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兵庫県の地域特性、兵庫県の自転車に関する現状
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兵庫県の地域特性
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（１）県域の成り立ち
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• 兵庫県は、歴史も風土も異なる個性豊かな五国（摂津（神戸・阪神）・播磨・但馬・丹波・淡路という）
からなり、それぞれの地域にはその特色を色濃く反映した地域遺産が存在している。

兵庫県の地域特性

○個性豊かな五国

大都市から多自然地域まで、多様な地域に多彩な地

域特性が凝縮され、「日本の縮図」と言われる

○兵庫県の強み

ものづくり産業の集積、世界有数の科学技術基盤、

気候風土に恵まれた多彩な食材と食文化、国際性豊

かな地域社会、新たな未来を開拓する進取の県民性

など

○兵庫県面積：約 8,400 km²

市町数：29市 12町（計 41市町）

出典：兵庫県資料
摂津（神戸・阪神）

丹波

但馬

播磨

淡路

出典：兵庫県HP
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■降雪量（平成30年）

4

• 兵庫県の地形は、中央の中国山地を挟み、島嶼部を有する瀬戸内海から日本海にまたがり、都市
に近接した六甲山地をはじめとした丘陵地や盆地など、変化に富んだ地形を有している。

• 瀬戸内海側は、降水量・降雪量が少なく温暖で過ごしやすいサイクリングに適した気候。

兵庫県の地域特性

（２）地理的特徴

出典：
気象庁データ

※日本海側：香住観測所 瀬戸内海側：神戸観測所 県内中央部：生野観測所

■平均気温（平成30年）

地図：国土地理院

★
香住

★
生野

神戸
★

★ 気象観測所

■降水量（平成30年）

瀬戸内海側・県内中央部は
降雪なし

■月平均降水量
・日本海側：220.9mm
・瀬戸内海側：169.8mm
・県内中央部：204.3mm

瀬戸内海側は温暖



• 兵庫県は平成21年をピークに人口減に転じており、今後は全国的な傾向以上に人口減少が進展。
• 県内の人口は、都市部を中心とした瀬戸内海側に集中。
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兵庫県の地域特性

■人口推移 ■人口分布（平成27年）

出典：人口推移：国勢調査（平成7～27年）
国立社会保障・人口問題研究所（令和2年～）

※人口のピークは平成21年の5,599千人（兵庫県推計）

出典：人口分布：RESAS 地域経済分析システム

（３）人口



6

兵庫県の地域特性

• 兵庫県は全国と比較して、健康寿命が比較的短い。
• 男女ともに若年層の運動習慣が低い。

出典：健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関する研究（平成28～30
年度）（厚生労働省）
※データは平成28年 ※熊本県は同年に発生した震災の影響で、データなし

■健康寿命
○男性（兵庫県：全国21位） ○女性（兵庫県：全国39位）

■運動習慣の有無
○１回30分以上かつ週2回以上の運動を１年間継続している割合

出典：兵庫県：平成28年度兵庫県健康づくり実態調査報告書（兵庫県）

（４）健康習慣

＜男性＞
全国平均より低い
・全国：72.14歳
・兵庫：72.08歳

＜女性＞
全国平均より低い
・全国：74.79歳
・兵庫：74.23歳
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兵庫県の地域特性

姫路港

神戸港
神戸空港

コウノトリ
但馬空港

山陽自動車道

中国自動車道

伊丹空港

関西国際空港

• 兵庫県は、中国自動車道・山陽自動車道などの国土軸となる基幹道路ネットワークが通過する交
通の要衝であるとともに、新幹線をはじめとする高速鉄道網、開港150 年を迎えた神戸港、関西３
空港やコウノトリ但馬空港など、陸・海・空の全国有数の広域交通基盤が整備されている。

（５）広域交通ネットワーク

20km

明石港

家島港

岩屋港

洲本港

地図：国土数値情報

＜凡 例＞

180分圏～

150～180分圏

90～120分圏

60～90分圏

30～60分圏

～30分圏 120～150分圏

■県庁からの等時間圏域図

新神戸駅

西明石駅

姫路駅相生駅

関西空港駅

豊岡駅

神戸駅

三宮駅明石駅

都道府県界

新幹線

鉄道

高速自動車道

空港

新幹線駅

鉄道駅

港湾（定期旅客）

凡例

■鉄道による所要時間
・東京駅→新神戸駅：約3時間（JR新幹線）
・関西空港駅→三ノ宮駅：約1時間40分

（JR東海道本線・関空快速）
・姫路駅→三ノ宮駅：約50分（JR東海道本線）
・豊岡駅→三ノ宮駅：約3時間（JR山陽本線）

■JR西日本の主要駅における
日平均乗車人員（平成28年度）

※「Web駅すぱあと」より、令和元年5月31日の平均時間で
検索

出典：西日本旅客鉄道株式会社（※豊岡駅は兵庫県資料）

出典：兵庫県資料

±
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• 国道は、瀬戸内海沿岸部に東西方向の路線が集中しており、南北方向の路線とあわせてラダー型
の道路網を形成している。また、国道を補完するかたちで県道が網目状に広がっている。

