
（尾道市観光課 岩田勉 2018.06.26）

尾道市の観光の現状と課題

講演１



平成２９年の総観光客数は６８０万人
・平成２１年から９年連続の増加
・平成２０年 ⇒ 平成２９年 約２５％アップ

・市域合併後、過去最高を更新中
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・平成27年4月
「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」
エリア：尾道市街地

・平成28年4月
「日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島－よみがえる村
上 海賊“Murakami KAIZOKU”の記憶－」
エリア：尾道市・今治市

・平成30年4月
「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 ～北前船寄
港地・船主集落～」
エリア：北海道～広島県（尾道・呉）

※自治体では最多タイとなる３つの日本遺産

１．日本遺産認定

○観光客増加の要因
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・9橋の内6橋に自転車歩行者道が整備され、各島の周回道路と併せて総延長
約70kmのサイクリングロードとなっている

・平成26年7月19日には自転車通行料の無料化（平成31年3月31日まで暫定）が
実現、更に多くのサイクリストが訪れている
平成24年度「しまなみ海道サイクリング」（推計値）／約175,000台
平成27年度「しまなみ海道サイクリング」（推計値）／約326,000台（平成24年度比 86％アップ）

平成29年「尾道市内サイクリング客数」（推計値）／204,304人

※サイクリストの聖地としての「瀬戸内しまなみ海道」の認知度向上 5

２．瀬戸内しまなみ海道サイクリング
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スライド4

				しまなみ海道レンタサイクル貸出実績 カイドウカシダシジッセキ

				貸出実績（H11年5月1日より運用開始） カシダシジッセキネンガツニチウンヨウカイシ

						広島県 ヒロシマケン		愛媛県 エヒメケン		全体 ゼンタイ				備考 ビコウ		尾道市の増減 オノミチシゾウゲン

				平成１１年度 ネンド		13,000		57,010		70,010		対前年比 タイゼンネンヒ		5月～翌3月 ガツヨクガツ		対前年比 タイゼンネンヒ

				平成１２年度 ネンド		10,879		33,929		44,808		64%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		83.7%

				平成１３年度 ネンド		10,549		24,257		34,806		78%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		97.0%

				平成１４年度 ネンド		10,469		21,693		32,162		92%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		99.2%

				平成１５年度 ネンド		9,425		22,522		31,947		99%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		90.0%

				平成１６年度 ネンド		9,461		21,016		30,477		95%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		100.4%

				平成１７年度 ネンド		10,274		19,622		29,896		98%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		108.6%

				平成１８年度 ネンド		11,389		24,089		35,478		119%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		110.9%

				平成１９年度 ネンド		11,924		27,110		39,034		110%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		104.7%

				平成２０年度 ネンド		14,531		27,395		41,926		107%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		121.9%

				平成２１年度 ネンド		15,844		36,335		52,179		124%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		109.0%

				平成２２年度 ネンド		17,336		30,842		48,178		92%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		109.4%

				平成２３年度 ネンド		24,327		36,622		60,949		127%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		140.3%

				平成２４年度 ネンド		33,750		41,122		74,872		123%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		138.7%

				平成２５年度 ネンド		39,623		42,228		81,851		109%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		117.4%

				平成２６年度 ネンド		59,186		57,117		116,303		142%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		149.4%

				平成２７年度 ネンド		68,217		67,012		135,229		116%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		115.3%

				平成２８年度 ネンド		78,857		62,348		141,205		104%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		115.6%

				貸出実績（H11年5月1日より運用開始） カシダシジッセキネンガツニチウンヨウカイシ

						広島県 ヒロシマケン		愛媛県 エヒメケン		全体 ゼンタイ				備考 ビコウ		尾道市の増減 オノミチシゾウゲン

				平成１１年度 ネンド		13,000		57,010		70,010		対前年比 タイゼンネンヒ		5月～翌3月 ガツヨクガツ		対前年比 タイゼンネンヒ

				平成１２年度 ネンド		10,879		33,929		44,808		64%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		83.7%

				平成１３年度 ネンド		10,549		24,257		34,806		78%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		97.0%

				平成１４年度 ネンド		10,469		21,693		32,162		92%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		99.2%

				平成１５年度 ネンド		9,425		22,522		31,947		99%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		90.0%

				平成１６年度 ネンド		9,461		21,016		30,477		95%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		100.4%

				平成１７年度 ネンド		10,274		19,622		29,896		98%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		108.6%

				平成１８年度 ネンド		11,389		24,089		35,478		119%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		110.9%

				平成１９年度 ネンド		11,924		27,110		39,034		110%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		104.7%

				平成２０年度 ネンド		14,531		27,395		41,926		107%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		121.9%

				平成２１年度 ネンド		15,844		36,335		52,179		124%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		109.0%

				平成２２年度 ネンド		17,336		30,842		48,178		92%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		109.4%

				平成２３年度 ネンド		24,327		36,622		60,949		127%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		140.3%

				平成２４年度 ネンド		33,750		41,122		74,872		123%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		138.7%

				平成２５年度 ネンド		39,623		42,228		81,851		109%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		117.4%

				平成２６年度 ネンド		59,186		57,117		116,303		142%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		149.4%

				平成２７年度 ネンド		68,217		67,012		135,229		116%		4月～翌3月 ガツヨクガツ		115.3%

				平成２８年度 ネンド						0		0%		4月～翌3月 ガツヨクガツ
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スライド6

				しまなみ海道レンタサイクル利用状況（対前年度比） カイドウリヨウジョウキョウタイゼンネンドヒ

				地区名 チクメイ		尾　道 オミチ				向　島 ムカイシマ												因　島 インシマ												瀬　戸　田								尾道市計 オノミチシケイ

				ターミナル名 メイ		尾道港 ミナト				市民ｾﾝﾀｰむかいしま シミン				尾道渡船				マリン･ユース・センター				重井西港				因島市民会館 インノシマシミンカイカン				土生港				瀬戸田町観光案内所				サンセットビーチ

				２００５年４月分 ネンガツブン		588		116%		90		176%		40		174%		―		―		12		75%		―		―		57		184%		198		145%		66		96%		1,051		126%

				２００５年５月分 ネンガツブン		957		122%		75		104%		97		606%		―		―		38		158%		―		―		70		76%		210		96%		175		123%		1,622		120%

				２００５年６月分 ネンガツブン		219		89%		16		133%		28		215%		―		―		21		350%		―		―		26		130%		56		117%		15		94%		381		106%

				２００５年７月分 ネンガツブン		420		99%		51		138%		33		138%		―		―		4		24%		―		―		29		94%		68		46%		37		84%		642		89%

				２００５年８月分 ネンガツブン		1,019		98%		142		137%		72		129%		―		―		31		91%		―		―		95		96%		202		80%		98		115%		1,659		99%

				２００５年９月分 ネンガツブン		816		120%		72		118%		57		300%		―		―		15		107%		―		―		43		88%		126		82%		56		151%		1,185		117%

				２００５年１０月分 ネンガツブン		653		87%		38		73%		29		145%		―		―		23		115%		―		―		23		64%		138		88%		41		152%		945		89%

				２００５年１１月分 ネンガツブン		475		119%		48		86%		37		411%		―		―		8		80%		―		―		40		111%		138		93%		102		291%		848		122%

				２００５年１２月分 ネンガツブン		128		56%		11		61%		13		118%		―		―		1		13%		―		―		25		139%		28		108%		2		67%		208		66%

				２００６年１月分 ネンガツブン		235		124%		10		63%		7		233%		―		―		3		―		―		―		20		154%		21		75%		4		31%		300		115%

				２００６年２月分 ネンガツブン		155		127%		19		211%		9		64%		―		―		6		300%		―		―		22		275%		15		56%		10		200%		236		126%

				２００６年３月分 ネンガツブン		726		120%		79		111%		31		65%		―		―		17		77%		―		―		106		286%		122		91%		116		149%		1,197		120%

				2005（H17）年度合計 ネンドゴウケイ		6,391		107%		651		116%		453		177%		―		―		179		103%		―		―		556		118%		1,322		89%		722		130%		10,274		109%

				２００６年４月分 ネンガツブン		556		95%		88		98%		38		95%		―		―		16		133%		―		―		47		82%		100		51%		43		65%		888		84%

				２００６年５月分 ネンガツブン		886		93%		134		179%		88		91%		―		―		64		168%		―		―		81		116%		236		112%		170		97%		1,659		102%

				２００６年６月分 ネンガツブン		280		128%		31		194%		11		39%		―		―		16		76%		―		―		12		46%		114		204%		124		827%		588		154%

				２００６年７月分 ネンガツブン		390		93%		41		80%		26		79%		―		―		7		175%		―		―		42		145%		77		113%		22		59%		605		94%

				２００６年８月分 ネンガツブン		1,224		120%		155		109%		102		142%		―		―		34		110%		―		―		119		125%		283		140%		173		177%		2,090		126%

				２００６年９月分 ネンガツブン		748		92%		106		147%		40		70%		―		―		22		147%		―		―		50		116%		140		111%		46		82%		1,152		97%

				２００６年１０月分 ネンガツブン		721		110%		75		197%		56		193%		―		―		12		52%		―		―		80		348%		192		139%		53		129%		1,189		126%

				２００６年１１月分 ネンガツブン		430		91%		58		121%		30		81%		―		―		22		275%		―		―		59		148%		180		130%		64		63%		843		99%

