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はじめに 

 
平 成 １ ４ 年 の 「 観 光 立 県 」 宣 言 以 来 、 

す で に 6 年 が 経 過 し ま し た が 、 こ の 間 、  
千葉県の観光は大きな変革を遂げました。 

 
昨年の「ちばデスティネーションキャンペ  

ーン」では、県内各地で観光事業者、企業、    

大学、県民、ＮＰＯなど「オール千葉県」で

観光振興を目指そうという機運が、かつて 
ないほど高まりました。 
このような、観光に対する人々の意識の変化は、本県が目指す 

「観光立県」の歩みが着実に進展している証であると、改めて実感    

しています。 
 
私たちの住む千葉県には、人と自然との営みが調和して維持され   

てきた里山などの自然環境や景観、人々の生活の中で育まれてきた   

文化など、人を惹きつけてやまない魅力が満ち溢れています。 
地域に息づく文化は、観光地としての文化でもあり、人々の笑顔

やあたたかなまなざしは、訪れる人の心を和ませ、その地を離れ  
がたい気持ちを抱かせる、地域の魅力そのものです。 

 
２１世紀にふさわしい千葉県観光は、このような景観や文化を 

守り、さらに価値の高いものに仕上げ、日本のどこでもなく、房総    

にしかない、個性ある地域づくりに取組み、「長期滞在」や「定住」     

の地として、国内外の人々が憧れる“住んでよし  訪れてよし”の     
空間を形成することにほかなりません。 
              
今後、本計画に基づき、限りない可能性を秘めた千葉県観光の 

さらなる飛躍を図るため、引き続き、地域の人々とともに観光の質    

の向上に挑みたいと考えます。 
 

平成２０年１０月 

千葉県知事 堂本暁子
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計画の策定にあたって 

 

（人は観光に何を求めてきたのか） 

幕末にオランダ政府から寄贈された一艘の船。のちに幕府の海軍練習船として使用

されたこの船は、「観光丸」と命名されました。これが、わが国での「観光」というこ

とばの始まりとされています。 
「観光」の語源は、中国の易経の「観国之光(国の光を観る）」に由来するとされ、
君主は四方を巡幸し、民の風俗を観察し、政教を設けたのです。「観る」とは、心をこ

めてじっくりと観て、本質をとらえるという意味合いを持っています。 
しかし、わが国では、明治以降、一般の人々にとって「観光」は、単なる物見遊山

とみなされていました。 
戦後の高度経済成長期になると、観光旅行が大衆化し、有名観光地には全国各地か

ら団体旅行者が訪れ、環境や景観の破壊など観光地の疲弊、サービスの悪化などの  

弊害も見られました。 
その後、移動手段や観光ニーズの多様化とともに、旅行の形態も団体旅行からグル

ープ旅行や家族旅行・個人旅行に転じ、近年になってようやく、その目的も、かつて

の「有名観光地に行くこと」、「名所旧跡を巡ること」から、学習や体験に重きが置か

れるように、観光の原点に回帰する動きが見られるようになってきたのです。 
 

（観光の今日的な意義） 

内閣府が毎年実施している「国民生活に関する世論調査」を見ると、安定成長期に

入り、物質的な面での生活が充実してくるにしたがって、心の豊かさを求める傾向が

続いています。 
同調査では、今後の生活の力点についても尋ねていますが、余暇やレジャー活動に

力点をおくとの回答が多く、これからは「観光」がその重要な役割を担うと考えられ

ます。 
人々は、日常、自らが身を置く環境にはないものにあこがれ、気に入った土地に  

滞在し、その土地の生活、文化、風土の中にある魅力を体感することを求めています。 
また、日常の生活から離れ、ふだんとは異なる自然や生活に接することは、新たな  

出会いと自己の発見のきっかけとなり、ときには、そのことが人の考え方や生き方を

も変える可能性を持っています。 
このように、観光は、人々のライフスタイルと密接に関わっており、また、観光  

資源も地域の生活の中に存在すると考えられることから、本県では、「観光は生活の 

一部」として捉えています。 
 

（本県における観光政策の変遷） 

県政における観光について振り返ると、約１００年前にあたる１９０８年（明治  

４１年）発行の「千葉産業要覧」の中で、名勝・旧跡に関する項が設けられており、

本県の有する多くの観光名所のうち香取神宮、成田山新勝寺、犬吠埼付近などが紹介

されています。 
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 また、１９３１年（昭和６年）には、千葉観光社発刊の「房総の観光」において、