兵庫県の地域特性

（６）一般道路ネットワーク

都道府県界

高速自動車道

国道

都道府県道

凡例

±

20km
地図：国土数値情報
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兵庫県の地域特性

（７）県内の渋滞個所

• 県が管理する道路の渋滞箇所は、播磨や阪神などの都市部を中心とした瀬戸内海側に集中。

出典：兵庫県資料

渋滞箇所は都市部を中心とした瀬戸内海側に集中
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• 兵庫県の交通事故発生件数は全国ワースト７位。（自転車事故の割合：23.2％）

兵庫県の地域特性

■交通事故発生件数（平成29年）

出典：平成29年交通年鑑（兵庫県警察本部）

交通事故発生件数
全国ワースト７位

（８）交通事故

■類型別自転車事故発生件数の推移

・自転車事故件数：6,207件
・全事故に占める自転車事故の割合：23.2％

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）



11

・

兵庫県の地域特性

• 兵庫県は、大都市から農山村、離島まで、さまざまな地域で構成され、多様な気候と風土を通して、
海水浴やスキー、温泉などの多彩なレジャーが楽しめる「日本の縮図」といわれている。

■主な観光資源

出典：兵庫県学習資材「きらりひょうご」

県の最も南にある淡路島では、広大な花畑
「あわじ花さじき」、スイセンの花がしゃ面いっぱ
いにさく「水仙郷」、海岸にそってマツの木が連
なる「慶野松原」など美しい風景が見られます。
農業と漁業がさかんで、タマネギとハモは全国
的に有名です。

県の最も南にある淡路島では、広大な花畑
「あわじ花さじき」、スイセンの花がしゃ面いっぱ
いにさく「水仙郷」、海岸にそってマツの木が連
なる「慶野松原」など美しい風景が見られます。
農業と漁業がさかんで、タマネギとハモは全国
的に有名です。

世界文化遺産の国宝「姫路城」や「書写山圓
教寺 」などがあり、姫路市を中心に歴史あるま

ちなみが残っています。東部には、県内で一
番長い加古川が流れ、瀬戸内海ぞいには播
磨工業地域が広がり、機械、鉄鋼、化学など
の工業がさかんです。そろばん、金物、つりば
り、播州織など古くから伝わる地場産業も多数
あります。「灘のけんか祭り」や「相生ペーロン
祭」、「赤穂義士祭」など、有名な祭りも多く、た
くさんの人が見物に来ます。

世界文化遺産の国宝「姫路城」や「書写山圓
教寺 」などがあり、姫路市を中心に歴史あるま

ちなみが残っています。東部には、県内で一
番長い加古川が流れ、瀬戸内海ぞいには播
磨工業地域が広がり、機械、鉄鋼、化学など
の工業がさかんです。そろばん、金物、つりば
り、播州織など古くから伝わる地場産業も多数
あります。「灘のけんか祭り」や「相生ペーロン
祭」、「赤穂義士祭」など、有名な祭りも多く、た
くさんの人が見物に来ます。

県の最も北にあり、県の約4分の1の広さがあ

ります。自然がゆたかで、夏は海水浴、冬はス
キーが楽しめます。コウノトリが発見したと伝え
られる「城崎温泉」やテレビドラマ「夢千代日
記 」で有名になった「湯村温泉」もあり、冬は松
葉ガニを目当てに多くの観光客が訪れます。

県の最も北にあり、県の約4分の1の広さがあ

ります。自然がゆたかで、夏は海水浴、冬はス
キーが楽しめます。コウノトリが発見したと伝え
られる「城崎温泉」やテレビドラマ「夢千代日
記 」で有名になった「湯村温泉」もあり、冬は松
葉ガニを目当てに多くの観光客が訪れます。

「篠山城跡」や城下町のまちなみなどが残っ
ていて、日本で最も古い焼き物のひとつ、「丹波
焼」の産地としても有名です。最近は、1億4000
万年から1億2000万年前の恐竜「丹波竜」の化
石が発見され、全国から注目を集めています。