				２００６年１２月分 ネンガツブン		181		141%		17		155%		0		0%		―		―		5		500%		―		―		10		40%		27		96%		16		800%		256		123%

				２００７年１月分 ネンガツブン		191		81%		28		280%		0		0%		―		―		4		133%		―		―		13		65%		36		171%		0		0%		272		91%

				２００７年２月分 ネンガツブン		241		155%		25		132%		0		0%		―		―		4		67%		―		―		38		173%		110		733%		16		160%		434		184%

				２００７年３月分 ネンガツブン		854		118%		121		153%		0		0%		―		―		18		106%		―		―		95		90%		247		202%		78		67%		1,413		118%

				2006（H18）年度合計 ネンドゴウケイ		6,702		105%		879		135%		391		86%		―		―		224		125%		―		―		646		116%		1,742		132%		805		111%		11,389		111%

				２００７年４月分 ネンガツブン		736		132%		135		153%		0		0%		―		―		16		100%		―		―		72		153%		164		164%		46		107%		1,169		132%

				２００７年５月分 ネンガツブン		1,013		114%		125		93%		0		0%		―		―		30		47%		―		―		58		72%		233		99%		81		48%		1,540		93%

				２００７年６月分 ネンガツブン		351		125%		30		97%		0		0%		―		―		11		69%		―		―		24		200%		83		73%		24		19%		523		89%

				２００７年７月分 ネンガツブン		474		122%		76		185%		0		0%		―		―		8		114%		―		―		28		67%		64		83%		57		259%		707		117%

				２００７年８月分 ネンガツブン		1,637		134%		0		0%		0		0%		―		―		37		109%		―		―		139		117%		271		96%		113		65%		2,197		105%

				２００７年９月分 ネンガツブン		1,083		145%		0		0%		77		193%		―		―		37		168%		―		―		135		270%		138		99%		63		137%		1,533		133%

				２００７年１０月分 ネンガツブン		803		111%		0		0%		49		88%		―		―		18		150%		―		―		58		73%		181		94%		59		111%		1,168		98%

				２００７年１１月分 ネンガツブン		629		146%		0		0%		0		0%		―		―		2		9%		―		―		64		108%		114		63%		57		89%		866		103%

				２００７年１２月分 ネンガツブン		228		126%		0		0%		0		―		―		―		5		100%		―		―		20		200%		37		137%		7		44%		297		116%

				２００８年１月分 ネンガツブン		162		85%		0		0%		0		―		―		―		2		50%		―		―		23		177%		50		139%		9		―		246		90%

				２００８年２月分 ネンガツブン		244		101%		0		0%		0		―		―		―		6		150%		―		―		38		100%		47		43%		11		69%		346		80%

				２００８年３月分 ネンガツブン		1,000		117%		0		0%		0		―		―		―		23		128%		―		―		86		91%		141		57%		82		105%		1,332		94%

				2007（H19）年度合計 ネンドゴウケイ		8,360		125%		366		42%		126		32%		―		―		195		87%		―		―		745		115%		1,523		87%		609		76%		11,924		105%

				２００８年４月分 ネンガツブン		892		121%		―		―		―		―		56		―		18		113%		―		―		54		75%		145		88%		63		137%		1,228		105%

				２００８年５月分 ネンガツブン		1,212		120%		―		―		―		―		65		―		30		100%		―		―		93		160%		243		104%		90		111%		1,733		113%

				２００８年６月分 ネンガツブン		365		104%		―		―		―		―		46		―		11		100%		―		―		24		100%		72		87%		33		138%		551		105%

				２００８年７月分 ネンガツブン		793		167%		―		―		―		―		38		―		27		338%		―		―		40		143%		129		202%		36		63%		1,063		150%

				２００８年８月分 ネンガツブン		1,943		119%		―		―		―		―		76		―		37		100%		―		―		159		114%		257		95%		105		93%		2,577		117%

				２００８年９月分 ネンガツブン		1,357		125%		―		―		―		―		90		―		21		57%		―		―		88		65%		133		96%		49		78%		1,738		113%

				２００８年１０月分 ネンガツブン		1,191		148%		―		―		―		―		88		―		35		194%		―		―		82		141%		253		140%		65		110%		1,714		147%

				２００８年１１月分 ネンガツブン		893		142%		―		―		―		―		56		―		13		650%		―		―		46		72%		129		113%		73		128%		1,210		140%

				２００８年１２月分 ネンガツブン		356		156%		―		―		―		―		4		―		6		120%		―		―		20		100%		27		73%		2		29%		415		140%

				２００９年１月分 ネンガツブン		220		136%		―		―		―		―		0		―		6		300%		―		―		17		74%		30		60%		3		33%		276		112%

				２００９年２月分 ネンガツブン		307		126%		―		―		―		―		17		―		4		67%		―		―		25		66%		11		23%		15		136%		379		110%

				２００９年３月分 ネンガツブン		1,239		124%		市民センターむかいしま シミン				―		―		42		―		36		157%		―		―		132		153%		166		118%		32		39%		1,647		124%

				2008（H20）年度合計 ネンドゴウケイ		10,768		129%		貸出		対前年比 タイゼンネンヒ		―		―		578		―		244		125%		―		―		780		105%		1,595		105%		566		93%		14,531		122%

				２００９年４月分 ネンガツブン		847		95%		―		―		―		―		47		84%		24		133%		―		―		59		109%		181		125%		61		97%		1,219		99%

				２００９年５月分 ネンガツブン		1,521		125%		40		―		―		―		70		108%		31		103%		―		―		157		169%		287		118%		109		121%		2,215		128%

				２００９年６月分 ネンガツブン		573		157%		22		―		―		―		33		72%		11		100%		―		―		54		225%		89		124%		24		73%		806		146%

				２００９年７月分 ネンガツブン		652		82%		34		―		―		―		20		53%		4		15%		―		―		44		110%		69		53%		27		75%		850		80%

				２００９年８月分 ネンガツブン		1,980		102%		85		―		―		―		73		96%		32		86%		―		―		175		110%		309		120%		134		128%		2,788		108%

				２００９年９月分 ネンガツブン		1,648		121%		124		―		―		―		80		89%		47		224%		―		―		117		133%		273		205%		102		208%		2,391		138%

				２００９年１０月分 ネンガツブン		1,126		95%		85		―		―		―		39		44%		18		51%		―		―		79		96%		350		138%		40		62%		1,737		101%

				２００９年１１月分 ネンガツブン		736		82%		45		―		―		―		20		36%		15		115%		―		―		55		120%		154		119%		118		162%		1,143		94%

				２００９年１２月分 ネンガツブン		303		85%		10		―		―		―		3		75%		3		50%		―		―		12		60%		23		85%		4		200%		358		86%

				２０１０年１月分 ネンガツブン		272		124%		15		―		―		―		3		―		2		33%		―		―		13		76%		37		123%		1		33%		343		124%

				２０１０年２月分 ネンガツブン		252		82%		8		―		―		―		6		35%		5		125%		―		―		21		84%		25		227%		17		113%		334		88%

				２０１０年３月分 ネンガツブン		1,213		98%		52		―		―		―		39		93%		14		39%		―		―		66		50%		250		151%		26		81%		1,660		101%

				2009（H21）年度合計 ネンドゴウケイ		11,123		103%		520		―		―		―		433		―		206		84%		―		―		852		109%		2,047		128%		663		117%		15,844		109%

				２０１０年４月分 ネンガツブン		906		107%		62		―		―		―		31		66%		9		38%		―		―		31		53%		189		104%		16		26%		1,244		102%

				２０１０年５月分 ネンガツブン		1,461		96%		104		260%		―		―		49		70%		40		129%		―		―		76		48%		364		127%		99		91%		2,193		99%

				２０１０年６月分 ネンガツブン		504		88%		49		223%		―		―		21		64%		1		9%		―		―		22		41%		91		102%		28		117%		716		89%

				２０１０年７月分 ネンガツブン		839		129%		47		138%		―		―		21		105%		16		400%		―		―		42		95%		115		167%		61		226%		1,141		134%

				２０１０年８月分 ネンガツブン		1,905		96%		100		118%		―		―		52		71%		16		50%		―		―		176		101%		275		89%		101		75%		2,625		94%

				２０１０年９月分 ネンガツブン		1,544		94%		94		76%		―		―		31		39%		18		38%		―		―		130		111%		229		84%		76		75%		2,122		89%

				２０１０年１０月分 ネンガツブン		1,472		131%		99		116%		―		―		44		113%		10		56%		―		―		91		115%		236		67%		99		248%		2,051		118%

				２０１０年１１月分 ネンガツブン		1,231		167%		92		204%		―		―		31		155%		17		113%		―		―		60		109%		223		145%		70		59%		1,724		151%

				２０１０年１２月分 ネンガツブン		375		124%		36		360%		―		―		6		200%		6		200%		―		―		8		67%		63		274%		8		200%		502		140%

				２０１１年１月分 ネンガツブン		341		125%		18		120%		―		―		3		100%		1		50%		―		―		12		92%		38		103%		14		1400%		427		124%

				２０１１年２月分 ネンガツブン		325		129%		53		663%		―		―		8		133%		9		180%		―		―		35		167%		56		224%		8		47%		494		148%