当時の県としての観光の位置づけを明確に示していました。そこには産業政策として

の観光の重要性、多様な主体との連携、県民のおもてなしなど、どれも現在の観光施

策に通じる重要なキーワードが取り上げられています。 
 １９６２年（昭和３７年）に策定された「千葉県長期計画書」では、観光客の通年

化や周遊化の課題が提示され、その解決策としての観光ルートの設定や観光開発の 

推進などが掲げられていました。また、一方では、無秩序な観光開発による観光公害

も懸念し、観光対象となる資源の保護育成についても併記され

ていました。 
 その後、本県観光の大きな転機となる出来事が起こりました。

１９７８年（昭和５３年）の成田国際空港の開港と１９８３年

（昭和５８年）の東京ディズニーランドの開園です。これによ

り本県観光を取り巻く環境も大きく変化し、これまでの観光入

込客数の構造も、海水浴客中心から大型のレクリエーション施

設を訪れる人々へと大きくシフトしてきました。 
 
（地域づくりとしての観光振興） 

 観光振興とは「地域づくり」そのものであり、県内経済を活性化させるとともに、

魅力ある県土づくりを実現するため総合的かつ計画的に取り組むべきものと考え、平

成１４年には、県政の最重要課題として「観光立県」を掲げ、「２１世紀型の観光地づ

くり」に取り組んできました。 
平成１６年１月には、千葉県議会観光立県推進議員連盟と県が発起人となり、観光

関連産業、経済団体、行政等で構成する「観光立県ちば推進協議会」を設置し、さら

に同年１０月、オール千葉県で観光振興に取り組む方向を示すために「観光立県ちば

推進ビジョン」を策定しました。 

そして平成１９年２月、本県観光にとっての試金石となる 

大型観光キャンペーン「ちばデスティネーションキャンペーン」

（ちば DC）を JR グループと連携し、東京圏で初めて開催し
ました。 
ちば DC では企業、県民、NPO、大学、市町村などオール   
千葉県で観光客の受入態勢の充実や各地域の潜在する魅力ある

観光資源の再発見に取り組みました。 
また、徹底したプロモーション活動により、多くのメディア

で取り上げられ、「観光地としてのちば」の知名度

が大幅に向上し、観光客も増加するなど大きな 

成果を生み出しました。 
その一方で、広域的･面的な連携や、宿泊客のさ

らなる増加、おもてなしの心の醸成など、今後  

取り組むべき課題も明らかになりました。 
 
 

（波の伊八の作品） 
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（観光条例の制定） 

 ちば DC 後、県民、観光事業者、商工団体等様々な方々と話し合い、本県観光に   
対する想いや夢を語っていただきました。このとき寄せられた一つ一つのことばは、

その後の条例制定や計画の施策立案を行う際に大きな

ヒントとなりました。 
そして、平成２０年３月、これまでの成果と課題を

踏まえ、産業としての観光を確立し、オール千葉県で

の取組を永続的なものとするため、「千葉県観光立県の

推進に関する条例」を制定しました。 
 

 

