
ビワイチの聖地を目指して
～ サイクリングルートの連携で
魅力発信～

守山市地域振興課 係長
杉本  悠太

１ 守山市の概要
日本最大の湖、琵琶湖。昨今全国的な自転車人気が

高まる中、滋賀県では琵琶湖を自転車で一周する「ビ
ワイチ」を楽しむ方が年々増加しています。瀬戸内し
まなみ海道に次ぐサイクリングの聖地として「ビワイ
チ」は人気で、日本一の湖を回る達成感と爽快感が魅
力で、特に「琵琶湖大橋」がサイクリストの最も人気
のスポットとなっています。
守山市は、この琵琶湖大橋の袂に位置する高低差が

20m程度の平坦かつコンパクトなまちで、人口は約8
万4千人、京阪神地区のベッドタウンとして今なお年

＊1） 自転車走行推奨帯。自転車利用者が車道の左側を安全・快適に走行できるように、車道の路面上に、走る場所と方向を示したもの。

間に人口が600人程度増加しています。7月1日で市
制施行50周年を迎えますが、ちなみに「守山」の名
は、仏教発祥の比叡“山”の東の鬼門を“守”るまち
が由来と言われています。
通勤・通学のほか、高齢者も含めて地域内の移動や
日常生活に自転車を利用される方も多く、以前からま
ちづくりのテーマの一つに「自転車」を置き、自転車
走行レーンの整備、矢羽根＊1の整備を積極的に行って
きましたが、今、地方創生や国の自転車活用法の施行
を追い風に市全体が自転車のまちづくりで盛り上がり
を見せています。

守山

【琵琶湖大橋をのぞむ守山市】

 74 ファイナンス　2020 Sep.

連
載
各
地
の
話
題

18_P74-81_Kakuchi_02.indd   74 2020/09/10   17:32:32



各地の話題

２ 自転車で地方創生を！
2015年に全国的に地方創生の取組が開始される中、

本市では、他自治体との差別化を図りつつ、京阪神や
東海地区からの観光誘客と琵琶湖岸地域の活性化を目
指して、当時全国で人気が高まってきた「自転車」に
着目し、2015年10月に策定した「守山市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」の柱の一つとして「自転車を軸
とした観光振興」を掲げ、「ビワイチ発着地の拠点」
をキーワードに、国内外のサイクリストが「また来た
い」「来てよかった」と思ってもらえるおもてなし体
制作りを推進しています。

【ビワイチを楽しむサイクリスト】

2016年3月に守山市内に世界的な自転車メーカー
の店舗誘致が実現したことを契機に、PR動画の制作、
ビワイチのシンボルとなる「琵琶湖サイクリストの聖
地碑」の設置、また2017年10月にはプロサイクリ
スト監修による滋賀県全域を舞台としたビワイチマッ
プ制作、さらに「瀬戸内しまなみ海道」と連携したス
タンプラリーを開催するなど、サイクリスト目線かつ
切れ目ない取組を継続しています。
こうした取組の結果、滋賀県発表のビワイチ参加者

の推計では、2016年の5.2万人から2018年に10.6
万人へ増加し、着実に効果が表れてきました。また、
湖岸のホテルのリブランドやショッピングセンター内
での大型温浴施設オープンなど、民間投資の誘発にも
つながっているほか、地域内においても自転車のまち
づくり機運を高めるため、スポーツ自転車も対象とし
た自転車購入補助と高齢者向けヘルメット補助の実施
や地元警察と連携したサイクルポリスといった市独自
の施策を多数展開するなど、地域全体が大いに盛り上
がりを見せてきました。

３ 人気エリアとの連携で魅力発信！
サイクリストは、サイクリングをした後に「次はど

こを走ろう」と考えます。このため、「ビワイチの発
着地」としての取組を展開する一方で、さらなる「ビ
ワイチ」や「発着地」の認知度向上と誘客促進に向け
て、国内のサイクリング人気エリア間で連携した相互
誘客・交流の推進が必要と考え、「広域連携」の取組
もあわせて進めてきました。
その取組の一つが、2018年近畿財務局地方創生企