				２０１１年３月分 ネンガツブン		1,519		125%		74		142%		―		―		50		128%		35		250%		―		―		122		185%		232		93%		65		250%		2,097		126%

				2010（H22）年度合計 ネンドゴウケイ		12,422		112%		828		159%		―		―		347		80%		178		86%		―		―		805		94%		2,111		103%		645		97%		17,336		109%

				２０１１年４月分 ネンガツブン		1,307		144%		163		263%		―		―		41		132%		29		322%		―		―		77		248%		296		157%		185		1156%		2,098		169%

				２０１１年５月分 ネンガツブン		2,095		143%		196		188%		―		―		123		251%		68		170%		―		―		116		153%		373		102%		281		284%		3,252		148%

				２０１１年６月分 ネンガツブン		683		136%		60		122%		―		―		43		205%		4		400%		―		―		32		145%		145		159%		207		739%		1,174		164%

				２０１１年７月分 ネンガツブン		1,362		162%		75		160%		―		―		56		267%		19		119%		―		―		51		121%		197		171%		66		108%		1,826		160%

				２０１１年８月分 ネンガツブン		2,795		147%		228		228%		―		―		84		162%		77		481%		―		―		137		78%		550		200%		194		192%		4,065		155%

				２０１１年９月分 ネンガツブン		2,020		131%		183		195%		―		―		60		194%		29		161%		―		―		82		63%		334		146%		168		221%		2,876		136%

				２０１１年１０月分 ネンガツブン		1,965		133%		179		181%		―		―		82		186%		52		520%		―		―		67		74%		426		181%		298		301%		3,069		150%

				２０１１年１１月分 ネンガツブン		1,099		89%		105		114%		―		―		44		142%		35		206%		―		―		60		100%		302		135%		221		316%		1,866		108%

				２０１１年１２月分 ネンガツブン		417		111%		50		139%		―		―		8		133%		10		167%		―		―		39		488%		52		83%		27		338%		603		120%

				２０１２年１月分 ネンガツブン		338		99%		25		139%		―		―		12		400%		8		800%		―		―		29		242%		54		142%		31		221%		497		116%

				２０１２年２月分 ネンガツブン		288		89%		35		66%		―		―		7		88%		8		89%		―		―		31		89%		57		102%		25		313%		451		91%

				２０１２年３月分 ネンガツブン		1,759		116%		156		211%		―		―		35		70%		42		120%		―		―		128		105%		287		124%		143		220%		2,550		122%

				2011（H23）年度合計 ネンドゴウケイ		16,128		130%		1,455		176%		―		―		595		171%		381		214%		―		―		849		105%		3,073		146%		1,846		286%		24,327		140%

				２０１２年４月分 ネンガツブン		2,252		172%		181		111%		―		―		63		154%		42		145%		―		―		96		125%		383		129%		295		159%		3,312		158%

				２０１２年５月分 ネンガツブン		3,406		163%		336		171%		―		―		163		133%		117		172%		―		―		158		136%		701		188%		588		209%		5,469		168%

				２０１２年６月分 ネンガツブン		1,026		150%		95		158%		―		―		25		58%		34		850%		―		―		53		166%		176		121%		615		297%		2,024		172%

				２０１２年７月分 ネンガツブン		1,571		115%		151		201%		―		―		17		30%		38		200%		8		―		66		129%		338		172%		192		291%		2,381		130%

				２０１２年８月分 ネンガツブン		3,468		124%		304		133%		―		―		30		36%		63		82%		14		―		129		94%		635		115%		261		135%		4,904		121%

				２０１２年９月分 ネンガツブン		2,310		114%		191		104%		―		―		23		38%		42		145%		19		―		72		88%		472		141%		129		77%		3,258		113%

				２０１２年１０月分 ネンガツブン		2,542		129%		259		145%		―		―		45		55%		74		142%		5		―		60		90%		483		113%		531		178%		3,999		130%

				２０１２年１１月分 ネンガツブン		1,380		126%		179		170%		―		―		66		150%		25		71%		15		―		73		122%		389		129%		291		132%		2,418		130%

				２０１２年１２月分 ネンガツブン		467		112%		56		112%		―		―		14		175%		6		60%		2		―		25		64%		52		100%		42		156%		664		110%

				２０１３年１月分 ネンガツブン		480		142%		24		96%		―		―		9		75%		8		100%		8		―		19		66%		65		120%		45		145%		658		132%

				２０１３年２月分 ネンガツブン		485		168%		43		123%		―		―		11		157%		12		150%		5		―		74		239%		74		130%		51		204%		755		167%

				２０１３年３月分 ネンガツブン		2,715		154%		286		183%		―		―		29		83%		45		107%		9		―		121		95%		490		171%		213		149%		3,908		153%

				2012（H24）年度合計 ネンドゴウケイ		22,102		137%		2,105		145%		―		―		495		83%		506		133%		85		―		946		111%		4,258		139%		3,253		176%		33,750		139%		※台数×貸出日数でカウント ダイスウカシダシニッスウ

				２０１３年４月分 ネンガツブン		2,346		104%		281		155%		―		―		39		62%		42		100%		46		―		47		49%		485		127%		464		157%		3,750		113%

				２０１３年５月分 ネンガツブン		3,394		100%		523		156%		―		―		78		48%		62		53%		46		―		112		71%		704		100%		1,083		184%		6,002		110%

				２０１３年６月分 ネンガツブン		1,266		123%		127		134%		―		―		36		144%		27		79%		14		―		38		72%		253		144%		744		121%		2,505		124%

				２０１３年７月分 ネンガツブン		1,985		126%		164		109%		―		―		34		200%		12		32%		9		113%		76		115%		297		88%		305		159%		2,882		121%

				２０１３年８月分 ネンガツブン		3,520		101%		281		92%		―		―		56		187%		46		73%		13		93%		117		91%		891		140%		276		106%		5,200		106%

				２０１３年９月分 ネンガツブン		3,179		138%		265		139%		―		―		35		152%		32		76%		27		142%		167		232%		822		174%		277		215%		4,804		147%

				２０１３年１０月分 ネンガツブン		2,582		102%		264		102%		―		―		83		184%		15		20%		15		300%		74		123%		426		88%		642		121%		4,101		103%

				２０１３年１１月分 ネンガツブン		1,944		141%		194		108%		―		―		39		59%		25		100%		14		93%		60		82%		386		99%		376		129%		3,038		126%

				２０１３年１２月分 ネンガツブン		776		166%		117		209%		―		―		1		7%		0		0%		4		200%		62		248%		122		235%		82		195%		1,164		175%

				２０１４年１月分 ネンガツブン		645		134%		87		363%		―		―		2		22%		6		75%		7		88%		40		211%		60		92%		36		80%		883		134%

				２０１４年２月分		541		112%		59		137%		―		―		1		9%		5		42%		5		100%		28		38%		81		109%		68		133%		788		104%

				２０１４年３月分 ネンガツブン		3,127		115%		396		138%		―		―		36		124%		22		49%		20		222%		115		95%		468		96%		322		151%		4,506		115%

				2013（H25）年度合計 ネンドゴウケイ		25,305		114%		2,758		131%		―		―		440		89%		294		58%		220		259%		936		99%		4,995		117%		4,675		144%		39,623		117%				※台数×貸出日数でカウント ダイスウカシダシニッスウ

				２０１４年４月分 ネンガツブン		2,898		124%		357		127%		―		―		51		131%		44		105%		42		91%		56		119%		490		101%		340		73%		4,278		114%

				２０１４年５月分 ネンガツブン		4,910		145%		600		115%		―		―		73		94%		73		118%		180		391%		142		127%		1,114		158%		2,034		188%		9,126		152%

				２０１４年６月分 ネンガツブン		1,612		127%		289		228%		―		―		21		58%		28		104%		25		179%		40		105%		443		175%		276		37%		2,734		109%

				２０１４年７月分 ネンガツブン		2,631		133%		171		104%		―		―		40		118%		23		192%		29		322%		55		72%		554		187%		247		81%		3,750		130%

				２０１４年８月分 ネンガツブン		5,610		159%		492		175%		―		―		62		111%		96		209%		71		546%		151		129%		744		84%		1,032		374%		8,258		159%

				２０１４年９月分 ネンガツブン		5,567		175%		571		215%		―		―		62		177%		83		259%		41		152%		139		83%		778		95%		560		202%		7,801		162%

				２０１４年１０月分 ネンガツブン		4,109		159%		446		169%		―		―		81		98%		42		280%		8		53%		92		124%		739		173%		1,626		253%		7,143		174%

				２０１４年１１月分 ネンガツブン		3,730		192%		361		186%		―		―		54		138%		45		180%		58		414%		126		210%		701		182%		948		252%		6,023		198%

				２０１４年１２月分 ネンガツブン		1,034		133%		79		68%		―		―		6		600%		7		―		4		100%		50		81%		84		69%		40		49%		1,304		112%

				２０１５年１月分 ネンガツブン		682		106%		52		60%		―		―		3		150%		6		100%		3		43%		45		113%		136		227%		56		156%		983		111%

				２０１５年２月分 ネンガツブン		980		181%		74		125%		―		―		8		800%		16		320%		2		40%		33		118%		97		120%		88		129%		1,298		165%

				２０１５年３月分 ネンガツブン		4,689		150%		522		132%		―		―		50		139%		53		241%		48		240%		125		109%		353		75%		648		201%		6,488		144%