（人々を魅了する観光地となるために） 

国内外には、人々を魅了してやまない地域があります。 
国際的なリゾートとして名高い南仏プロヴァンスは、南側に紺碧の地中海が広がり、 

イタリアとスペインを結ぶ交通の要所でもあった

ことから、古代から様々な民族の文化が融合した

独特の雰囲気をもつ地域です。域内には、ニース、

アルル、アヴィニョンなど、国際的にも知られた

都市が点在していますが、太陽の恩恵を受けた野

菜や果物、地中海の豊富な海の幸、オリーブやミ

モザなどの木々の緑、自然の豊かさなど、その魅

力は枚挙に暇がありません。 
しかしながら、この地域の最大の魅力は、陽気でおおらかな南仏気質の人々のそこ

に生きる喜びを発見できることであり、訪れた人々は、その雰囲気の中に身を置き、

ゆったりとした時間の中で田舎暮らしを楽しんだり、ビーチに寝そべって「何もしな

い贅沢」を味わうのです。 
国内では、軽井沢や湯布院が挙げられます。 
軽井沢には、「軽井沢憲法」という、風俗を永遠に追放する不文律があります。   

この精神は、現在も受け継がれ、行政も、県の景観計画（法定）や景観条例によって

建築物の色彩、屋根の形状、高さなどの規制、別荘地は戸建住宅地域とするなどの  

都市計画上の規制、自然保護、善良な風俗維持など

の対策を行っています。 
また、湯布院は、高層マンションの建設だけでは

なく、ゴルフ場の建設にも反対し、開発への抵抗を

続けるとともに、手作りのイベントや自然と共生し

た街並みなど、湯布院らしさを追求した結果、日本

屈指の観光地となっています。 
 

（観光県としての千葉県の可能性） 

私たちが住む「千葉県」は、海に抱かれ、年間を通して陽光が降りそそぎ、温暖な

気候に恵まれています。 

（２１世紀の千葉県観光～夢を語る会～） 
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また、大都市圏の至近に位置しながらも、「花」や「海」をはじめとした豊かな自然

に満ち溢れているほか、全国有数の農水産物の生産地でもあります。 
歴史をさかのぼると、県内各地に貝塚や埴輪などが残っていることからも、すでに

太古の昔より県内には、人が住み着いていたことは想像に難しくありません。 
このように、人々を惹きつけてやまない多様な魅力を有することから、本県には  

多くの人が訪れ、交流を重ねながら、産業の発展と共に移り住み、都市と農山漁村が

共存するバランスのとれた地域構造が形づくられました。 
千葉県には、世界に誇れる圧倒的な自然はありませんが、里海・里山など、人間と

の共生の歴史を象徴する自然や、人々の生活や産業の中で育まれた文化が満ち溢れて

おり、単なる「観光地」としてだけではなく、「長期滞在」や「二地域居住」、そして

「定住」へと発展させる大いなる可能性を持っています。 
また、歴史的に見ても、江戸・東京の台所として多くの食材を提供してきており、

それは新たな食文化の創造へとつながり、また、京葉工業地帯の工場群も生産だけで

はなく、文化としての産業技術を供給してきたと言っても過言ではないでしょう。 
千葉に住む私たちが、こうした房総文化に気づき、愛着を深め、千葉に生きている

誇りを持つことが、「観光立県千葉」の実現を可能とするものと考えます。 
そして、地域の魅力を活かした安全・  

安心・快適な空間をつくり上げることによ

り、訪れる人が増え、その笑顔が住民たち

の郷土愛と誇りを培い、来訪者にとっても

「新たなふるさと」となると考えます。 
 

（観光立県ちば推進基本計画の策定） 

この「観光立県ちば推進基本計画」では、産業としての観光の発展が、先人たちが

代々守り引き継いできた地域の生活環境・自然環境や景観を保全しながら行われるべ

きものと明示しています。 
私たち一人ひとりが自らの住むこの千葉県の自然、歴史、文化を守り、良好に維持

しながら、持続可能な手法によって観光振興を図ることが、ひいては、千葉県が２１

世紀にふさわしい観光の舞台になるものと考えます。 
「観光立県ちば推進ビジョン」の策定から「ちば DC」の実施、そして「観光条例」
制定に至る様々な取組の中で育まれた「オール千葉県」での観光振興の大きなうねり

は、本計画の中にも脈々と受け継がれています。 
今後、県では、この計画に基づき、千葉県観光の

さらなる飛躍を図るため、地域の人々との話し合い

を重ね、連携・協働して、観光の質の向上に挑みた

いと思います。 
そして、観光地としてだけではなく、生活の地と

して、無限の可能性を持つこの千葉県において、  

真に豊かで多様な地域社会が形成されることを目指

します。 
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１ 計画の位置付け 

この計画は、「千葉県観光立県の推進に関する条例」第９条に基づき、観光立

県千葉の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定した中

長期計画です。 

 

２ 計画期間 

平成２０年度から平成２４年度までの５年間とします。 

 