「篠山城跡」や城下町のまちなみなどが残っ
ていて、日本で最も古い焼き物のひとつ、「丹波
焼」の産地としても有名です。最近は、1億4000
万年から1億2000万年前の恐竜「丹波竜」の化
石が発見され、全国から注目を集めています。

神戸は日本を代表する港町です。古くから
海外との交流がさかんで、「異人館」とよばれ
る洋風の建物、中華街の「南京町」が有名で
す。

世界的に知られている「神戸ビーフ」、きれ
いな夜景が見られる「六甲山」、日本で一番
古い温泉「有馬温泉」もあります。

阪神地域には、女の子があこがれる「宝塚
大劇場」や全国高校野球大会が開かれる
「阪神甲子園球場」などがあります。また、神
戸市から西宮市にかけては昔から酒どころと
して知られ、「灘五郷」とよばれています。

海ぞいには日本三大工業地帯のひとつ、
阪神工業地帯が広がり、工場見学など産業
ツーリズムもさかんです。

神戸は日本を代表する港町です。古くから
海外との交流がさかんで、「異人館」とよばれ
る洋風の建物、中華街の「南京町」が有名で
す。

世界的に知られている「神戸ビーフ」、きれ
いな夜景が見られる「六甲山」、日本で一番
古い温泉「有馬温泉」もあります。

阪神地域には、女の子があこがれる「宝塚
大劇場」や全国高校野球大会が開かれる
「阪神甲子園球場」などがあります。また、神
戸市から西宮市にかけては昔から酒どころと
して知られ、「灘五郷」とよばれています。

海ぞいには日本三大工業地帯のひとつ、
阪神工業地帯が広がり、工場見学など産業
ツーリズムもさかんです。

但 馬 地 域但 馬 地 域

播 磨 地 域播 磨 地 域

淡 路 地 域淡 路 地 域

丹 波 地 域丹 波 地 域

摂津（神戸・阪神）地域摂津（神戸・阪神）地域

（９）観光資源
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兵庫県の地域特性

■観光入込客数の推移

出典：兵庫県観光客動態調査

出典：兵庫県観光客動態調査

• 東日本大震災以降、観光入込客数は増加傾向にあり、地域別では摂津（神戸・阪神）・播磨地域など
の瀬戸内海側（都市部）が多い。

• 兵庫県への観光目的は、スポーツ・レクリエーションが最も多い。

■地域別の割合（平成29年度） ■観光目的の割合（平成29年度）

出典：兵庫県観光客動態調査

（１０）観光入込客数



• 全国・兵庫県ともに外国人観光客数が増加している。
• 外国人観光客が多い地域が近隣府県に分布しており、兵庫県の訪問率は近畿4府県では最下位。
• 外国人宿泊者数は全国16位であり、隣接する大阪（２位）、京都（４位）と比べて低い。

13

兵庫県の地域特性

出典：RESAS 地域経済分析システム

■訪日外国人客数の推移■外国人観光客の滞在地

出典：全国は訪日外客統計（JNTO）
兵庫県は全国の値に訪問率（訪日外国人消費動向調査（観光庁））を乗じて算出した値。

出典：訪日外国人消費動向調査（観光庁）

※1時間以上その地点に滞在した人数（平成29年8月～30年7月）

20km

＜近畿4府県の訪日外国人訪問率（平成30年）＞

近畿4府県の中
では最下位

出典：平成30年宿泊旅行統計調査（観光庁）

■外国人宿泊者数（平成30年）

全国16位

±

（１１）外国人観光客



自転車を取り巻く環境
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• 16市町（県内40％）で自転車ネットワーク計画を策定している。

出典：自転車通行空間整備５箇年計画(平成31年～令和5年)（兵庫県）

１．基盤（ハード）

■自転車ネットワーク計画策定自治体（平成31年3月時点）

（１）自転車ネットワーク計画

■自転車ネットワーク計画の概要
国土交通省道路局と警察庁交通局は、自転車の通行空間整備を促進するため、平成24年に「安全で快適な自転車利用環境創出ガ

イドライン」を作成した。（平成28年改定）
これを踏まえ、兵庫県内各市町では、安全で快適な自転車通行空間を効果的・効率的に整備することを目的に、自転車ネットワーク

