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２０２１年クロ－ズアップ

地方創成が本格始動 ガイド養成講座が順調に推移

子供の教室、１０月より再開 オンラインセミナーが定例化



インストラクター養成講座

5月と6月にサイクルインストラク

ター養成講座を開催し、自転車教育

に高い関心を持つ方々にご受講いた

だきました。１０月より活躍されて

います。

子供のための
Bikeability 自転車教室
自転車教室は新型コロナと東京五輪の影響

で、10月からスタートしました。東京都千

代田区の皇居パレスサイドと茨城県土浦市

で計6回、子供たちと楽いい時間を過ごす

ことができました。教室開催も3年目を迎

え、認知も広がったため、キャンセル待ち

やリピーターの方も増えてきました。

2020.11〜2021.10 養成講座・自転車教室

ガイド養成講座順調

今期は大阪、土浦，倶知安，、上

富良野で計4回、ガイド養成講座

を開催しました。

2021年現在、全国で130名以上の

ガイドと20名以上のインストラク

ターが活躍しています

写真最上・上左：インストラクター養成講座＠土浦 写真下2点：ガイド養成講座＠土浦＆東京

写真右：自転車教室＠土浦



豊富な経験と多国籍ネット
ワーク

による助言と提案
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催行の知識
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誘導

危機管理
顧客満足度
自転車の
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〜〜〜観光業界へ活動が拡大しています〜〜〜

JCTA理念と会員の行動指針に基き 社会・地域へ、働きかける活動を拡大しました。

１．企業への自転車関連の知識、ノウハウ提供による自転車にやさしい環境の実現

２．外部機関への情報提供による適切な自転車施策への貢献

⇒外部の企業・団体へのコンサルティング・アドバイザリー活動の展開

サービス提供のため

に必要な人材の育成

と投下資源は？

海外に学ぶ

ツアーのノウハウ

新型コロナ感染拡大の中で

第４期は新型コロナ感染拡大で、JCTAの活動も制限を受けた1年でした。そ

の一方で、県を跨いだ移動の制限などはマイクロツーリズムの動きに繋がり、

地元で気軽に取り組め、蜜を避けることのできるサイクリングがアウトドアア

クティビティの一つとして、認知が広がりました。このような動きをうけて、この

1年は観光業界から、講演やセミナーのご依頼や、アドバイザリー業務といっ

たご要望をいただくようになりました。

サイクルツーリズムへの動きが民間にも

自転車活用推進法でサイクリングが地方創生の一つのキーワードとな

り、ここ数年多くの自治体が取り組んできたことは周知の事実ですが、

サイクリングがスポーツ愛好者のみならず、一般の方々も楽しめるレ

ジャーとして認知され始めたことで、観光業界の動きが活発化してい

ます。

JCTAも観光協会や宿泊施設から、講演やアドバイザリーの依頼を受け

ることが増えてきました。今後もサイクルツーリズムの推進に力を注

いて参ります。

今後の活動計画と目標

1. 会員のスキルアップ支援と

営業支援を充実させます

・ オンライン講習の継続

・ スキルアップ講習の開催

・ サイクリングツアー紹介

2. 企業や団体向けのコンサルティン

グ、ならびにアドバイスを拡大をし

ていきます

3. サイクリングガイド養成、インストラ

クター養成、子供のための

Bikeability教室は継続して発展さ

せていきます

海外からのゲスト

が求めるサービス，

アクティビティー

は何か？のデータ

分析

出典：OECD Tourism Trends and Policies 2018 

宿泊施設等の基礎

的に必要な要件



JCTA会員を中心とした活動紹介

サイクルツーリズムへの高まる期待を背景に、各地でJCTA会員が積極的な活動を展開しています。

歴史・文化を活かした南北海道サイクルツーリズム協議会は、協力団

体10団体とオブザーバー19団体で構成され、会員28名の内、J CTAの

ガイドは11名を占める団体です。2021年は、これまで開発した６つの

ルートを紹介するサイクリングマップを制作。さらにいさりび鉄道と

自転車搭載のための実証実験を行いました。週末には函館バスと協力

して、自転車をそのまま乗せられるサイクリングバスを週末に運行す

るなどの活動を行なっています。

（佐藤好子さん、事務局・認定ガイド )