３ 計画の点検・見直し 

今後の観光ニーズや社会経済情勢の変化に適切に対応するため、進捗状況を随

時検証するとともに、必要に応じて見直しを行います。 

Ⅰ 計画の基本的な考え方 
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１ 本県観光の強み 

（１）温暖な気候、多様で美しい自然 

房総半島は黒潮の影響を受けて温暖な気候に恵まれており、特に南房総の沿岸

部は無霜地域が広がり避寒地として多くの来訪者を集めています。 

また、三方を海に囲まれた半島であり、多様な海岸線を有するとともに、起伏

が少なく平坦な土地が多く、里山をはじめとする親しみやすい自然が多く残って

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）様々な食材の宝庫 

温暖な気候、美しい海、肥沃な土地に恵まれ、野菜・果樹・米・畜産・水産物

などバランスのとれた食材の生産が営まれています。 

 

 
 

主な生産物 産出額又は生産量 全国順位 

野菜 1,570億円 2 

米 706億円 9 

花き 207億円 3 

生乳 246億円 3 

豚 347億円 4 

鶏卵 260億円 1 

漁業総生産量 226千トン 6 

 資料：生産農業所得統計他 

 

月別平均気温（平成18年）
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Ⅱ 千葉県の観光を取り巻く現状と課題 
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（３）東京圏の一角に位置 

日本の 4 分の 1 の人口が居住している東京圏に位置しており、都心から 2～3

時間で房総半島に来ることができます。 

    
 

車利用の場合   

起点 終点 所要時間 

銚子市 105分 

一宮町 75分 

鴨川市 88分 

東関東自動車道起点

（市川市） 

館山市 114分 

銚子市 130分 

一宮町 77分 

鴨川市 65分 

アクアライン起点 

（川崎市） 

館山市 91分 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

鉄道利用(特急利用）の場合  

起点 終点 所要時間 

銚子駅 105分 

上総一宮駅 57分 

安房鴨川駅 120分 
東京駅 

館山駅 112分 

※平成19年7月に館山自動車

道が全線開通したことから、館

山市までの所要時間は20分程

度短縮されています。 

房総半島までの所要時間

資料：「ちばの道」平成18年度達成度報告書／ 
平成19年度業績計画書 

資料：各市役所・町役場ホームページ 
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（４）成田国際空港、重要港湾の立地 

日本の空の表玄関である成田国際空港や、特定重要港湾である千葉港をはじめ

７箇所の港を有し、空と海の玄関口が充実しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田国際空港 
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資料：成田国際空港㈱「成田空港～その役割と現状～」 

成田国際空港航空旅客数推移
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訪日外国人訪問客の推移 

２ 本県観光の現状 

（１）産業としての観光の重要性 

観光は、観光関連産業だけでなく、農林水産業や製造業など幅広い分野を含む

裾野の広い産業であり、21世紀の新たな成長産業と期待されています。 

千葉県の観光入込客数は 1 億 3,426 万人（平成 19 年）にのぼり、旅行総消費

額は4,587億円と推計され、主産業のひとつである農業産出額に匹敵する額とな

っており、今や千葉県を代表する産業のひとつと言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
                          

千葉県の観光入込客の動向 

人数 訪問率

千葉県（推計値） 798,000 1,036,000 1,225,000 1,394,000 16.7

台　湾 198,000 269,000 289,000 306,000 22.1

韓　国 157,000 222,000 231,000 283,000 10.9

中　国 134,000 220,000 206,000 239,000 25.4

香　港 87,000 65,000 85,000 105,000 24.3

米　国 59,000 71,000 97,000 97,000 11.9

41.6 47.4 ー

　＊国際観光振興機構（JNTO）が調査した国別訪日外国人旅行者数及び県別訪問率により推定

（観光目的の割合） 49.1

（主な内訳）

平成１９年
平成１６年 平成１７年 平成１８年

千葉県を訪れる外国人観光客 

※国際観光振興機構（ＪＮＴＯ）調査による国別外国人旅行者数及び県別訪問率（平成19年公表）
に基づき推計 
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主 な 産 業 の 生 産 額 等 

宿泊数が上位の都道府県（平成19年1月～12月）

 

  

 

工業 商業 農業 観光 

製造品出荷額等※1 小売業年間販売額 農業産出額 旅行総消費額 

12兆9,712億円 5兆7,350億円 4,014億円 4,587億円 

※1 従業員4人以上の事業所 
平成18年工業統計調査、平成19年商業統計調査、平成18年生産農業所得統計、 
平成19年観光入込調査及び全国観光統計基準 

 