を構築する路線を選定し、その路線の整備形態を示した自転車ネットワーク計画を策定している。現在、県内で16 市町が策定済み。



• 兵庫県の自転車走行空間の整備率は、全国や周辺大規模都市（大阪・京都）より低い。
• 平成24～30年の7年間で142kmの自転車道等の整備を実施し、今後も継続予定。
• 兵庫県では、自転車等の通行空間の確保等を図るため、無電柱化を推進している。

出典：自転車通行空間整備５箇年計画(平成31年～令和5年)（兵庫県）

１．基盤（ハード）

■無電柱化の取組

■自転車通行空間の整備状況 これまで142ｋｍの整備を実施

■自転車通行空間整備５箇年計画(平成31年～令和5年) 今後も整備を継続

出典：兵庫県無電柱化推進計画（平成31年3月）

〇目的
本計画は、「自転車ネットワーク計画」に位置づけられた自転車ネットワーク路線、および「中高生の自転車

通学経路」のうち安全対策が必要な箇所の整備を計画的に推進し、安全で快適な自転車通行空間を創出する
ことを目的とする。（整備目標：60km）

〇主な整備箇所
対策内容 事業名 市町名 道路名 事業箇所

自転車道 交通安全 尼崎市 （主）高田久々知線 尼崎市次屋

自転車レーン 街路 川西氏 （都）呉服橋本通り線 川西市寺畑

車道混在 交通安全 西脇市 （国）427号 西脇市郷瀬町～西田町

■自転車走行空間整備率（平成27年度）

※自転車走行空間→自転車歩行者道、自転車道、自転車レーン
※上記値は、国道・県道における割合

出典：平成27年度道路交通センサス

全国や大阪、京
都と比べて低い。
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（２）自転車走行空間

対策
箇所

分離
方法

整備内容 H24～25
実績

H26
実績

H27
実績

H28
実績

H29
実績

H30
実績

合計

車道

物理 ①自転車道（ベンガラ） 5km 1km 1km 1km 8km 1km 17km

視覚
②自転車レーン（ブルー） 14km 9km 2km 4km 7km 2km 38km

③車道混在（矢羽根型路面表示） － － － － 1km 9km 10km

歩道 視覚 ④歩道カラー舗装（ベージュ） 60km 13km 1km 2km 1km － 77km

合計 79km 23km 4km 7km 17km 12km 142km

①自転車道（ベンガラ）
県道髙田久々知線（尼崎市）

②自転車レーン（ブルー）
県道西脇三田線（伊丹市）

③矢羽根型路面表示
県道多可柏原線（多可町）

④歩道のカラー舗装（ベージュ）
県道浜甲子園口停車場線（西宮市）

○平成30年度末までに
県内約450kmの無電柱化を実施。

○令和5年度末までに新たに、
約100kmの無電柱化に着手。

○緊急輸送道路における建柱制限。
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• 大規模自転車駐輪場等の整備に伴い、兵庫県の放置自転車台数・撤去台数ともに減少傾向にあ
るが、いまだに放置自転車が多い。

■兵庫県の放置自転車台数・撤去台数の推移

出典（全て）：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果（内閣府）
※兵庫県内では市のみの調査・集計

■市別の放置自転車台数

■駅別の放置自転車台数

■県内駐輪場及び大規模駐輪場の状況

H25 H27 H29
市名 放置台数 市名 放置台数 市名 放置台数

尼崎市（11位） 2,808 姫路市（19位） 911 － －

西宮市（27位） 1,102 尼崎市（20位） 861 － －

姫路市（30位） 946 － － － －

※全国における放置自転車台数が多い市区町村（上位30）のうち、
神戸市を除く兵庫県内の市を抜粋。

H25 H27 H29

市名 駅名
放置台

数
市名 駅名

放置台
数

市名 駅名
放置台

数

姫路市
（10位）

姫路・山
陽姫路

駅
946 姫路市

（20位）

姫路・山
陽姫路

駅
527 － － －

尼崎市
（15位）

武庫之
荘駅

911 － － － － － －

※全国における放置自転車台数が多い駅（上位30）のうち、
神戸市を除く兵庫県内の駅を抜粋。

H25 H27 H29
市数 25 26 25
箇所数 877 971 1,004
収納能力（台） 261,419 276,240 264,321
実収容台数（台） 176,101 178,875 182,412

市名 名称 収容能力(台)