画推進メンバーの「ちほめん」と連携した「琵琶湖」
と「淡路島」による共同PRです。淡路島は「アワイ
チ」として特に関西のサイクリストから人気で、琵琶
湖と淡路島はその形状も似ていることから「ビワイチ
をしたらアワイチをする」文化が業界では密かに人気
だったことから、両ルートの魅力を相互発信し、誘客
につなげられないかを以前から検討していました。
企画内容を同年4月に「ちほめん」に持ち込んだ中、

「これはおもしろい」と評価され、スピード感をもっ
た自治体間の調整や協議の場の設定に協力いただき、
同年9月にはビワイチアワイチ共同PRチラシを発表
することができました。

【琵琶湖淡路島で共同PR実施をリリース】

さらに、この連携実現をきっかけに、その後2018
年中に共同ブース出展の実現、翌年にはICTを活用し
て「しまなみ海道」「琵琶湖」「淡路島」「泉州・和歌山」
の西日本4地区での共同スタンプラリー実施に至って
います。今年度も淡路島とは企画を検討しているとこ
ろですが、地域間連携のもたらす情報発信や誘客によ
る相乗効果の力には、大きな手応えと期待を感じてい
ます。
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守山

なお、こうした連携をさらに広げるため、本市は
「ちほめん」と新たな展開へ。琵琶湖を巡る「ビワイ
チ」と富士山を巡る「フジイチ」、滋賀県、静岡県、
山梨県の3県をまたぐ日本一をつなぐ広域連携PRが
できないかと大津財務事務所に持ち込んだところ、
「これもおもしろい」と評価され、財務事務所のネッ
トワークを活用していただき、2020年2月に3県の
関係団体による意見交換会を実施、今年度には共同事
業を展開していくことを決め、現在取組を検討してい
るところです。

【琵琶湖富士山関係者の意見交換会】

４ サイクリングの聖地へ
2019年11月に、国土交通省から「瀬戸内しまなみ

海道」「霞ヶ浦」とともに「ビワイチ」はナショナル
サイクルルートに指定を受け、東京五輪を控え、国も
自転車活用を推進するなか、観光誘客の絶好の機会と
とらえています。
サイクリングの聖地として、滋賀県や守山市に訪れ

てもらえるよう今後も地域をあげて取り組んでいきま
すので、是非皆様もビワイチに一度お越しください！

【写真提供元　守山市】

「ビワイチ」で地方創生！
	 地方創生コンシェルジュ
	 近畿財務局大津財務事務所長　深瀬康高

「ビワイチ」推進のため、魅力ある取組を次々と創
出する守山市。第2期守山まち・ひと・しごと創生総
合戦略でも「自転車を軸とした観光振興」、「『起業家
の集まるまちづくり』の実現」を掲げ、切れ目ない
取組を継続しています。
積極的に地方創生に取り組む地方公共団体を今後
もサポートしていく所存です。
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各地の話題

１ 糸島市の概要
糸島市は福岡県の最西端に位置し、北は玄界灘に面し

た美しい海岸線が広がり、南は背振山系の山々が連なり
ます。中央部には糸島平野と呼ばれるなだらかな田園地
帯が広がり、JR筑肥線と国道202号沿線を中心に市街
地が形成されています。福岡市中心部から電車、車とも
に約30分の距離で、福岡空港にも直通でアクセスでき、
田舎の要素を備えつつ、都市の利便性も高い地域です。
人口は約10万人で、高齢化率は25%を超え、他の

地域と同様に少子高齢化の問題は深刻ですが、観光客
や移住者が増えている全国的にも稀な自治体です。

２ 糸島産ブランド食材
福岡市という大消費地に隣接しながら、豊かな自然

と豊富な食材に満ち溢れた糸島市。このような地の利
を活かして、糸島野菜、糸島豚のほか、日本一の漁獲
量を誇る天然真鯛や、海と山の栄養たっぷりの海水で
育つ糸島牡蠣などの糸島産ブランド食材を都市部の消
費者に供給できるだけでなく、体験する（食べる・味
わう）場があることが当地の強みであり、多くの観光
客や移住者を引き付ける要因の一つともなっています。
これらのブランド食材は、住民や観光客だけでな