				2014（H26）年度合計 ネンドゴウケイ		38,452		152%		4,014		146%		―		―		511		116%		516		176%		511		232%		1,054		113%		6,233		125%		7,895		169%		59,186		149%				※台数×貸出日数でカウント ダイスウカシダシニッスウ

				２０１５年４月分 ネンガツブン		3,725		129%		470		132%		―		―		36		71%		43		98%		32		76%		94		168%		440		90%		495		146%		5,335		125%

				２０１５年５月分 ネンガツブン		6,129		125%		600		100%		―		―		125		171%		168		230%		34		19%		183		129%		855		77%		2,527		124%		10,621		116%

				２０１５年６月分 ネンガツブン		2,179		135%		259		90%		―		―		26		124%		18		64%		24		96%		46		115%		254		57%		931		337%		3,737		137%

				２０１５年７月分 ネンガツブン		3,017		115%		302		177%		―		―		29		73%		31		135%		90		310%		78		142%		422		76%		433		175%		4,402		117%

				２０１５年８月分 ネンガツブン		6,206		111%		536		109%		―		―		64		103%		91		95%		28		39%		145		96%		847		114%		930		90%		8,847		107%

				２０１５年９月分 ネンガツブン		6,578		118%		498		87%		―		―		97		156%		53		64%		105		256%		137		99%		616		79%		824		147%		8,908		114%

				２０１５年１０月分 ネンガツブン		5,443		132%		576		129%		―		―		39		48%		54		129%		32		400%		91		99%		858		116%		1,737		107%		8,830		124%

				２０１５年１１月分 ネンガツブン		3,649		98%		390		108%		―		―		34		63%		32		71%		17		29%		84		67%		583		83%		811		86%		5,600		93%

				２０１５年１２月分 ネンガツブン		1,582		153%		111		141%		―		―		13		217%		8		114%		0		0%		58		116%		167		199%		105		263%		2,044		157%

				２０１６年１月分 ネンガツブン		1,047		154%		78		150%		―		―		4		133%		7		117%		8		267%		37		82%		144		106%		80		143%		1,405		143%

				２０１６年２月分 ネンガツブン		1,187		121%		82		111%		―		―		5		63%		9		56%		15		750%		40		121%		144		148%		99		113%		1,581		122%

				２０１６年３月分 ネンガツブン		4,804		102%		418		80%		―		―		46		92%		33		62%		38		79%		134		107%		623		176%		811		125%		6,907		106%

				2015（H27）年度合計 ネンドゴウケイ		45,546		118%		4,320		108%		―		―		518		101%		547		106%		423		83%		1,127		107%		5,953		96%		9,783		124%		68,217		115%				※台数×貸出日数でカウント ダイスウカシダシニッスウ

				地区名 チクナ		今　治 イマオサム								吉　海 キチウミ				宮　窪 ミヤクボ				伯　方 ハクカタ								上　浦 ウエウラ				大　三　島 ダイサンシマ				今治市計 イマバリシケイ				全ターミナル ゼン

				ターミナル名 メイ		今治市中央ターミナル
（サンライズ糸山） イマバリシチュウオウイトヤマ				今治湯ノ浦温泉
(2011.3まで）
JR今治駅臨時ターミナル（2011.4～） イマバリユウラオンセンイマバリエキリンジ				吉海ターミナル
（よしうみいきいき館） ヨシウミヤカタ				宮窪ターミナル ミヤクボ				伯方ターミナル
（伯方S・Cパーク） ハカタハカタ								上浦ターミナル
（多々羅しまなみ公園） カミウラタタラコウエン				大三島ターミナル
（しまなみの駅御島） オオミシマエキミシマ								合　計 ゴウケイ
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				２００５年４月分 ネンガツブン		1,684		84%		0		0%		195		142%		7		30%		39		70%						320		113%		23		66%		2,268		89%		3,319		98%

				２００５年５月分 ネンガツブン		3,226		95%		8		73%		426		92%		62		89%		86		60%						608		98%		121		133%		4,537		95%		6,159		100%

				２００５年６月分 ネンガツブン		649		86%		4		-		87		51%		38		760%		17		106%						139		114%		15		54%		949		86%		1,330		91%

				２００５年７月分 ネンガツブン		558		73%		13		325%		75		88%		3		23%		14		40%						166		105%		16		80%		845		78%		1,487		82%

				２００５年８月分 ネンガツブン		1,997		93%		10		1000%		246		103%		20		100%		85		202%						356		82%		91		110%		2,805		95%		4,464		96%

				２００５年９月分 ネンガツブン		1,300		93%		8		267%		107		141%		11		122%		53		143%						210		100%		45		375%		1,734		99%		2,919		106%

				２００５年１０月分 ネンガツブン		1,370		102%		0		0%		152		122%		5		56%		31		57%						244		104%		30		111%		1,832		102%		2,777		97%

				２００５年１１月分 ネンガツブン		1,165		85%		4		-		164		128%		15		150%		18		82%						126		74%		18		129%		1,510		88%		2,358		98%

				２００５年１２月分 ネンガツブン		515		79%		0		-		27		104%		2		―		6		33%						57		39%		10		167%		617		73%		825		71%

				２００６年１月分 ネンガツブン		484		160%		0		-		17		61%		2		―		10		59%						45		29%		4		80%		562		110%		862		112%

				２００６年２月分 ネンガツブン		312		79%		0		-		24		75%		0		0%		2		25%						37		109%		12		400%		387		81%		623		94%

				２００６年３月分 ネンガツブン		1,206		107%		4		400%		113		114%		7		350%		25		81%						199		115%		22		138%		1,576		109%		2,773		113%

				2005（H17）年度合計 ネンドゴウケイ		14,466		92%		51		196%		1,633		101%		172		104%		386		81%						2,507		91%		407		120%		19,622		93%		29,896		98%

				２００６年４月分 ネンガツブン		1,483		88%		3		―		103		53%		7		100%		26		67%						235		73%		24		104%		1,881		83%		2,769		83%

				２００６年５月分 ネンガツブン		3,645		113%		1		13%		457		107%		49		79%		163		190%						645		106%		131		108%		5,091		112%		6,750		110%

				２００６年６月分 ネンガツブン		1,088		168%		0		0%		58		67%		5		13%		14		82%						131		94%		8		53%		1,304		137%		1,892		142%

				２００６年７月分 ネンガツブン		925		166%		2		15%		60		80%		3		100%		18		129%						205		123%		12		75%		1,225		145%		1,830		123%

				２００６年８月分 ネンガツブン		2,450		123%		13		130%		269		109%		30		150%		103		121%						454		128%		54		59%		3,373		120%		5,463		122%

				２００６年９月分 ネンガツブン		1,455		112%		6		75%		125		117%		1		9%		23		43%						189		90%		19		42%		1,818		105%		2,970		102%

				２００６年１０月分 ネンガツブン		2,297		168%		1		―		216		142%		22		440%		85		274%						424		174%		43		143%		3,088		169%		4,277		154%

				２００６年１１月分 ネンガツブン		1,558		134%		1		25%		106		65%		12		80%		53		294%						262		208%		25		139%		2,017		134%		2,860		121%

				２００６年１２月分 ネンガツブン		413		80%		5		―		26		96%		0		0%		8		133%						61		107%		9		90%		522		85%		778		94%

				２００７年１月分 ネンガツブン		474		98%		0		―		19		112%		1		50%		5		50%						65		144%		17		425%		581		103%		853		99%

				２００７年２月分 ネンガツブン		647		207%		2		―		87		363%		0		―		21		1050%						108		292%		27		225%		892		230%		1,326		213%

				２００７年３月分 ネンガツブン		1,893		157%		0		0%		121		107%		16		229%		27		108%						221		111%		19		86%		2,297		146%		3,710		134%

				2006（H18）年度合計 ネンドゴウケイ		18,328		127%		34		67%		1,647		101%		146		85%		546		141%						3,000		120%		388		95%		24,089		123%		35,478		119%

				２００７年４月分 ネンガツブン		2,526		170%		2		67%		218		212%		14		200%		81		312%						391		166%		70		292%		3,302		176%		4,471		161%

				２００７年５月分 ネンガツブン		3,943		108%		2		200%		516		113%		38		78%		149		91%						728		113%		100		76%		5,476		108%		7,016		104%

				２００７年６月分 ネンガツブン		1,034		95%		0		―		74		128%		5		100%		29		207%						195		149%		62		775%		1,399		107%		1,922		102%

				２００７年７月分 ネンガツブン		1,232		133%		1		50%		69		115%		4		133%		39		217%						223		109%		11		92%		1,579		129%		2,286		125%

				２００７年８月分 ネンガツブン		2,918		119%		24		185%		194		72%		19		63%		118		115%						503		111%		59		109%		3,835		114%		6,032		110%

				２００７年９月分 ネンガツブン		1,679		115%		12		200%		162		130%		23		2300%		43		187%						207		110%		23		121%		2,149		118%		3,682		124%

				２００７年１０月分 ネンガツブン		1,845		80%		6		600%		175		81%		18		82%		76		89%						347		82%		26		60%		2,493		81%		3,661		86%

				２００７年１１月分 ネンガツブン		2,638		169%		3		300%		138		130%		13		108%		19		36%						207		79%		17		68%		3,035		150%		3,901		136%

				２００７年１２月分 ネンガツブン		358		87%		0		0%		30		115%		2		―		3		38%						74		121%		15		167%		482		92%		779		100%