尼崎市

武庫之荘第１自転車駐車場 2,000
立花駅南地下自転車駐車場 2,342
JR 尼崎駅北自転車駐車場 3,092
JR 尼崎駅南自転車駐車場 2,362

明石市 西明石駅北自転車駐車場 2,209
加古川市 加古川駅東自転車駐車場 2,006

合計 14,011
○放置自転車台数の推移

○撤去自転車台数の推移

減少傾向

減少傾向

○兵庫県の自転車駐輪場の整備状況 ○平成29年兵庫県の大規模自転車駐輪場の整備状況箇所数、実収容台数ともに増加。

都市部の駅に放置自転車が多い。

兵庫県内都市部に放置自転車が多い。

１．基盤（ハード）

※収容能力2,000台以上

（３）駐輪場
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■ひょうごサイクリングモデルルート（仮称）

出典：兵庫県資料

１．基盤（ハード）

• 兵庫県のサイクリングモデルルートを今年度策定予定。
• 観光客の増加等を目的に、各モデルルートのサイクリングマップ等を作成する予定。

（４）サイクリングモデルルート

※モデルルート：既存サイクリングルートやサイクリングイベントのコースを参考とした安全性や快適性に配慮した地域を代表するルート
※モデルルート及び走行環境の改善例等は、今後各県民局に設置する各地域のモデルルート推進協議会で検討します。



19出典：兵庫県資料

１．基盤（ハード）

（５）『サイクリングアイランド淡路』の取組み
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• 県内各地でレンタサイクル等を実施している。
• 近年、二度の大地震を経験しており、大阪北部地震ではシェアサイクルを無料開放している。

H25 H27 H29
市数 15 17 15

箇所数 22 31 30

稼働能力（台） 2,025 2,560 2,403

市名 名称 稼働能力（台）

神戸市 こうべリンクル（通称コベリン） 80

姫路市
姫チャリ 120

駅リンくん JR姫路駅 269

尼崎市 阪急レンタサイクル 園田・塚口駅 288

明石市
駅リンくん JR明石駅 224

駅リンくん JR西明石駅 85

西宮市
駅リンくん JR甲子園口駅 200

西山ドライブウェイ 338

伊丹市 レンタサイクル駅リンくん伊丹店 174

加古川市
レンタサイクル駅リンくん加古川店 250

レンタサイクル駅リンくん東加古川店 227

高砂市 駅リンくん JR宝殿駅 160

川西市 阪急レンタサイクル阪急川西駐輪センター 40

篠山市 丹波篠山えこりんレンタサイクル 50

■レンタサイクル・シェアサイクルの設置状況

○箇所数・稼働能力等の推移

○稼働能力40台以上（平成29年）

■レンタサイクル等の事例

実施主体 姫路市（運営：株式会社ペダル）

利用料金

基本料金：1日利用100円、1ヶ月利用1,500円、3ヶ
月利用4,000円、6ヶ月利用7,500円
追加料金：利用1回につき60分を超えると、以降30
分毎に100円加算

利用時間
午前7時00分から午後8時00分（返却は24時間可
能）

利用・支
払い方法

利用場所のタッチパネルにて、利用期間を選択し、
現金またはクレジットカードにて支払い

実施場所 姫路駅周辺 20箇所（どこでも貸出・返却が可能）

出典：姫路市HP

出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果（内閣府）
※兵庫県内では市のみの調査・集計

実施主体
兵庫県、尼崎市
（運営：株式会社阪神ステーションネット・シナネンサイクル株式会社・
OpenStreet株式会社 共同事業体）

利用料金 15分60円

実施期間 平成30年12月1日から令和2年3月31日まで（予定）

利用・支払い
方法

・会員登録、スマートフォンで予約後、利用可能。
・クレジットカード、携帯キャリア決済、一部の電子マネーにて支払い。

※現金不可

実施場所 尼崎市内 17箇所（どこでも貸出・返却が可能）

○姫路市：姫チャリ

○尼崎市：コミュニティサイクル実証実験

出典：尼崎市HP

「HELLO CYCLING」を運営するOpenStreet株式会社は、交通機関の混乱を受
け、11箇所のサイクルステーション（兵庫県内8箇所、大阪府内3箇所）で自転
車を無償貸し出し、多くの通学・帰宅困難者等に貢献した。

■災害時におけるシェアサイクルの活用
○大阪北部地震（平成30年6月18日）

２．基盤（ソフト）

（１）レンタサイクル・シェアサイクル
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• 日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」におけるイベントと連携したサイクルトレインを実施。
• 毎年多くのサイクリストが訪れる淡路島へは、自転車積載可能なフェリーを運航。