 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多様化する観光ニーズ 

個人の価値観やライフスタイルの多様化に伴って、従来の名所旧跡を巡る観光

から、地域ならではの魅力に触れて心の満足を求める形態へ需要傾向が変化して

います。 

また、千葉県では、東京ディズニーリゾートへの観光客は順調に増加していま

すが、夏の観光の主役を担ってきた海水浴客は長期にわたり減少傾向にあります。 

 

 

全国順位 都道府県 宿泊者数（人） 
１ 東京都 37,183,240

２ 北海道 24,922,660

３ 大阪府 16,002,890

４ 千葉県 14,795,600

５ 静岡県 13,424,430

全国順位 都道府県 宿泊者数（人） 
１ 北海道 18,080,370

２ 沖縄県 10,853,640

３ 千葉県 10,814,950

４ 静岡県 9,482,980

５ 長野県 8,213,460

○延べ宿泊者数（出張・業務を含む）

○延べ宿泊者数（観光目的の宿泊者が50％以上を占める施設のみ） 

資料：国土交通省「宿泊旅行統計調査」 
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（３）人口減少・少子高齢化社会の到来 

全国的に少子高齢化が進み、今後は本格的な人口減少時代を迎えます。 

現在、千葉県の人口は増加していますが、2015年には減少に転じると予測され

ています。定住人口が減少する地域では地域活力の低下が懸念されていることか

ら、観光振興により交流人口の拡大を図り、地域を活性化する必要があります。 

 
 

海水浴客及び観光入込客総数の推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

昭
和
46
年

昭
和
56
年

平
成
3年

平
成
6年

平
成
15
年

平
成
16
年

平
成
17
年

平
成
18
年

平
成
19
年

海水浴客

観光入込客総数

資料：(社)日本観光協会「平成19年度版観光の実態と志向」 

旅先での行動（上位項目）
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資料：千葉県観光課「平成19年観光入込調査概要」 

海水浴客及び観光入込客総数の推移 

旅先における行動（上位項目） 
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（４）ちばＤＣによる県民の観光機運の盛り上がり 

オール千葉県で取り組んだ「ちばＤＣ」は、観光客の増加はもちろん、それに

伴う生産波及効果など、数字の上でも大きな成果を生み出しました。しかし、何

よりの成果は、おもてなしの重要性や観光振興の取組が、地域づくりや地域経済

の活性化につながるという共通の認識を全県的に構築できたことです。 

 
 

                           （単位：千人地点 千人泊） 

 
 
 

 

観光入込客数 宿泊客数  

H19 H18 増減 対前年比 H19 H18 増減 対前年比

総計 30,159 27,934 2,225 108.0% 3,628 3,439 189 105.5%

 
H19.2-4(DC期間中) 

DCによる効果額 

（左記のうち、観光入込客数の

増加分による額） 

旅行総消費額 1,683億円 109億円 

生産波及効果 2,343億円 150億円 

付加価値効果 1,070億円 67億円 

雇用効果 22,070人 1,405人 

税収効果 32億円 2億円 

ちばDC期間中の観光入込客数 

ちば DC の経済波及効果 

本県の将来推計人口（平成19年5月推計） 
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３ 本県観光の課題 