				２００８年１月分 ネンガツブン		628		132%		0		―		23		121%		0		0%		4		80%						57		88%		48		282%		760		131%		1,006		118%

				２００８年２月分 ネンガツブン		315		49%		0		0%		22		25%		2		―		10		48%						32		30%		5		19%		386		43%		732		55%

				２００８年３月分 ネンガツブン		1,819		96%		13		―		80		66%		13		81%		41		152%						216		98%		32		168%		2,214		96%		3,546		96%

				2007（H19）年度合計 ネンドゴウケイ		20,935		114%		63		185%		1,701		103%		151		103%		612		112%						3,180		106%		468		121%		27,110		113%		39,034		110%

				２００８年４月分 ネンガツブン		1,983		79%		0		0%		133		61%		23		164%		60		74%						306		78%		41		59%		2,546		77%		3,774		84%

				２００８年５月分 ネンガツブン		3,470		88%		0		0%		395		77%		57		150%		167		112%						668		92%		69		69%		4,826		88%		6,559		93%

				２００８年６月分 ネンガツブン		895		87%		0		―		70		95%		13		260%		10		34%						193		99%		5		8%		1,186		85%		1,737		90%

				２００８年７月分 ネンガツブン		1,425		116%		18		1800%		80		116%		5		125%		41		105%						125		56%		25		227%		1,719		109%		2,782		122%

				２００８年８月分 ネンガツブン		3,389		116%		1		4%		361		186%		60		316%		148		125%						559		111%		42		71%		4,560		119%		7,137		118%

				２００８年９月分 ネンガツブン		2,085		124%		4		33%		157		97%		81		352%		39		91%						289		140%		22		96%		2,677		125%		4,415		120%

				２００８年１０月分 ネンガツブン		2,115		115%		3		50%		201		115%		25		139%		67		88%						441		127%		24		92%		2,876		115%		4,590		125%

				２００８年１１月分 ネンガツブン		1,922		73%		0		0%		130		94%		13		100%		46		242%						373		180%		33		194%		2,517		83%		3,727		96%

				２００８年１２月分 ネンガツブン		524		146%		0		―		25		83%		7		350%		14		467%						82		111%		22		147%		674		140%		1,089		140%

				２００９年１月分 ネンガツブン		402		64%		0		―		15		65%		2		―		22		550%						80		140%		11		23%		532		70%		808		80%

				２００９年２月分 ネンガツブン		595		189%		2		―		34		155%		7		350%		28		280%						57		178%		3		60%		726		188%		1,105		151%

				２００９年３月分 ネンガツブン		1,899		104%		4		31%		158		198%		42		323%		85		207%						352		163%		16		50%		2,556		115%		4,203		119%

				2008（H20）年度合計 ネンドゴウケイ		20,704		99%		32		51%		1,759		103%		335		222%		727		119%						3,525		111%		313		67%		27,395		101%		41,926		107%

				２００９年４月分 ネンガツブン		2,356		119%		1		―		149		112%		30		130%		76		127%						361		118%		34		83%		3,007		118%		4,226		112%

				２００９年５月分 ネンガツブン		5,808		167%		7		―		535		135%		73		128%		226		135%						1,143		171%		140		203%		7,932		164%		10,147		155%

				２００９年６月分 ネンガツブン		1,373		153%		0		―		110		157%		20		154%		41		410%						250		130%		55		1100%		1,849		156%		2,655		153%

				２００９年７月分 ネンガツブン		1,347		95%		4		22%		118		148%		16		320%		75		183%						239		191%		19		76%		1,818		106%		2,668		96%

				２００９年８月分 ネンガツブン		4,107		121%		4		400%		374		104%		58		97%		181		122%						815		146%		33		79%		5,572		122%		8,360		117%

				２００９年９月分 ネンガツブン		3,651		175%		6		150%		410		261%		72		89%		198		508%						793		274%		66		300%		5,196		194%		7,587		172%

				２００９年１０月分 ネンガツブン		2,978		141%		4		133%		260		129%		51		204%		185		276%						669		152%		18		75%		4,165		145%		5,902		129%

				２００９年１１月分 ネンガツブン		1,706		89%		3		―		105		81%		33		254%		27		59%						288		77%		28		85%		2,190		87%		3,333		89%

				２００９年１２月分 ネンガツブン		415		79%		3		―		25		100%		7		100%		14		100%						99		121%		12		55%		575		85%		933		86%

				２０１０年１月分 ネンガツブン		364		91%		2		―		10		67%		5		250%		14		64%						131		164%		5		45%		531		100%		874		108%

				２０１０年２月分 ネンガツブン		513		86%		0		0%		81		238%		7		100%		28		100%						87		153%		10		333%		726		100%		1,060		96%

				２０１０年３月分 ネンガツブン		2,006		106%		5		125%		173		109%		21		50%		95		112%						452		128%		22		138%		2,774		109%		4,434		105%

				2009（H21）年度合計 ネンドゴウケイ		26,624		129%		39		122%		2,350		134%		393		117%		1160		160%						5,327		151%		442		141%		36,335		133%		52,179		124%

				２０１０年４月分 ネンガツブン		2,285		97%		1		100%		155		104%		20		67%		46		61%						450		125%		17		50%		2,974		99%		4,218		100%

				２０１０年５月分 ネンガツブン		4,776		82%		2		29%		604		113%		76		104%		184		81%						1,024		90%		149		106%		6,815		86%		9,008		89%

				２０１０年６月分 ネンガツブン		1,045		76%		1		―		83		75%		7		35%		30		73%						165		66%		12		22%		1,343		73%		2,059		78%

				２０１０年７月分 ネンガツブン		1,324		98%		3		75%		179		152%		24		150%		79		105%						341		143%		29		153%		1,979		109%		3,120		117%

				２０１０年８月分 ネンガツブン		2,922		71%		5		125%		289		77%		32		55%		157		87%						531		65%		76		230%		4,012		72%		6,637		79%

				２０１０年９月分 ネンガツブン		2,163		59%		6		100%		235		57%		32		44%		94		47%						435		55%		39		59%		3,004		58%		5,126		68%

				２０１０年１０月分 ネンガツブン		2,605		87%		4		100%		213		82%		18		35%		102		55%						455		68%		47		261%		3,444		83%		5,495		93%

				２０１０年１１月分 ネンガツブン		2,087		122%		5		167%		149		142%		26		79%		91		337%						353		123%		32		114%		2,743		125%		4,467		134%

				２０１０年１２月分 ネンガツブン		470		113%		0		0%		33		132%		2		29%		23		164%						101		102%		7		58%		636		111%		1,138		122%

				２０１１年１月分 ネンガツブン		408		112%		0		0%		5		50%		5		100%		10		71%						96		73%		6		120%		530		100%		957		109%

				２０１１年２月分 ネンガツブン		512		100%		1		―		57		70%		5		71%		15		54%						72		83%		10		100%		672		93%		1,166		110%

				２０１１年３月分 ネンガツブン		2,039		102%		1		20%		122		71%		16		76%		80		84%						409		90%		23		105%		2,690		97%		4,787		108%

				2010（H22）年度合計 ネンドゴウケイ		22,636		85%		29		74%		2,124		90%		263		67%		911		79%						4,432		83%		447		101%		30,842		85%		48,178		92%

				２０１１年４月分 ネンガツブン		2,435		107%		191		19100%		248		160%		51		255%		170		370%						628		140%		37		218%		3,760		126%		5,858		139%

				２０１１年５月分 ネンガツブン		3,866		81%		394		19700%		509		84%		95		125%		299		163%						1,059		103%		94		63%		6,316		93%		9,568		106%

				２０１１年６月分 ネンガツブン		928		89%		129		12900%		346		417%		2		29%		23		77%						267		162%		31		258%		1,726		129%		2,900		141%

				２０１１年７月分 ネンガツブン		1,586		120%		250		8333%		133		74%		2		8%		47		59%						262		77%		56		193%		2,336		118%		4,162		133%

				２０１１年８月分 ネンガツブン		3,363		115%		646		12920%		373		129%		50		156%		188		120%						821		155%		36		47%		5,477		137%		9,542		144%

				２０１１年９月分 ネンガツブン		2,475		114%		401		6683%		248		106%		24		75%		109		116%						391		90%		37		95%		3,685		123%		6,561		128%

				２０１１年１０月分 ネンガツブン		3,014		116%		404		10100%		411		193%		43		239%		155		152%						509		112%		90		191%		4,626		134%		7,695		140%

				２０１１年１１月分 ネンガツブン		2,098		101%		209		4180%		204		137%		63		242%		92		101%						403		114%		68		213%		3,137		114%		5,003		112%

				２０１１年１２月分 ネンガツブン		577		123%		184		―		40		121%		12		600%		20		87%						156		154%		15		214%		1,004		158%		1,607		141%

				２０１２年１月分 ネンガツブン		425		104%		139		―		67		1340%		18		360%		15		150%						101		105%		11		183%		776		146%		1,273		133%

				２０１２年２月分 ネンガツブン		381		74%		118		11800%		30		53%		5		100%		6		40%						89		124%		8		80%		637		95%		1,088		93%

				２０１２年３月分 ネンガツブン		2,026		99%		363		36300%		174		143%		36		225%		61		76%						431		105%		51		222%		3,142		117%		5,692		119%