く、食のプロのニーズにも応え得る多種多量の品揃え
がなされており、市内に18か所もある産直施設など
で販売されています。中でもJA糸島が運営する「伊

い

都
と

菜
さい

彩
さい

」は、年間135万人が訪れ、産直施設としては
日本一の売上額（40億円超）を誇ります。
また、漁師が養殖した牡蠣を漁港内の牡蠣小屋で提

供する光景は、今や年間50万人以上が訪れる福岡の
冬の風物詩となっています。

実際に福岡都市圏17市町のデータを比較してみる
と、福岡市など16市町の農林業産品移輸出入収支額
はマイナス収支となっている中、糸島市だけはプラス
収支になっています。
さらに農業生産額の市場シェアを他市町と比較をす

ると圧倒的にシェアが高いことがわかります。
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福岡都市圏における糸島市の市場成長率・市場シェア
（バブルサイズは農業生産額の大きさを表す）

３ マーケティングモデルの推進
糸島ブランドの浸透とともに、糸島産の食材は福岡

市内の飲食店でも目にする機会が多くなり、雑誌やテ
レビなどのメディアにも観光地や移住先として「糸

データで考える 
地方創生戦略
糸島市企画部経営戦略課 主任主査
岡  祐輔

糸島

休日は5000人以上が訪れる伊都菜彩
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糸島

島」が取り上げられることが次第に増えてきました。
しかし、データをみると、収益を生み出す事業の

60％以上が産直施設や飲食業であり、観光客が向か
う先以外は、ほとんどの業種が厳しい状況となってい
ました。食材という強みを持つ糸島に吹いてきた追い
風も地域経済の活性化につながらなければ、地域に
とって意味はありません。
そこで、更にデータを分析・検討するとともに地域企
業へのヒアリングを実施した結果、地域が抱える課題
を解決するためには、小規模事業者の生産性向上が重
要で、開発から販売までの流れを自分たちでつくり、地
域内で経済を循環させることが必要であるとの結論に
至りました。こうして新しい糸島ブランド創出を目指す
「マーケティングモデル推進事業」が開始されました。
まず取り組んだのが、地元で安定して採れる「ふと

もずく」。栄養価が高いにも関わらず、収量の少なさと
販路未開拓のため、売り上げの増加に結び付いていな
いという課題がありました。そこで、産学官で連携し
て地元の食材、人材、技術等を結び付け、地域事業者
のマーケティング戦略を支援しました。その結果、1
年半で売上高を約6倍にまで増やすことができました。

商品化された「ふともずく」

４ 糸島ファームtoテーブル
糸島産食材が飲食店で料理になることで、消費者が

目にし、食べる（体験する）機会が増えます。ただ生
産量が多い、種類が多いと言うだけではなかなかブラ
ンドの知名度向上に結び付きません。
データによる要因分析では、食材を求めて糸島市を訪
れる観光客の90％以上は県内からで、その多くが福岡市
からの日帰り観光客（全体の約3割）であることがわかり
ました。また、県外からの流入をみると、東京からの観光
客も一定数みられました。これは、既に県内では糸島産

食材にある程度知名度がある一方で、県外に対しては知
名度を向上させる余地があることを示唆するものでした。
そこで、東京の飲食店と連携し、食材の味や品質に

詳しく、多くの来客に対して発信力を持つシェフたち
を当地に招き、直接生産者と会って、食材を味わって
もらうことにしました。消費者はその体験を聞き、糸
島産食材を体験することにより、糸島に興味を持ち、
知名度も向上することが期待されます。
このように直接・間接にシェフが生産者と、また、

生産者が消費者と出会える、つまりファームとテーブ
ルがつながる取組を進め、糸島産食材を体験してもら
う場を増やしています。

イベントで卵をつまんで見せる養鶏農家

こうしてデータ分析をすることで政策の効果、説得
力、自信などが増し、地域内外の多様な関係者を巻き
込んで協働しながら取組を推進できるようになりまし
た。これらのデータのほとんどは、国から公開されて
いるRESASで分析しており、これからも地域経済の
活性化に向けた地方創生戦略の立案にあたっては、
データを積極的に活用していきたいと思います。