写真上左：実証実験中のいさりび鉄道車内 写真上右：函館バス

また、同協議会は函館駅近くにある男爵

倶楽部ホテル＆リゾーツ様からサイクリ

スト受入施設へのアドバイザリーを行

なった他、ホテル発着のサイクリングツ

アーの可能性も模索しています。同様の

取り組みは茨城県土浦市のホテルにおい

ても行われており、JCTA会員が地域企

業の自転車施策に関わっています。

アクティビティーメニューにサイクルツアーを追加！

北海道で先進的にアドベンチャーツーリズムに取り組み「従来の日本旅

館にプラスアルファの付加価値を加味しなければ今後繁栄はない」とい

う考えのもと、アドベンチャー部門を創設。 2021年JCTAサイクリングガ

イドを育成、サイクリングツアーをメニューに追加しました。

（鶴雅アドベンチャーベース【SIRI】 安田匡成さん、認定ガイド）

道東で活動する「くしろロコサイクルプロジェクト」は、11の企業と

団体で構成された組織で、釧路阿寒自転車道の整備から始め、ライド

イベントやレンタル自転車の乗り捨て実験、セミナーの開催、阿寒ロ

イヤルバレイMTBコースの開設などの取り組みを精力的に進めていま

す。近隣で活動する多くのJCTA認定ガイドが松岡さんの活動をサポー

トしています。

（代表：松岡篤寛さん、認定ガイド）

松岡さんは、阿寒観光ハ

イヤーを運営され、タク

シー会社として、ジャン

ボタクシーやカーゴトレ

イラー（写真左）を導入

し、スポーツ自転車に慣

れていない方々も楽しめ

るツアーを展開していま

す

地域の自転車施策をリードするくしろロコサイクルプロジェクト

地元企業とコラボレーションを進めている

歴史・文化を活かした南北海道サイクルツーリズム協議会



第４期オンラインセミナー

第6回 e-bikeツアーの

現状と今後に期待するもの

第7回 自転車で車道走行！

事故にあわないポイント

第8回 心に残る

世界の自転車ツアー

第9回 サイクリング

ガイド歴30年を振り返って

第10回 サイクリング

ホリデー東京誕生について

第11回 ガイド英語講座

第12回 ツアー中の

トラブルの実例と対処法

第13回 事例研究 地域を

動かす原動力とチャレンジ

第14回 世界のサイクリン

グ事例

第15回 着地型観光と

自転車文化醸成

自治体X民間の挑戦

第16回 旅行会社社員が語るサイ

クルツアーの魅力とは

第17回 健康とサイクリングを

テーマに

JCTA行動指針を策定

JCTA会員がサイクルツーリズムに関わるものとして、自らの

立ち位置とその責務を明確にする行動指針を策定しました。

JCTA行動指針

一般社団法人日本サイクルツーリズム推進協会（J C T A）は、J C T A会員が
社会の中で行動する上での指針として、以下を定めています。

自転車を通じて人生を豊かにするお手伝いをします

私たちができること

自転車の楽しみを伝えます

自転車が楽しめる地域創りのお手伝いをします

自転車に優しい社会の実現に貢献します

自転車を通じて共に成長します

自転車の楽しみを伝えます
・自転車ならではの冒険や旅、新たな発見やワクワクの体験を提案します

・路上の他の人や車両と走行空間を共有し、より安全に楽しく自転車に

乗るための考え方やスキルを伝えます

自転車が楽しめる地域創りのお手伝いをします
・自転車観光の推進に向け、サイクリスト受入施設への助言や提言を行います

・自転車走行環境の整備と改善に資するため、まずは自らの地域で活動します

自転車に優しい社会の実現に貢献します
・自治体や行政機関等に対し、自転車への理解と知識を深めるための

働きかけを行います

・自治体や行政機関等に対し、自転車の活用や自転車観光の推進に向けた

働きかけを行います

自転車を通じて共に成長します
・J C T A会員としての自覚と誇りを持って自転車文化の醸成と発展に寄与します

・自転車教育とツーリズムの推進に向け、J C T Aは会員間の連携を推進します

・互いに知識やスキルを持ち寄り、会員レベルの底上げを行います

※オンラインセミナーはJCTA

ウェブアーカイブで視聴ができます。

（第11回を除く）

写真上：ルート造成講座の様子＠倶知安

この1年をスキルアップの年に

JCTAはコロナ後を見据え、この1年をスキルアップの年と捉え

て、オンライン英語講座や事例研究など、さまざまなトピック

でオンラインセミナーを開催しました。また、新たな取り組みと

してルート造成講座を北海道倶知安町で開催しました。



サイクルツーリズムへの高まる期待を背景に、JCTA認定ガイドも全国で130名を超えました。2022

年はJCTAウェブサイトにて、ガイドの皆さんが企画・催行されているツアーを積極的に発信して

いく予定です。

今回はそれに先立ち、北海道の活動状況をご紹介いたします。北海道では現在、50名以上の方が登

録されており、自治体や地元企業の方と共にツアーを催行されたり、また、地域ごとにネットワー

クを作り、互いに協力し、活動されています。

JCTA認定サイクリングガイドを中心に

新しい冒険・体験を開拓！

道南地区：★チャリ旅みなみ北海道 ★

松前城 開陽丸・かもめ島

★は前ページの｢ JCTA会員を中心と
した地域活動紹介｣もご参照下さい

旭川ライド
旭川周辺の自然や文化を

巡るツアーを実施。宿泊