				2011（H23）年度合計 ネンドゴウケイ		23,174		102%		3,428		11821%		2,783		131%		401		152%		1,185		130%						5,117		115%		534		119%		36,622		119%		60,949		127%

				２０１２年４月分 ネンガツブン		2,744		113%		351		184%		256		103%		29		57%		147		86%						588		94%		80		216%		4,195		112%		7,507		128%

				２０１２年５月分 ネンガツブン		5,777		149%		556		141%		763		150%		86		91%		233		78%						1,003		95%		152		162%		8,570		136%		14,039		147%

				２０１２年６月分 ネンガツブン		1,467		158%		191		148%		292		84%		31		1550%		35		152%						260		97%		57		184%		2,333		135%		4,357		150%

				２０１２年７月分 ネンガツブン		1,800		113%		293		117%		214		161%		22		1100%		73		155%						352		134%		28		50%		2,782		119%		5,163		124%

				２０１２年８月分 ネンガツブン		3,653		109%		622		96%		365		98%		71		142%		186		99%						782		95%		64		178%		5,743		105%		10,647		112%

				２０１２年９月分 ネンガツブン		2,113		85%		482		120%		164		66%		50		208%		107		98%						420		107%		54		146%		3,390		92%		6,648		101%

				２０１２年１０月分 ネンガツブン		3,077		102%		408		101%		579		141%		32		74%		108		70%						557		109%		74		82%		4,835		105%		8,834		115%

				２０１２年１１月分 ネンガツブン		1,832		87%		256		122%		274		134%		12		19%		70		76%						469		116%		48		71%		2,961		94%		5,379		108%

				２０１２年１２月分 ネンガツブン		526		91%		176		96%		23		58%		7		58%		16		80%						112		72%		10		67%		870		87%		1,534		95%

				２０１３年１月分 ネンガツブン		441		104%		172		124%		49		73%		16		89%		25		167%						65		64%		14		127%		782		101%		1,440		113%

				２０１３年２月分 ネンガツブン		626		164%		180		153%		63		210%		5		100%		6		100%						100		112%		16		200%		996		156%		1,751		161%

				２０１３年３月分 ネンガツブン		2,350		116%		382		105%		170		98%		46		128%		71		116%						576		134%		70		137%		3,665		117%		7,573		133%

				2012（H24）年度合計 ネンドゴウケイ		26,406		114%		4,069		119%		3,212		115%		407		101%		1,077		91%						5,284		103%		667		125%		41,122		112%		74,872		123%

				２０１３年４月分 ネンガツブン		2,835		103%		348		99%		245		96%		33		114%		188		128%						654		111%		59		74%		4,362		104%		8,112		108%

				２０１３年５月分 ネンガツブン		5,133		89%		593		107%		672		88%		38		44%		269		115%						1,117		111%		94		62%		7,916		92%		13,918		99%

				２０１３年６月分 ネンガツブン		1,458		99%		209		109%		266		91%		27		87%		120		343%						321		123%		51		89%		2,452		105%		4,957		114%

				２０１３年７月分 ネンガツブン		1,650		92%		342		117%		69		32%		37		168%		36		49%						239		68%		28		100%		2,401		86%		5,283		102%

				２０１３年８月分 ネンガツブン		2,972		81%		646		104%		221		61%		88		124%		133		72%						582		74%		89		139%		4,731		82%		9,931		93%

				２０１３年９月分 ネンガツブン		2,628		124%		523		109%		185		113%		32		64%		138		129%						550		131%		63		117%		4,119		122%		8,923		134%

				２０１３年１０月分 ネンガツブン		2,908		95%		451		111%		716		124%		37		116%		98		91%						545		98%		54		73%		4,809		99%		8,910		101%

				２０１３年１１月分 ネンガツブン		2,311		126%		417		163%		317		116%		55		458%		83		119%						531		113%		55		115%		3,769		127%		6,807		127%

				２０１３年１２月分 ネンガツブン		868		165%		326		185%		66		287%		6		86%		36		225%						130		116%		10		100%		1,442		166%		2,606		170%

				２０１４年１月分 ネンガツブン		719		163%		225		131%		82		167%		8		50%		28		112%						136		209%		19		136%		1,217		156%		2,100		146%

				２０１４年２月分 ネンガツブン		507		81%		204		113%		40		63%		1		20%		12		200%						94		94%		24		150%		882		89%		1,670		95%

				２０１４年３月分 ネンガツブン		2,575		110%		595		156%		202		119%		52		113%		146		206%						496		86%		62		89%		4,128		113%		8,634		114%

				2013（H25）年度合計 ネンドゴウケイ		26,564		101%		4,879		120%		3,081		96%		414		102%		1,287		119%						5,395		102%		608		91%		42,228		103%		81,851		109%

				２０１４年４月分 ネンガツブン		2,592		91%		492		141%		175		71%		59		179%		111		59%						480		73%		27		46%		3,936		90%		8,214		101%

				２０１４年５月分 ネンガツブン		5,445		106%		774		131%		980		146%		145		382%		303		113%						902		81%		141		150%		8,690		110%		17,816		128%

				２０１４年６月分 ネンガツブン		1,822		125%		342		164%		177		67%		26		96%		90		75%						334		104%		72		141%		2,863		117%		5,597		113%

				２０１４年７月分 ネンガツブン		2,180		132%		501		146%		165		239%		52		141%		74		206%						405		169%		69		246%		3,446		144%		7,196		136%

				２０１４年８月分 ネンガツブン		5,260		177%		848		131%		544		246%		111		126%		347		261%						1,170		201%		142		160%		8,422		178%		16,680		168%

				２０１４年９月分 ネンガツブン		4,263		162%		861		165%		431		233%		111		347%		183		133%						976		177%		128		203%		6,953		169%		14,754		165%

				２０１４年１０月分 ネンガツブン		4,084		140%		603		134%		557		78%		124		335%		242		247%						555		102%		82		152%		6,247		130%		13,390		150%

				２０１４年１１月分 ネンガツブン		3,815		165%		684		164%		567		179%		66		120%		120		145%						622		117%		114		207%		5,988		159%		12,011		176%

				２０１４年１２月分 ネンガツブン		1,252		144%		319		98%		35		53%		6		100%		32		89%						121		93%		20		200%		1,785		124%		3,089		119%

				２０１５年１月分 ネンガツブン		681		95%		255		113%		93		113%		13		163%		39		139%						152		112%		20		105%		1,253		103%		2,236		106%

				２０１５年２月分 ネンガツブン		912		180%		337		165%		96		240%		8		800%		31		258%						149		159%		24		100%		1,557		177%		2,855		171%

				２０１５年３月分 ネンガツブン		4,023		156%		648		109%		311		154%		54		104%		121		83%						736		148%		84		135%		5,977		145%		12,465		144%

				2014（H26）年度合計 ネンドゴウケイ		36,329		137%		6,664		137%		4,131		134%		775		187%		1,693		132%						6,602		122%		923		152%		57,117		135%		116,303		142%

				２０１５年４月分 ネンガツブン		3,237		125%		555		113%		145		83%		52		88%		81		73%						728		152%		89		330%		4,887		124%		10,222		124%

				２０１５年５月分 ネンガツブン		6,570		121%		979		126%		848		87%		78		54%		284		94%						1,199		133%		190		135%		10,148		117%		20,769		117%

				２０１５年６月分 ネンガツブン		2,536		139%		496		145%		217		123%		33		127%		115		128%						486		146%		119		165%		4,002		140%		7,739		138%

				２０１５年７月分 ネンガツブン		2,976		137%		602		120%		176		107%		70		135%		73		99%						529		131%		57		83%		4,483		130%		8,885		123%

				２０１５年８月分 ネンガツブン		5,926		113%		1,057		125%		548		101%		89		80%		274		79%						1,324		113%		163		115%		9,381		111%		18,228		109%

				２０１５年９月分 ネンガツブン		5,516		129%		1,004		117%		473		110%		133		120%		300		164%						1,035		106%		202		158%		8,663		125%		17,571		119%

				２０１５年１０月分 ネンガツブン		4,907		120%		839		139%		642		115%		87		70%		248		102%						879		158%		68		83%		7,670		123%		16,500		123%

				２０１５年１１月分 ネンガツブン		3,330		87%		570		83%		366		65%		52		79%		113		94%						599		96%		68		60%		5,098		85%		10,698		89%

				２０１５年１２月分 ネンガツブン		1,426		114%		373		117%		123		351%		24		400%		66		206%						263		217%		28		140%		2,303		129%		4,347		141%

				２０１６年１月分 ネンガツブン		919		135%		307		120%		99		106%		16		123%		24		62%						212		139%		16		80%		1,593		127%		2,998		134%

				２０１６年２月分 ネンガツブン		1,007		110%		372		110%		112		117%		23		288%		30		97%						143		96%		48		200%		1,735		111%		3,316		116%

				２０１６年３月分 ネンガツブン		4,561		113%		983		152%		368		118%		82		152%		193		160%						754		102%		108		129%		7,049		118%		13,956		112%

				2015（H27）年度合計 ネンドゴウケイ		42,911		118%		8,137		122%		4,117		100%		739		95%		1,801		106%						8,151		123%		1,156		125%		67,012		117%		135,229		116%



10/21サイクリング大会特設会場貸出件数（５７台を含む）
※手数料の関係上便宜上ここに入力



スライド7

		