出典：兵庫県中播磨県民センター資料

趣旨

中播磨と但馬を結ぶ日本遺産「銀の馬車道・鉱石
の道」の魅力を広く発信するため、JR播但線にお
いてサイクルトレインを運行。
「銀の馬車道」は、明治時代に朝来市生野町にあ
る生野銀山から姫路市飾万津（現姫路港）まで鉱
山の採掘・製錬に必要な機械や日用品などの物資
と産出された金・銀・銅鉱石を運ぶ馬車が通った、
日本初の高速産業道路と言われている。サイクリ
ングを通じて、参加者に銀の馬車道の景色や名物
を楽しんでいただくことで、エリア内外への認知度
向上、来訪者増加を目指す。

概要
生野銀山から姫路港(飾万津臨港公園)まで約49 
㎞をｻｲｸﾘﾝｸﾞ

主催
日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進協議会
（事務局：中播磨県民センター）

実施
日

平成31年3 月24 日（日）

場所

・サイクルトレインコース：
JR播但線香呂駅→生野駅→生野銀山（サイク
ルコースと合流）

・サイクルコース：
生野銀山→市川町文化センター→辻川山公園
→姫路城大手前公園→姫路港(飾万津臨港公
園)

募集
定員

・サイクルトレインコースから参加：40名
・サイクルコースから参加：40名

参加
費

・サイクルトレインコースから参加：3,000円
・サイクルコースから参加：1,000円

その
他

ゴールの姫路港(飾万津臨港公園)で沿線の特産
品や、完走証を配布

■サイクルトレインの事例（日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」） ■淡路島フェリー（淡路ジェノバライン）

出典：淡路島観光ガイド・アワナビ 淡路ジェノバラインHP

最大搭載人員
（まりん・あわじ）

・旅客180名(1F室内150名・2Fデッキ30名)
・自転車20台、小型バイク(125cc以下)8台

運航数
平日：37便（片道）
休日：28便（片道）

発着地 明石港～岩屋港

料金

・大人500円、子供250円
・障害者（身体・知的）250円
・自転車220円
・小型自動二輪(125cc以下) 450円
・小動物：220円

明石港⇔岩屋港間を運行

２．基盤（ソフト）

（２）自転車輸送
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３．安全

• 自転車が関係する交通事故のうち、対車両の交通事故が約９割となっている。
• 対車両の交通事故のうち、出会頭の交通事故が約６割、右左折時を含めると約8割が交差点で発

生している。
• 全人身事故に占める自転車関係事故の割合は、摂津（神戸・阪神）、播磨地域の瀬戸内海側（都市

部）に多い。
• 通勤・通学時の自転車利用率が高いほど、自転車事故率が高い。

■自転車事故類型 ■市区町別自転車事故の発生状況

自転車利用率が高い
ほど、自転車事故率
が高い。

出典：自転車事故の割合：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）
自転車利用の割合：国勢調査（平成22年）

（１）自転車事故

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）

■自転車対車両（自転車対自転車を含む）の交通事故状況

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）

出会頭が約６割
右左折を含めると約８割が交差点で発生

対車両の交通
事故が約９割
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• 高齢者の自転車事故の死者数の割合は、他の年代と比べて高い。
• 兵庫県は、今後、高齢化の進展が加速（2015年：全国35位 2045年：全国25位 伸び：全国11位）。
• 山間部や日本海側の高齢者率が高いが、瀬戸内海側（都市部）も今後高齢化の進展が予想される。

■自転車事故の年齢別死者数の割合

出典：兵庫県警 交通事故統計

高齢化が進展

■高齢化率の推移

出典：国勢調査（平成27年）、国立社会保障・人口問題研究所（令和27年）

高齢者の死者数の割合が高い

３．安全

高齢化率（％）

高齢化率（％）

0 25 50 75 10012.5
キロメートル

0 25 50 75 10012.5
キロメートル

■平成27年高齢化率分布

■令和27年高齢化率分布

出典（分布）：国勢調査（平成27年）、国土数値情報（令和27年）

（１）自転車事故

瀬戸内海側でも
高齢化が進展



３．安全

（１）自転車事故
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■自動車及び自転車事故件数の推移

出典：交通事故発生件数：交通年艦（兵庫県警）
第1当事者が自動車である事故件数：交通事故統計（兵庫県警）
自転車関係事故件数：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）

■自転車乗車中の
死傷者数の推移

■時間帯別自転車関係事故件数（平成30年）及び
時間帯別自転車乗車中の死傷者数（平成30年：高校生以下）

■県民局別自転車関係事故件数の推移

■自転車乗車中の死傷者
の当事者別割合（平成30年）

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）
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• 自転車乗車中の死傷者の違反件数は減少傾向にあるものの、違反割合は増加傾向にあり、近年
の違反割合は約9割。（中でも交差点安全進行、安全運転義務違反が多い。）