（１）観光地へのアクセスの改善などの基盤整備 

千葉県の観光に関するアンケート調査等の結果では、千葉県の観光に対する不

満として、「道路渋滞がひどい」、「駅から観光地までの交通（二次交通）が不便」、

「駐車場が少ない」、「トイレが少ない・汚い」といった点が常に上位を占めてい

ます。交通アクセス面の改善や駐車場・トイレの整備などの基盤整備が強く求め

られています。 

（２）観光の質の向上 

物見遊山的な観光から、地域の自然や歴史、産業、生活文化を肌で感じ、地域

の人々とのふれあいを求める交流・体験型の観光へと変わりつつある中、地域全

体のおもてなしの心の醸成、観光施設やイベント等の充実、観光資源の発掘・磨

き上げ、食や土産品の魅力向上、体験型観光メニューの充実など、観光の質の向

上が求められています。 

（３）広域的・面的な連携、多様な分野の資源や人材の活用 

多様な観光ニーズに対応し、宿泊客の増加や滞在時間の長期化を図るためには、

市町村の枠を越えた広域的な連携はもとより、観光関連分野だけでなく、多様な

分野の資源や人材を活用することにより、地域競争力の高い魅力ある観光地を形

成する必要があります。 

（４）地域の環境・景観との調和 

近年、人々は日常生活の中で、心の豊かさなど精神的な充足を求めており、観

光をその実現の機会として捉えるようになってきました。本県は、豊かな恵みを

もたらす里海や里山、四季を通じて咲き誇る花や新鮮で美味しい食材など多彩な

観光資源に恵まれています。また、観光資源は、先人たちが代々育み、守り引き

継いできた生活、歴史、伝統、文化などの様々な地域の資源の中にも潜在してい

ます。これら地域全体の生活環境、自然環境や景観を良好な状態に維持しながら、

また、調和を継続的に図りながら、観光振興に取り組むことが必要です。 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

千葉県観光に対する不満等 資料：千葉県の観光について（インターネットアンケート：平成19年度）
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１ 千葉県観光の目指す将来像 

 

 

 

  これからの観光は、美しい自然や景観、歴史文化、人々の生活に触れ、体験し、

地域の人々と交流することにより、心身ともにリフレッシュし、将来にわたり生活

を豊かにしていく、心地よいやすらぎの空間づくりが求められます。 
そのため、県民一人ひとりが、自らの地域に対する誇りと愛情を持って、誰もが

訪れやすく住みやすい地域づくりに取り組むとともに、観光振興による交流人口を

増加させていくことにより、地域の活性化や長期滞在・定住化を促進し、２１世紀

にふさわしい観光の舞台となる「観光立県千葉」の実現を目指します。 
 

 

２ 目標の設定 

観光立県千葉の実現を推進していく上で、この基本計画の期間中における目標を

次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住む人も、訪れる人も和み、元気になれる“花と海の故郷
ふるさと

ちば”」 

平 均 宿 泊 数 

○１人当たりの平均宿泊数を、県外客については２泊以上、県内客については 
１．５泊以上にすることを目標とします。 

観 光 入 込 客 数 

○観光立県に向けたオール千葉県での取組を通じ、本県への年間観光入込客総数を

平成２４年までに１億６，０００万人にすることを目標とします。 

1億6,000万人（平成24年） 1億3,426万人（平成19年） 

宿 泊 客 数 

○年間の延べ宿泊客数を平成２４年までに２，０００万人にすることを目標と

します。 

2,000万人（平成24年） 1,542万人（平成19年） 

2.0泊（平成24年） 

1.5泊（平成24年） 

県外客 1.41泊（平成16年）

県内客 1.21泊（平成16年）

Ⅲ 千葉県観光の目指すべき姿 
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外国人来訪者数 

○本県への外国人来訪者数を平成２４年までに２００万人とすることを目標 
 とします。 

国際会議等の開催件数と経済波及効果 

○県内における年間の国際会議等の開催件数を平成２４年度までに５割以上 
増やすことを目標とし、これに伴う経済波及効果を１５０億円に拡大します。 

200万人（平成24年） 139.4万人（平成19年） 

5割以上増加させる（平成24年）

150億円（平成24年度） 

248 件（平成19年） 

110億円（平成19年度） 

旅 行 者 満 足 度

増加させる（平成24年） ― （平成20年） 

○旅行者満足度調査を開始し、平成２４年に調査開始年と比較し満足度を 
増加させることを目標とします。 

旅 行 総 消 費 額 

○県内における旅行総消費額を平成２４年までに６，０００億円とすることを 
目標とします。 

6,000億円（平成24年） 4,587億円（平成19年） 

※開催件数は、（財）ちば国際コンベンションビューロー（ＣＣＢ）調査による県内

で開催された国際・国内会議等の件数。経済波及効果の対象は、ＣＣＢの誘致によ

る国際会議等の件数より算定。 

※基準年（Ｈ１９年）における外国人来訪者数は、国際観光振興機構（ＪＮＴＯ）

調査による、国別訪日外国人旅行者数及び県別訪問率を基に、本計画公表時点（平

成20年10月）における推計値となっています。 
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「千葉県観光立県の推進に関する条例」の基本理念を踏まえ、次に掲げる基本方針

に基づき、観光立県の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進します。 

 

 

 

環境と観光の共生を目指し、多様な主体の連携・協働の下、自然環境や景観、

歴史文化、生活環境を守り、将来にわたって楽しむことができる持続可能な観光

の振興を図ります。 

 