				年月 ネンゲツ		尾道港 オノミチコウ		市民センター
むかいしま シミン		マリンユースセンター		重井西港 シゲイニシコウ		土生港 ハブコウ		因島市民会館 インノシマシミンカイカン		瀬戸田町観光案内所 セトダチョウカンコウアンナイショ		サンセットビーチ		本部扱い ホンブアツカ		期間計 キカンケイ		貸出総計 カシダシソウケイ

				平成24年度計 ヘイセイネンドケイ		1,175		29		2		2		15		0		85		53		0		1,361		33,750

				平成25年度計 ヘイセイネンドケイ		1,710		58		1		7		9		0		223		224		0		2,232		39,623

				平成26年度計 ヘイセイネンドケイ		2,909		92		14		5		22		4		257		297		6		3,606		59,186

				平成27年度計 ヘイセイネンドケイ		5,098		104		0		14		38		0		355		86		0		5,695		68,217

				42,095		598		17		0		0		2		0		55		10		0		682

				42,125		537		16		0		0		0		0		30		3		0		586

				42,156		342		6		0		0		4		0		14		6		0		372

				42,186		494		10		0		6		5		0		32		10		0		557

				42,217		602		14		0		4		9		0		40		10		0		679

				42,248		404		6		0		2		0		0		12		19		0		443

				42,278		602		11		0		0		2		0		60		5		0		680

				42,309		462		4		0		1		3		0		35		1		0		506

				42,339		235		0		0		0		1		0		20		0		0		256

				42,370		165		0		0		1		1		0		8		4		0		179

				42,401		120		4		0		0		0		0		7		0		0		131

				42,430		537		16		0		0		11		0		42		18		0		624

				2017年度計 ネンドケイ		5,098		104		0		14		38		0		355		86		0		5,695





スライド8

		１）利用日数 リヨウニッスウ								３）居住地方別（平成27年4月～11月） キョジュウチホウベツヘイセイネンガツガツ

		①１日利用 ニチリヨウ		83.5%						北海道・東北 ホッカイドウトウホク		1.0%

		②２日利用 ニチリヨウ		14.9%						関東 カントウ		22.7%

		③３日利用 ニチリヨウ		1.6%						中部 チュウブ		6.0%

										近畿 キンキ		25.7%

		２）性別 セイベツ								中国 チュウゴク		39.4%

		男性 ダンセイ		65.8%						四国 シコク		2.9%

		女性 ジョセイ		34.2%						九州・沖縄 キュウシュウオキナワ		2.3%





スライド8

		





スライド9

		

				型区分 カタクブン		台数 ダイスウ		区分 クブン		台数 ダイスウ

				軽快 ケイカイ		364		大人 オトナ		811

				クロスバイク		272		子ども コ		80

				マウンテン		113

				電動アシスト デンドウ		21

				ミニベロ		114

				BMX		2

				タンデム		5

				計 ケイ		891		計 ケイ		891



１日利用
83.5%

２日利用
14.9%

３日利用
1.6％

男性
65.8%

女性
34.2%

四国
3%

九州・沖縄
2%

北海道・東北
1%

中国
39%

近畿
26%

関東
23%

中部6%



スライド10

				※平成27年度収入見込み ヘイセイネンドシュウニュウミコ

				月 ゲツ		26年度収入実績 ネンドシュウニュウジッセキ		27年度当初見込 ネンドトウショミコ		27年度収入
(12月まで実績） ガツジッセキ		27年度当初見込比 ネンドトウショミコヒ

				4月 ガツ		3,206,800		3,622,800		4,013,450		111%

				5月		6,526,300		7,729,200		7,910,400		102%

				6月		1,976,850		2,315,400		2,575,200		111%

				7月		2,628,600		3,176,200		3,210,650		101%

				8月		5,996,800		6,994,000		6,488,100		93%

				9月		5,735,350		6,607,400		6,811,950		103%

				10月		4,641,300		9,447,750		11,103,350		118%

				11月		4,386,600		7,966,400		6,858,500		86%

				12月		1,007,400		1,399,450		2,430,000		174%

				1月		696,850		1,062,100		1,062,100		100%

				2月		956,050		947,700		947,700		100%

				3月		5,086,600		5,705,050		7,416,570		130%

				累計 ルイケイ		42,845,500		56,973,450		60,827,970

				予算現額 ヨサンゲンガク				57,400,000		57,400,000

				差額 サガク				426,550		3,427,970





スライド11

		

				科目 カモク		27年度当初 ネンドトウショ		27年度見込 ネンドミコ

				報酬 ホウシュウ		2,560		2,560

				給料 キュウリョウ		5,609		5,609

				職員手当等 ショクインテアテトウ		2,344		2,344

				共済費 キョウサイヒ		1,786		1,786

				賃金 チンギン		6,073		6,073

				需用費 ジュヨウヒ		9,965		12,868

				役務費 エキムヒ		4,187		3,783

				委託費 イタクヒ		18,742		21,184

				使用料及び賃貸料 シヨウリョウオヨチンタイリョウ		6,137		8,541

				租税公課 ソゼイコウカ		0		3,714

				計 ケイ		57,403		68,462





スライド18

		

				本州四国連絡高速道路㈱・瀬戸内しまなみ海道振興協議会主催
しまなみ縦走開催実績一覧 ホンシュウシコクレンラクコウソクドウロセトウチカイドウシンコウキョウギカイシュサイジュウソウカイサイジッセキイチラン

																		尾道市（観光課）主管のサイクリング大会開催実績一覧 オノミチシカンコウカシュカンタイカイカイサイジッセキイチラン

				No.		開催年月日 カイサイネンガッピ		大会名 タイカイメイ		区分 クブン		参加者数 サンカシャスウ						No.		開催日 カイサイビ		大会名 タイカイメイ		区分 クブン		参加申込数 サンカモウシコミスウ		当日参加者数 トウジツサンカシャスウ		完走者数 カンソウシャスウ

				1		H12.3.25～26		第1回しまなみ縦走 ダイカイジュウソウ		スタンプラリー		1,038						1		H21.10.17～18		サイクルモードしまなみ
アイランドライド2009		ファンライド		731		709		705

				2		H12.10.14～15		第2回しまなみ縦走 ダイカイジュウソウ		スタンプラリー		1,116						2		H22.10.9～10		サイクルモードしまなみ
アイランドライド2010		ファンライド		1,676		1,525		1,472

				3		H13.3.24～25		第3回しまなみ縦走 ダイカイジュウソウ		スタンプラリー		612						3		H23.9.17～18		サイクルモードしまなみ
アイランドライド2011		ファンライド		2,163		1,917		1,881

				4		H13.9.15～16		第4回しまなみ縦走 ダイカイジュウソウ		スタンプラリー		362						4		41,203		第1回瀬戸内しまなみ海道
サイクリング尾道大会 ダイカイセトウチカイドウオノミチタイカイ		ファンライド		1,147		1,058		1,044

				5		H14.3.23～24		しまなみ縦走2002 ジュウソウ		スタンプラリー		554						5		41,574		第2回瀬戸内しまなみ海道
サイクリング尾道大会 ダイカイセトウチカイドウオノミチタイカイ		ファンライド		1,250		1,138		1,124

				6		H15.3.22～23		しまなみ縦走2003 ジュウソウ		スタンプラリー		433						6		41,784		第3回瀬戸内しまなみ海道
サイクリング尾道大会 ダイカイセトウチカイドウオノミチタイカイ		ファンライド		1,015		923		908

				7		H16.3.20～21		しまなみ縦走2004 ジュウソウ		スタンプラリー		576						7		42,302		第4回瀬戸内しまなみ海道
サイクリング尾道大会 ダイカイセトウチカイドウオノミチタイカイ		ファンライド		1,140		1,077		1,070

				8		H17.3.19～20		しまなみ縦走2005 ジュウソウ		スタンプラリー		570																						広島テレビ放送主催「グラン・ツール・せとうち」参加者数一覧 ヒロシマホウソウシュサイサンカシャスウイチラン

				9		H18.3.25～26		しまなみ縦走2006 ジュウソウ		スタンプラリー		767																						No.		開催日 カイサイビ		大会名 タイカイメイ		区分 クブン		参加申込数 サンカモウシコミスウ		当日参加者数 トウジツサンカシャスウ

				10		H19.3.24～25		しまなみ縦走2007 ジュウソウ		スタンプラリー		548																						1		H25.5.25～26		グラン・ツール・せとうち2013		ファンライド		899		847

				11		H20.3.22～23		しまなみ縦走2008 ジュウソウ		スタンプラリー		918																						2		H26.4.19～20		グラン・ツール・せとうち2014		ファンライド				1,271

				12		H21.3.21～22		しまなみ縦走2009 ジュウソウ		スタンプラリー		1,686																						3		H27.4.18～19		グラン・ツール・せとうち2015		ファンライド		1,953		1,539

				13		H22.3.20～21		しまなみ縦走2010 ジュウソウ		スタンプラリー		1,632

				14		H22.3.19～20		しまなみ縦走2011 ジュウソウ		スタンプラリー		1,517

				15		H24.3.24～25		しまなみ縦走2012 ジュウソウ		スタンプラリー		1,998

				16		H25.3.23～24		しまなみ縦走2013 ジュウソウ		スタンプラリー		2,116

				17		H26.3.22～23		しまなみ縦走2014 ジュウソウ		スタンプラリー		2,704

				18		H27.3.21～22		しまなみ縦走2015 ジュウソウ		スタンプラリー		3,484

				本州四国連絡高速道路㈱・瀬戸内しまなみ海道振興協議会主催
しまなみ縦走開催実績一覧 ホンシュウシコクレンラクコウソクドウロセトウチカイドウシンコウキョウギカイシュサイジュウソウカイサイジッセキイチラン