糸島ブランドの更なる発展に期待
	 地方創生コンシェルジュ
	 福岡財務支局総務課企画調整官　野田英一

地理的な好条件に安穏とすることなく、地方創生施策
の検討・分析に積極的にRESASデータを活用する糸島
市。地域経済の底上げには地元の多くの方が働ける仕事
（産業）を育成することが必要だとする経営学的な視点
に基づいて、地元の関係者を巻き込みながら進めていっ
たプロジェクトの先進性は、「地方創生☆政策アイデアコ
ンテスト」など多くの受賞歴が物語っているところです。
皆さまも是非、糸島に足を運び、糸島産の食材を体
感していただきたいと思います。

 78 ファイナンス　2020 Sep.

連
載
各
地
の
話
題

18_P74-81_Kakuchi_02.indd   78 2020/09/10   17:32:34



各地の話題

１ はじめに
杜の都仙台。繁栄の礎を築いた仙台藩祖伊達政宗公

像が鎮座する仙台城（青葉城）跡から東側を見下ろす
と、大きく蛇行して流れる広瀬川の対岸に緑に包まれ
た街並みが広がり、澄んだ青空の日は遠く太平洋を眺
めることができます。
そんな自然豊かな仙台市では、1987年に、都市化

の進展による新たな交通需要に対応するため仙台市地
下鉄南北線が開業し、北部の泉中央地区（泉区）と南

部の長町地区（太白区）の広域拠点としての整備が進
んだことなどから、人口は109万人に達しています。
一方、仙台市では、今後人口減少や少子高齢社会を

迎えるにあたり、持続可能な都市づくりとして市街地
拡大の抑制と鉄道を基軸とした機能集約型の市街地形
成に取り組んでいます。
この実現に向け、2015年12月、仙台市地下鉄東西

線が開業し、南北線と東西線の2つの路線を基幹交通
とした十文字型の都市軸に施設や人が集まる、新たな
都市づくりが進められています。

地下鉄東西線の開業と 
次世代放射光施設の整備
東北財務局理財部融資課上席調査官
松山  孝行

仙台

泉区役所

仙台市役所

ユアテックスタジアム仙台

青葉区役所

仙台城跡

国際センター

宮城野区役所

太白区役所

若林区役所

楽天生命パーク宮城

カメイアリーナ仙台

国道 286 号

JR 仙台駅

JR 長町駅

仙台東 IC

仙台東部道路

国道４号

仙台若林 JCT

今泉 IC長町 IC

仙台南 IC

山田 IC

名取川

仙台南部道路

泉スマート IC

北環状線

七北田川

JR 仙山線

JR 北仙台駅

国道 48号

国道 45 号

JR 仙石線

JR 東北本線

広瀬通

定禅寺通

JR あおば通駅
青葉通

仙台宮城 IC

広瀬川

仙台西道路

東北自動車道

広瀬通
勾当台公園

北四番丁

長町南
長町一丁目

河原町

愛宕橋

長町南 長町
長町一丁目

河原町

愛宕橋

広瀬通

五橋

勾当台公園

北四番丁

北仙台
台原

旭ヶ丘

富沢

黒松

八乙女

泉中央

青葉山

八木山動物公園

青葉通一番町

大町西公園

国際センター川内

荒井

六丁の目卸町

薬師堂連坊

宮城野通

仙台青葉通一番町

大町西公園

国際センター川内

青葉山

八木山動物公園

仙台

仙台市地下鉄路線図（南北線及び東西線）
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仙台

２ 地下鉄東西線の開業
東西線は、市南西部の八木山動物公園駅から東北大

学キャンパス内に位置する青葉山駅を経由し、市中心
部を抜けて、市東部の仙台港に近い荒井駅までの
13.9キロメートルを走る路線で、13の駅を所要26分
で結んでいます。
山から街を抜け海へとつながる路線は、曲線区間が

連続していることと高低差が大きいことが特徴で、広
瀬川橋りょうと青葉山駅間には約100mもの高低差が
あり、八木山動物公園駅（西の始点）は標高が136
メートルと地下にある地下鉄駅としては日本一高い場
所にあります。
急勾配に対応するため、車両には都営大江戸線や横