 

 

観光産業と他の産業との有機的な連携による取組や地域を越えた広域的な連

携を促進することにより、産業としての観光を確立し、活力に満ちた地域社会を

実現していきます。 

 

 

 

地域が一体となった美しく住みよいまちづくりやおもてなしの心にあふれた

観光交流を通して、何度でも訪れたくなり、いつまでも住みたいと思える交流空

間を形成することにより、長期滞在や二地域居住、定住化を促進します。 

 

 

 

成田国際空港や港湾、国際交流都市を持つという本県の優位性を最大限に活か

して、外国人来訪者の積極的な誘致や受入態勢の強化を図り、国際的観光地にふ

さわしい環境を形成します。 

 

 

 

   観光マーケティングを充実・強化し、来訪者の多様なニーズを的確に把握する

とともに、関係機関が連携・協力した戦略的広報を展開することにより、観光地

ちばの魅力を全国に発信していきます。 
 

 

 

Ⅳ 基 本 方 針 

１ 環境の保全による観光の持続的発展 

２ 地域や分野を越えた産業としての観光の振興 

３ 交流空間の形成による長期滞在や定住化の促進

４ 国際的観光地としての地位の確立 

５ 観光地ちばの知名度向上 
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本県は、大都市圏に近接しており、里山、里海に代表される豊かな自然をはじめ、

食、歴史、文化など多様な魅力があふれています。こうした観光に関する優位性を活

かし「観光力」のさらなる向上を図り、２１世紀にふさわしい千葉県観光を早期に実

現する必要があります。 
そこで、今後、特に重点的かつ積極的に取り組む５つの「リーディングプロジェク

ト」を設定し、庁内各部局が一体となり「観光立県の実現」に向けた各種施策の展開

に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ⅴ リーディングプロジェクト 

広 域 連 携 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト 

ニューツーリズム創出プロジェクト 

観 光 達 人 創 出 プ ロ ジ ェ ク ト 

新観光ビジネス創造プロジェクト 

長期滞在空間形成プロジェクト 

５つのリーディングプロジェクト 
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１ 広域連携推進プロジェクト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本県を訪れる来訪者の多くは日帰りの方々が多く、平成19年には、延べ

約1億3400 万人の観光入込客数のうち約89％にあたる1億1900 万人が日

帰り客となっています。これは本県観光における特徴でもあり強みでもあり

ますが、地域経済の活性化の観点から見ると、今後は日帰り型観光から宿泊

を含む滞在型観光への転換が観光立県千葉の実現には不可欠となります。 

そこで、県では各地域に存在する観光資源のブラッシュアップを図るとと

もに、観光地を戦略的に連携させることにより、来訪者の長期滞在に対応可

能なエリア（広域観光圏）の県内各地への形成に取り組みます。 

展開イメージ 

国の支援
特定措置
補助制度
税制優遇
等

広域連携推進プロジェクト

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在
の促進に関する法律（平成20年5月23日公布）

市町村

商工業者 農林水産業者

観光事業者 都道府県

NPO

法定協議会

観光圏整備計画

地域の創意工夫を活かした取組

観光圏整備実施計画

事業者が作成し、国土交通大臣に認定申請

広域連携の促進

南房総地域

観光圏形成イメージ

九十九里
地域

北総利根川
地域

広域連携支援

県

大臣認定

国の制度
活用
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２ ニューツーリズム創出プロジェクト 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ニューツーリズム： 
    従来の物見遊山的な観光旅行に対して、テーマ性が強く、人や自然とのふれあいな

ど体験的要素を取り入れた新しいタイプの旅行と旅行システム全般を指す。テーマと
しては産業観光、エコツーリズム、グリーンツーリズム、ヘルスツーリズム、ロング
ステイなどが挙げられる。 

 