				No.		開催年月日 カイサイネンガッピ		大会名 タイカイメイ		区分 クブン		参加者数 サンカシャスウ

				1		H12.3.25～26		第1回しまなみ縦走 ダイカイジュウソウ		スタンプラリー		1,038

				2		H12.10.14～15		第2回しまなみ縦走 ダイカイジュウソウ		スタンプラリー		1,116

				3		H13.3.24～25		第3回しまなみ縦走 ダイカイジュウソウ		スタンプラリー		612

				4		H13.9.15～16		第4回しまなみ縦走 ダイカイジュウソウ		スタンプラリー		362

				5		H14.3.23～24		しまなみ縦走2002 ジュウソウ		スタンプラリー		554

				6		H15.3.22～23		しまなみ縦走2003 ジュウソウ		スタンプラリー		433

				7		H16.3.20～21		しまなみ縦走2004 ジュウソウ		スタンプラリー		576

				8		H17.3.19～20		しまなみ縦走2005 ジュウソウ		スタンプラリー		570

				9		H18.3.25～26		しまなみ縦走2006 ジュウソウ		スタンプラリー		767

				10		H19.3.24～25		しまなみ縦走2007 ジュウソウ		スタンプラリー		548

				11		H20.3.22～23		しまなみ縦走2008 ジュウソウ		スタンプラリー		918

				12		H21.3.21～22		しまなみ縦走2009 ジュウソウ		スタンプラリー		1,686

				13		H22.3.20～21		しまなみ縦走2010 ジュウソウ		スタンプラリー		1,632

				14		H22.3.19～20		しまなみ縦走2011 ジュウソウ		スタンプラリー		1,517

				15		H24.3.24～25		しまなみ縦走2012 ジュウソウ		スタンプラリー		1,998

				16		H25.3.23～24		しまなみ縦走2013 ジュウソウ		スタンプラリー		2,116

				17		H26.3.22～23		しまなみ縦走2014 ジュウソウ		スタンプラリー		2,704

				18		H27.3.21～22		しまなみ縦走2015 ジュウソウ		スタンプラリー		3,484







瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会
サイクリングしまなみ２０１８

2018年10月28日（日）開催
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３．メディア露出によるプロモーション効果

（平成22年秋）
NHK連続テレビ小説「てっぱん」

・尾道が舞台に決定（平成２２年１月７日）⇒４６年ぶりNHK大阪放送局
・福山市の「龍馬伝」、安来市の「ゲゲゲの女房」に続く中国地方の活性化
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（平成23年08月26日 読売新聞）

「猫の細道/北川景子さんCMで観光客続々│広島県」

尾道市内の細い路地が、テレビCMの影響で観光客のひ
そかな人気を呼んでいる。千光寺公園の山すそにある
「猫の細道」。若手人気女優の北川景子さんが旅で訪れ、
風景をカメラに収める設定。細道の入り口にある「招き
猫美術館」にはCMを見て訪れた若者らの姿が目立ち、
秋の観光シーズンに向け、さらに客足の伸びが期待でき
そうだ。

（平成2３年夏） ＴＶ－ＣＭ
北川景子 尾道を訪ねる。
デジタル一眼カメラ“α” – SONY
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（平成2９年５月）
ＮＨＫ「ブラタモリ」
#73 尾道
～なぜ人は尾道に魅せられるのか？～

（平成30年元旦）
日本テレビ ＴＯＫＩＯ×嵐
尾道で挑戦！新春恒例「ウルトラマンＤＡＳＨ」

（平成28年8月）
フジテレビ月9「好きな人がいること」第7話
出演：桐谷美玲、山崎賢人

（平成30年10月予定）
テレビアニメ「ソラとウミのアイダ」（尾道が舞台）
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おのみちフィルム・コミッション
平成29年度支援実績

ジャンル 件数（昨年度）

映画・プロモ ６（　３）

ドラマ １（　４）

CM ４（　３）

情報・バラエティ番組 ５４（４１）

ニュース等 ３（　２）

ドキュメンタリ- ４（　２）

その他（書籍含） ２４（２３）

照会のみ １１（　８）

合　　計 　　１０７（８6）

（再掲）

WEB媒体 9

海外向けメディア 9

STU48「ミュージックビデオ」、ケツメイシ「ミュージックビデオ」、東京ガールズコレクション

「広島県PRムービー」、島田角栄監督「尾道ロケ映画」

TBS月曜名作劇場「新・浅見光彦シリーズ　後鳥羽伝説殺人事件」

広島ガス「TVCMこのまち思い物語」、JR西日本「瑞風WEBサイト」

レッドブル・ホーリーライド2017「WEB配信」、JR西日本「瑞風WEBサイト」、ヤマハ「公式

WEBサイト」、JALNIKON「エクストリーム・トラベラー」

訪日外国人向け旅行サイト「プラネタイズ」、ヨーロッパニュースチャンネル「ユーロニュース」、

中国テレビ番組「地域版印象シリーズ」、タイテレビ番組「日タイ修好130周年日本縦断！おにぎ

りツアー」、電通クリエーティブＸ「ＳＨＯＯＴ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ」、NHKワールド「サイクル

アラウンドジャパン(海外向け)」

主な実績

NHK「ブラタモリ」、フジテレビ「もしもツアーズ」「ヒルナンデス」、日本テレビ「ウルトラマ

ンDASH」「ZIP!」、テレビ朝日「人生の楽園」「土曜あるある晩餐会」、TBS「ビビット」、テ

レビ東京「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」「出没！アド街ック天国」「元祖！大食い王決

定戦」、BS-TBS「極上のクルーズ紀行」「関口宏 ニッポン風土記」、BSジャパン「空から日本を

見てみよう＋」、RCC「ひな壇団」、広島テレビ「よくばりアリス」

ヨーロッパニュースチャンネル「ユーロニュース」、北海道放送「今日ドキ」

広島ホームテレビ「日本の祭り」、レッドブル・ホーリーライド2017「WEB配信」

ゲーム「ソラとウミのアイダ」、集英社「プレイボーイ」、ヤマハ「公式WEBサイト」、エース

JTB「日本の旬」、リクルート「じゃらん」、宝島社「InRed」、訪日外国人向け旅行サイト「プラ

ネタイズ」、タウン情報おかやま「尾道・福山 ぶらりさんぽ」、日立製作所広報誌「はいたっく」
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尾道エリアの入込観光客（推計値）のうち

「バスを利用した観光客数」

Ｈ27年 75.8万人 ⇒ Ｈ29年 71.3万人 ｰ6.0%
「ＪＲを利用した観光客数」

Ｈ27年 76.4万人 ⇒ Ｈ29年 80.7万人 ＋5.6%
「自家用車を利用した観光客数」

Ｈ27年 213万人 ⇒ Ｈ29年 220万人 ＋3.3%

※団体旅行から個人旅行へ

○観光分野での課題
１．旅行形態の変化
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２．駐車場不足・渋滞が顕在化

市街地は狭隘で、その周囲を山や海が囲んでいる

※大型駐車場の新設は困難

（尾道市街地観光案内地図）
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・市街地駐車場が満車になる時期・時間帯

４月初旬 観桜時期
4月下旬 尾道みなと祭
5月 ゴールデンウィーク
7月末 尾道住吉花火まつり
9月 シルバーウィーク

10月初旬 尾道灯りまつり

（その他）
市街地でのイベント開催、３連休

通常の土、日（正午前後）
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「地元のお店、住民、観光客からのクレーム」

（お店）
・市街地の駐車場が満車のため、予約していた時間にお店に
行かれないとお客様から言われる。何とかならないか。

（住民）
・駐車場を待つ車列が道路をふさいで危ない！
（観光客）
・せっかく楽しみにして来た尾道だが、駐車場に全く空きがなく
観光が出来なかった。二度と来たくない！

※観光客のストレス増加、来訪意欲の減少、観光消費機
会の喪失、交通事故の危険性の増大
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３．これまでの取組み

①市営駐車場の出入口へ交通誘導員を配置

②近隣小学校グラウンドを借り上げ
→学校行事が優先のため常に確保できない

→車列を排除するが時にトラブルも

③パークアンドライドの社会実験
→郊外に駐車スペースを確保も遠いため

利用されない

16



・尾道みなと祭ポスター

（ここ最近では）

④公共交通機関・パークアンドライドの推奨
→強制力がなく、周知が不足
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・尾道市ホームページ（観光は公共交通機関で）
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・尾道市ホームページ（パークアンドライド）

19



４．目指すべき姿

・観光客のストレスフリー
・観光客数、観光消費額の増大

観光による地域経済の活性化
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５．今後の取組み

（共通認識）
駐車場不足・渋滞は尾道の観光分野の大きなネック、
課題であり対策が必要

（取組み）
市、商工会議所、観光協会の三者による検討会を発足
→休日の企業等駐車場・遊休地の有効活用
→効果的なパークアンドライドの実施

ほか
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