とレンタル自転車があり

ます。

上・中富良野エリア
2021年8月末に養成講座を実施しました。
受講された多くの方が2022年のツアー
導入を目指して準備中です。

乞うご期待。

White Isle (羊蹄ニセコエリア)
最新のｅ-bike（電動アシスト自転車）で観

光スポットを巡ります。走行するコースは、

ゲストのペース・ご希望に合わせて、季

節のオススメ場所や観光マップにはない

素敵な景色にご案内いたします。

札幌ピクニックライド
ガイド付きサイクリングツ

アーを通して、札幌圏の新た

な魅力に出会う観光サイクリ

ングを提供しています。

松前半島一周コース等，いさりび鉄
道・函館バスと協力し自転車でその
まま乗り込むツアーはじめ，多種多

様なツアーを開発中です。

＜お知らせ＞

JCTAでは会員の

皆様が企画催行さ

れているサイクリ

ングツアーをご紹

介するウェブサイ

トを準備中です。

2022年にまずは日

本語で作成、2023

年には、英語版に

も取り掛かりたい

と考えています。

会員の皆様からの

情報提供、お待ち

しています。



JCTA認定サイクリングガイドを中心に

新しい冒険・体験を開拓！

トカプチ400エリア
多くのサブルートも開発

され糠平湖，三国峠から

太平洋までの広いエリア

でルートとアクティビ

ティーが開発されていま

す。 鶴雅アドベンチャーベース【SIRI】★
糠平湖・冬の氷上ライ
ド
タウシュベツ川橋梁

三国峠からの景観

流氷ライド:斜里海岸

知床峠ダウンヒル

知床サイクリングサポート
ファットバイクで砂浜、スパイクタ

イヤ付eMTBで雪の上を走る等

の各種の冒険ライドを提供して

います。

オホーツク・網走・知床エリア
雄大な自然を感じられるこのエリアでは夏季のみな

らず、流氷ファットバイクツアーなど、冬季もサイ

クリングを楽しむことができます。

十勝 SaGaRide

三国峠ダウンヒ
ルツアーや冬の
糠平湖氷上バイ
クツアーなどを
開催

Bicycle Square （ホテルTAITO）

釧路・阿寒エリア
釧路阿寒自転車道など、魅力的なルートが多いこのエ

リアでは、サイクリングロードや林道、マウンテンバ

イクパークなど、現地ガイドがリードする形で整備を

進めており、ツアーも企画しています。

阿寒観光ハイヤー ★
釧路・阿寒を中心にサイクリストをサポー

トするタクシー会社。道東の大自然を満

喫できるツアーやサポートカー随行で初

心者に優しいツアーを催行しています。

雄大な自然と

ホテルの強み

を活かしたラ

ンチ付きプラ

ンもあります。

JCTAサイクルインストラクターの資格

も持ち、丁寧に乗り方も教えてくれます。

林道やマウンテンバイクパークで遊ぶこ

とができます。（ウェブサイト改修中、

右はYou tube）

コネクトリップ（網走）
シーサイドコースやカントリーコースの

他、流氷ファットバイクツアーを開催し

ています



〒150-0044 東京都渋谷区円山町25-1島田ビル201
TEL 090-3535-4491 FAX 03-3462-1507
http://cycletourismjp.org  info@cycletourismjp.org

一般社団法人日本サイクルツーリズム推進協会

＜お知らせ＞ 会員向けスキルアップセミナーについて
2022年はスキルアップ講習を３回予定しています。待望のリアル開催。
会員向けメールでお知らせしますので、是非ともご参加ください！

JCTAガイドさんのノウハウ紹介
Trekklingさま 先端機器を駆使して

9月 24日に奥多摩でレンタル自転車とガイドツアーを催行されているト

レックリングさんに伺いました。参加したのは「奥多摩むかしみちツ

アー」。昔の街道をご案内いただきながら、サイクリングを楽しむとい

うもの。

安全走行にサイクルレコーダーや自転車用ドライブレコーダーを使用、

さらにはスマートサイクルヘルメットを使用しているので、ガイドさん

の説明がクリアに聞けて楽しむことができました。参加者もガイドさん

に質問できますし、参加者同士も話せます。是非、一度試してみては！

報告：西田恵理子

(出口風我さん、認定ガイド）
トレックリングさんのホームページはこちら→

JCTAは以下の企業様より

ご支援いただいています
概要 開催地 開催時期

JCTA
フェス

1日目 会員のスキルを持ち寄り、
互いにスキルアップをする。夕方
は懇親会
2日目 懇親ライド 羊蹄山一周ラ
イドやファンライドを楽しみます。

北海道
虻田郡
倶知安町

7月9日
（土）
〜10日
（日）
予定

インバウ
ンド英語
講習

JCTAがサイクリングガイドのため
に独自に開発したビデオと教材を
使った英語コミュニケーション講
座です。中学で習った英語を思い
出し、英語でガイド、できるか
も！と思える2日間です

茨城県
土浦市を
予定

4月9日
（土）
〜10日
（日）
予定

ガイドス
キルを
ぐーんと
伸ばす2
日間

1日目 路上メンテナンス講習
養成講座でカバーできなかったメ
ンテンススキルを学べます
2日目 人気サイクリングガイドに
よるデモツアー＆ e-bike講座
瞬時にお客様の心をつかみ、ぐい
ぐいとお客様を釘付けにするツ
アーを体験します。

京都市を
予定

5月中旬
〜6月

開催予定