浜市グリーンラインなどでも使われているリニアモー
ター式車両が使われています。モーターが平らな分、
車体の高さを低く抑えており、トンネル断面を小さく
できたことで建設コストの削減につながりました。ま
た、車両デザインでは、正面に伊達政宗公が使ってい
た兜の三日月形の前立をあしらい、仙台らしさが表現
されています。

地下鉄東西線車両外観

事業主体 仙台市交通局
事業内容 仙台市高速鉄道東西線建設事業
総事業費 2,327億円（2003～2018年度）
財政融資資金貸付額 711億円

主に郊外部での団地開発等に伴った通勤通学による
渋滞緩和を目的に整備された南北線に対し、東西線は、
住宅地や大学、観光地、商業・業務地域など多様な機
能、特性を持った地区をつなぎ、新たな都市活動、交
流を創出することを大きな目的に整備されました。

東西線沿線を具体的に見てみると、西部の青葉山地
区は、大規模会議場を備えた仙台国際センターや仙台
市博物館、宮城県美術館などが立地しているとともに、
東北大学の新たなキャンパス整備によって、工学・薬
学・農学・理学等の研究科や、国際集積エレクトロニ
クス研究開発センターなど多くの研究機関が集積し、
国際学術文化交流拠点を形成しています。一方、東部
地域には、仙台市の産業を支える工業団地や流通団地
が立地しているほか、荒井地区には新たな市街地が形
成され、住宅や商業施設の立地が進んでいます。

３ 次世代放射光施設の整備
2018年7月、文部科学省は「次世代放射光施設」
を青葉山エリアの東北大学青葉山新キャンパスに設置
することを決定し、一般財団法人光科学イノベーショ
ンセンターが整備・運用主体となり、宮城県、仙台
市、東北大学、東北経済連合会の4者が支援する枠組
みで、2023年度の運用開始に向けた整備が進められ
ています。施設を利用した本格的な産学官連携の実施
と効果的な人材育成が期待できることに加え、最寄り
駅の東西線青葉山駅が仙台駅から約9分、東京からの
所要時間が2時間以内という高いアクセス性を有して
いることが設置決定の決め手となりました。

次世代放射光施設と東北大学・青葉山新キャンパス

放射光施設は「巨大な顕微鏡」と呼ばれ、光速近く
まで加速された電子を磁場で曲げた際に発生する太陽
光の10億倍という極めて明るい光（X線）を利用し
て、あらゆる物質を原子レベルで観察することができ
ます。現在国内には、代表的な施設として理化学研究
所のスプリング8（兵庫県）があり、施設を利用した
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各地の話題

応用研究の身近な例として、低燃費タイヤの開発、低
消費電力液晶パネル製造プロセスの開発、ヘアケア商
品の開発、小惑星探査機はやぶさ回収物の成分分析な
どが挙げられます。
次世代放射光施設では、従来のX線よりも輝度の高

いX線（スプリング8の約100倍の明るさ）が用いら
れ、物質の種類や構造、化学反応の時間的変化などを
ナノメートルレベル（10億分の1メートル）で観察
することが可能となります。これまで突き止められな
かった金属材料の劣化・破壊のメカニズムや、メッキ
等の被膜形成過程の解明、また、金属分野以外でもご
飯の美味しさの評価など食品、バイオ、新薬開発のほ
か様々な分野での利活用が期待されており、我が国が
先端技術で世界をリードしていくうえで、必要不可欠
な研究基盤施設といえます。

４ おわりに
以上のように、仙台では、東西線を基幹交通とした

新たな都市軸へ次世代放射光施設が整備されること
で、最先端の科学技術による研究成果や人材が、地域
企業の技術・経営革新や新産業の創出など地域経済の
活性化に生かされることが期待されます。
財務局では、こういった地域の様々な取組みに対して、

具体的なニーズを把握し、地域経済の発展や課題解決
に向けたサポートを行っていきたいと考えています。
※図・写真提供〈地下鉄関連〉仙台市交通局

〈放射光施設関連〉一般財団法人光科学
イノベーションセンター

次世代放射光施設の基本建屋の完成予想図
（地上2階、地下1階、延べ床面積約25,000m2、加速器リングは1周約350m）
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