面状態がよくないです。自転車道の整備をして欲しいです。今回のイベント楽しかっ 

たです。ポイントを増やして定期的に実施してくれると嬉しいです。飲食店だけでなく、 

史跡・寺社仏閣も増やせると面白いですね。 

・案内板 

・ブルーラインが剥げやすいので、塗装を。 

・なし 

・サイクリングロード整備して欲しい 

・自転車用レーン 

・カーブミラーの清掃、路肩幅の拡大 

・要所要所の案内板 

・しまなみ海道は、自転車用道路・トイレ・レンタサイクルのシステムが広島愛媛の県を 

またいで整っていて素晴らしい。また住民のサイクリストに対する思いやり、ドライバ 

ーさんのマナー(安全運転自転車優先)が最高。淡路島もしまなみについで環境が整って 

いるので是非走ってみて参考にされたらいいと思う。 

・道の整備をお願いします 







イベント概要 
イベント名 サイクリング de 鳴門満喫スタンプラリー 

開催期間 2021 年 9 月 19 日（日）～2021 年 10 月 17 日（日） 

参加方法 QR コード又は鳴門板野青年会議所 HP から RALLY に入り、「サイクリング de 鳴門満喫スタンプラリー」に参加して 

下さい。開催期間中のスタート･ゴール及び使用日数は自由とします。チェックポイントに着いたらスタンプが押せ 

ます。※不具合によりスタンプが押せていないことがあるためその都度ご確認ください。 

開催場所 チェックポイント 

各施設 20 ヶ所 下記または RALLY スタンプラリー内参照 

（鳴門板野青年会議所 HP でも公開しています） 

内  容 QR コードからスタンプラリーに参加し、鳴門市内に設置されたチェックポイントを自転車で巡ってスタンプを 

集めよう。集めたスタンプ数によって各コースに応募することができ、抽選で景品が当たります。 

景  品 ●参加賞（先着 50 名様） 

参加賞は開催初日 2021 年 9 月 19 日（日）AM8:30～AM12:00 に配布し無くなり次第終了とさせていただきます。 

●スタンプ 10 個コース・・・抽選で 2000 円相当の特産品詰め合わせ 10 名様 

●スタンプ 20 個コース・・・抽選で 3000 円相当の特産品詰め合わせ 10 名様 

※応募はお 1 人様 1 コース 1 口までとします。※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

●インスタグラムコース 

・ベスト鳴門賞・・・サイクルキャップ 1 名様 

インスタグラムに ハッシュタグ #サイコロジー鳴門 を付けて、サイクリング中に見つけた鳴門の素敵なビ 

ューポイントを投稿してください。 

・ベスト鳴門グルメ賞・・・サイクリングソックス 1 名様 

インスタグラムに ハッシュタグ #サイコロジー鳴門グルメ を付けて、自転車で訪問できるグルメスポット 

を投稿してください。（店名、お食事の内容、サイクルラックの有無を記載してください） 

※当選者は CYCOLOGY ジャパン担当者が選び、インスタグラムのダイレクトメールよりご連絡させていただきます。 

料  金 参加無料 

注意事項 本イベントは自転車での参加に限らせていただきます。不正が発覚した場合は抽選対象外とさせていただきます。 

イベント参加中のいかなる事故も当会議所では一切の責任も負いかねます。 

各チェックポイントではマスクの着用や手指消毒等、感染症対策の徹底をお願い致します。 

お問い合わせ先 （一社）鳴門板野青年会議所 Email：info@narutoitano-jc.com 

主催：（一社）鳴門板野青年会議所 共催：CYCLE SPACE UZU 後援：鳴門市 
 

チェックポイント一覧 
①CYCLE SPACE UZU 

鳴門市撫養町斎田字東発 37-1 

定休日：水 

営業時間：10:00～19:00 

②徳島天然温泉あらたえの湯 

鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 8-2 

定休日：不定休 

営業時間：8:00～24:00 （最終受付

23:00） 

③福丸水産 

鳴門市瀬戸町明神字楠谷 1-1 

定休日：月 

営業時間：11:00～21:00 

④Café Rosemary’s 

鳴門市鳴門町高島字竹島 382-2 

定休日：月 

営業時間：10:00～18:00 

⑤ログカフェレオン 

鳴門市鳴門町高島字中島 562 番地 

定休日：第 2,3 火曜 

営業時間：平日 9:00～15:00 土日祝

8:00～17:00 

⑥リゾートホテルモアナコースト 

鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂 186-16 

定休日：無 

営業時間：8:00～22:00 

⑦豊田商店 

鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂 203-2 

定休日：無 

営業時間：7:00～19:00 

⑧アオアヲナルトリゾート 

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛 16-45 

定休日： 

営業時間： 

⑨渦見茶屋 

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池 65 

定休日：日 

営業時間：9:00～17:30 

⑩うずしお観潮船 

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛 264-1 

定休日：無 

営業時間：8:30～17:00 

⑪フレンチモンスター瀬戸内フードアート 

鳴門市瀬戸町中島田東山 9 

定休日：火 

営業時間：10:00～17:00 

⑫成田山光輪寺 

鳴門市瀬戸町北泊字北泊 528-43 

定休日：無 

営業時間：8:00～16:00 

⑬とれたて食堂 

鳴門市北灘町宿毛谷字相ケ谷 23 

定休日：無 

営業時間：10:00～22:00 

⑭カフェテリア コスタ 

鳴門市北灘町折野東地 300-4 

定休日：火 

営業時間：9:00～17:00 

⑮道の駅 第九の里 

鳴門市大麻町桧字東山田 53 

定休日：第 4 月曜 

営業時間：9:00～17:00 

⑯門前一番街 

鳴門市大麻町板東字西山田 29-6 

定休日：無 

営業時間：7:00～17:00 

⑰ジェラテリアスプンティーノ 

鳴門市大麻町姫田字先達 29-1 

定休日：火 水 

営業時間：11:00～18:00 

⑱ありい商店 

鳴門市大津町大代 600-1 

定休日：不定休 

営業時間：10:00～18:00 

⑲珈琲院ピーベリー 

鳴門市撫養町南浜字東浜 31-8 1F 

定休日：月 

営業時間：7:30～20:00 

⑳なると物産館 

鳴門市撫養町南浜字東浜 165-10 

定休日：無 

営業時間：9:00～17:00 

推奨施設 

 自転車販売・自転車修理・ウェア販売 
定休日：水曜日 営業時間：10:00～19:00 

〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字東発 37-1 

TEL：080-7351-3351 

 シャワー・トイレ完備、充実設備 
定休日：年中無休 営業時間:700～20:00 

〒772-8510 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜

48-1 TEL：088-685-8111 

協賛企業 
 ㈱コバヤシ 

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓 437-3  

シオツ塗装工業 
徳島県鳴門市撫養町斉田字大池 30-11  

佐川歯科医院 
徳島県鳴門市撫養町立岩七枚 248 

岡田創業商会 
徳島県徳島市秋田町 1 丁目 40 
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