• ヘルメット着用率は増加傾向にあるが、１割未満と少ない状況。

■自転車乗車中の死傷者の違反件数及び違反割合の推移

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）

■自転車乗車中の死傷者のヘルメット着用率の推移

３．安全

出典：自転車の交通事故の現状（兵庫県HP）

ヘルメット着用率は１割未満

（１）自転車事故

違反割合は増加傾向にあり、近年の違反割合は約9割
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• 兵庫県は自転車保険の加入を義務化（全国で最初に義務化）している。
• 兵庫県を含む自転車保険加入義務のある自治体において加入率が増加。

■自転車保険加入率

兵庫県は自転車保険の加入を義務化（全国で最初に義務化）
兵庫県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（平成27年）」
第13条 （自転車損害賠償保険等の加入）

自転車利用者は、自転車損害賠償保険等（その自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済を
いう。以下同じ。）に加入しなければならない。

ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。 出典：兵庫県HP

３．安全

（２）自転車保険

出典：自転車の運行による
損害賠償保障制度のあり方
等に関する検討会資料（国
土交通省）

※各自治体における調査内容を国土交通省で取りまとめたもの
※黄色表記は、保険加入義務後の加入率。

NO 自治体 条例施行時期

加入率

調査方法

H26 H27 H28 H29 H30

1 埼玉県 H30.4.1 － － 50.2％ － 64.3％
・インターネットによるアンケート調査
・交通安全キャンペーン等でのアンケート

2 京都府 H30.4.1 － 60.7％ 61.7％ 69.5％ 70.5％
・インターネットによるアンケート調査
・街頭アンケート

3 大阪府 H28.7.1 － 41.8％ 45.9％ 67.4％ － ・インターネットによるアンケート調査

4 兵庫県 H27.10.1 － － 60.0％ 64.7％ 67.9％ ・街頭アンケート

5 相模原市 H30.7.1 － － 38.7％ － 43.3％ ・輸送（調査票を郵送配布‐郵送回収）

6 名古屋市 H29.10.1 － 34.0％ － 59.1％ 74.4％ ・輸送（調査票を郵送配布‐郵送回収）

7 京都市 H28.10.1 26.2％ － 35.7％ 60.0％ 72.8％
・インターネットによるアンケート調査
・京都府からの情報提供

8 堺市 H28.7.1 38.9％ 60.6％ 72.4％ 68.3％ 72.6％
・インターネットによるアンケート調査
・輸送（調査票を郵送配布‐郵送回収）



※スケアード・ストレイト交通安全教室とは：
プロのスタントマンにより交通事故を再現し、恐怖を実感することで、それに

つながる危険行為を未然に防ぎ、交通ルールを遵守することの大切さを体感
させる教育方法。
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• 自転車交通事故防止のため、兵庫県ではルールブック等の作成、姫路市では学校での安全教育
の実施などを行っている。

• 尼崎市内の学校の9割以上が自転車安全教育を実施している。

■スケアード・ストレイト交通安全教室の実施（姫路市）

３．安全

自転車の安全・安心な利用
を促進するため、自転車の乗
車機会が多い中・高生を対象
に、スケアード・ストレイト交通
安全教室を実施。

■自転車安全啓発用資材・教材（兵庫県）

出典：姫路市HP

出典：兵庫県HP

（３）自転車安全教育

年度 分類 市内学校数
自転車安全教室

実施学校数

H28

小学校 42校 42校（100％）

中学校 19校 18校（95％）

高等学校 14校 13校（93％）

H28合計 75校 73校（97％）

H29

小学校 42校 41校（97％）

中学校 19校 18校（95％）

高等学校 14校 11校（79％）

H29合計 75校 71校（95％）

H30

小学校 42校 40校（95％）

中学校 19校 18校（95％）

高等学校 14校 12校（86％）

H30合計 75校 70校（93％）

■自転車安全教育の実施状況（尼崎市）

出典：尼崎市資料
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• 兵庫県警では、良好な自転車交通秩序の実現を図るため、自転車は「車両である」ということを県
民に徹底させることを基本的考え方とし、自転車の通行環境の整備、自転車利用者に対する交通
ルールの周知及び自転車に係る交通安全教育並びに自転車利用者の交通違反に対する街頭指
導取締りを平行して推進している。

３．安全

出典：兵庫県警資料

（４）自転車対策総合計画の取組（兵庫県警）

【スケアード･ストレイト】（再掲）

○自転車交通安全教育 ○自転車安全啓発活動 ○自転車指導取締り件数の推移

【自転車シミュレーター】

【ひょうご交通安全ジュニア自転車大会】

【自転車マナーアップキャンペーン】

※ 毎月２日を【県下一斉自転車指導取締り強化日】に指定
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• 島しょ部や山間部など変化に富んだ地形を活かし、年間を通じて自転車に関するイベントを開催。

出典：兵庫県HP

■自転車に関するイベントの開催状況

４．観光

開催月 イベント名 開催地 実施主体

H30 11月秋の北摂里山サイクリング
西猪名公園
（川西市）

兵庫県阪神北県民局

H31

9月
山陰海岸ジオパーク コウノトリ
チャレンジライド in 但馬

城崎温泉
（豊岡市）

山陰海岸ジオパークコウノトリチャレンジ
ライド in 但馬 実行委員会（兵庫県但馬
県民局等）

9月
2019淡路島ロングライド150～
10th anniversary～ （アワイチ）

淡路島
2019淡路島ロングライド150実行委員会
（兵庫県淡路県民局等）

未定
日本遺産「銀の馬車道・鉱石の
道」サイクルトレイン

姫路港周辺
（姫路市）

姫路港開港60 周年記念事業実行委員会
（兵庫県中播磨県民局等）

（１）自転車イベント

開催月 イベント数

H30
11月 2件

12月 2件

H31

1月 1件

3月 4件

4月 1件

5月 1件

7月 4件

合計 １５件

○兵庫県各県民局が主体のイベント ○その他のイベント

■2019淡路島ロングライド150～10th anniversary～ （アワイチ）

出典：スポエンcycle サイクリングイベント情報

○平成31年で10回目の開催
○イベント募集人数：2,300人

（※平成30年参加人数：約2,000人）
○淡路地域観光客数

出典：2019淡路島ロングライド150 HP出典：兵庫県観光客動態調査
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• 平野部に３本（姫路明石、加古川右岸、播磨中央）の大規模自転車道（計約72km）が整備されている。

４．観光

（２）大規模自転車道

±

地図：国土地理院

姫路明石自転車道（約35ｋｍ）

播磨中央自転車道（約14ｋｍ）加古川右岸自転車道（約23ｋｍ）

出典：兵庫県HP
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• 兵庫県内3地域の県民局（阪神北、東播磨・北播磨、淡路）にて、サイクルマップを作成している。

４．観光

■北摂里山-新発見-サイクルマップ
（阪神北県民局）

■はりま～東はりま・北はりま
サイクリングマップ（東・北播磨県民局）

■淡路島サイクリングマップ（淡路県民局）

出典：兵庫県HP

（３）サイクルマップ



姫路駅

神戸駅

明石公園自転車競技場
（明石駅から徒歩10分）

ふじいでんこうサイクルランド
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• 県立播磨中央公園内に、様々なおもしろ自転車やサイクリングが楽しめる施設が立地している。
• 兵庫県明石市に県内唯一の自転車競技場が整備されている。

４．観光

■兵庫県立明石公園自転車競技場

出典：兵庫県HP

竣工年 昭和25年

認定 日本自転車連盟公認

観客収容数 1,200人

規格
・走路 1周400ｍ アスファルト舗装
・バンク 最大傾斜角29度50分25秒

特徴
・大阪・神戸からのアクセスが良好。
・周囲が海と緑に囲まれる最適な練習環境。
・駅（JR神戸線「明石駅」）から徒歩10分の優れた立地条件にある。

■位置図

（４）自転車関連施設

■ふじいでんこうサイクルランド（県立播磨中央公園内）
開設年 昭和58年4月1日

サイクリングコース 1周3km、幅員5m

貸し出し サイクリング車、おもしろ自転車、インラインスケート、バッテリーカー

サイクル広場 面積9,000m²、おもしろ自転車、バッテリーカー、インラインスケート場

出典：播磨中央公園HP

地図：国土数値情報

５．健康

（１）自転車関連施設

20km

±

都道府県界

新幹線

鉄道

高速自動車道

凡例
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• 通勤・通学時の自転車利用割合は全国平均値と同程度であり、人口500万人以上の都道府県の中
では高い方だが、隣接する大阪府よりも10ポイント低い。

■通勤、通学時の移動手段（15歳以上就業者、通学者）※人口500万人以上の都道府県を抽出

５．健康

出典：国勢調査（平成22年）

（２）自転車利用実態