ニューツーリズム創出プロジェクト
エコツーリズム

里山づくり

自然環境体験観光

イルカウオッチング

野生生物観察観光
温泉や地場産品による身体に優しい料理
を味わい、心身ともに癒され、健康を回
復・増進・維持する観光

ヘルスツーリズム

工場 現場見学

フィルムツーリズム

サイクルツーリズム

グリーン・ブルーツーリズム

多様なニーズに対応する新たな旅行商品の造成

千葉の里山・森づくり
プロジェクト

「健康県ちば」の実現

エネルギーフロントランナー
ちば推進戦略

グルメツーリズム
歴史ツーリズム

文化観光

など

産業観光

工場景観 鑑賞観光

来訪者のニーズが多様化、そして高度化する中で、人々が求める旅のス

タイルも、従来の物見遊山的な観光から地域の人々や自然、文化に触れる

ことで感動を得る体験型の観光へと変化してきています。 

また、一方では最近の若者の旅行離れも顕著となっている状況もあり、

これらの若者を含めた多くの人々を旅へと突き動かすために、新たな形態

の旅行市場の開拓が必要となっています。 

そこで、本県の有する多様な魅力を活用したニューツーリズム（※）の創

出を図り、千葉ならではの独創性あふれる、新たな旅行商品の造成などに

取り組みます。 

展開イメージ



 

16 

３ 観光達人創出プロジェクト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※リカレント教育： 
主に学校教育を終えた後の社会人のための、大学等の教育機関等を利用した教育 

  ※観光コンシェルジュ： 
    来訪者が安心して旅を満喫できるよう、旅の情報提供などのサポートをする人材 
 

魅力ある観光地づくりを推進するには、受入体制の整備、来訪促進のため

の効果的な情報発信、交通アクセス向上などの基盤整備はもちろん、様々な

分野において、地域の観光振興を担う人材が不可欠となっており、そうした

人材の育成が非常に重要であることが認識されるようになってきました。 

そこで、県では、地域における観光振興の取組をより確かなものとするた

め、来訪者のニーズを踏まえ、観光振興を通じた地域の活性化や地域の特色

を活かした観光まちづくりをコーディネート・プロデュースすることができ

る「質の高い観光人材」の育成に取り組みます。 

展開イメージ 

観光達人創出プロジェクト

産業

生活

自然

観光

ご当地検定
の活用

ご当地検定
の活用

旅行業者
の活用
旅行業者
の活用

観光プロデューサー・観光コンシェルジュ・ボランティアガイド

リカレント教育
の活用

リカレント教育
の活用

行政における観光
人材枠の確保

行政における観光
人材枠の確保

文化
歴史風土

観光のプロ育成



 

17 

４ 新観光ビジネス創造プロジェクト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※コンテンツ産業：映画、ゲーム、音楽、アニメなどの産業の総称 
 
 

観光振興を地域経済の活性化に結び付けるためには、従来から観光に係

わる地場産業の体質改善や強化に取り組むとともに、新たな観光関連産業

の創出が欠かせないものとなっています。 

このため、企業が有する「技術やノウハウ」と大学や研究機関等の持つ

「知の拠点としての機能」を有機的に連携することにより、地域資源のブ

ランド化を促進し、２１世紀型の新たな観光ビジネスを創出する必要があ

ります。 

そこで、県では、産学それぞれの主体の連携・協働が着実に展開できる

よう、マッチングの場を提供するなど、産学官連携をより確かなものとす

るための総合的な支援に取り組みます。 

展開イメージ 

新観光ビジネス創出プロジェクト

産
業
の
ち
か
ら

行政のちから

人材･知的財産の
活 用

新たな観光サービス
の創造

新
た
な
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
の
確
立

連携・協働

支援体制
（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ・研究会など）

技術シーズ
活 用

先端技術を活用した
集客イベント

コンテンツ産業との
連携による情報発信

来訪者の多様なニーズ

大学のちから
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５ 長期滞在空間形成プロジェクト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長期滞在空間形成プロジェクト

首都圏住民や外国人
の取りこみ

週末滞在・二地域居住

本県への定住促進

～都市住民と農山漁村のニーズの融合・良好な集落コミュニティの形成～

滞 在 型 プ ロ グ ラ ム 充 実

インターナショナル
ヴィレッジ

ワンランク上の
リゾートエリア形成

地域 ｺ ﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ の
調和ある形成

地域 ｺ ﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ の
調和ある形成

新規定住者への支援
（空き住宅提供など）
新規定住者への支援
（空き住宅提供など）

クラインガルテンの普及

海洋リゾート形成

新たなライフスタイルの確立

   
※クラインガルテン：長期滞在が可能な市民農園 
 

 

千葉県は東京圏にありながら温暖な気候と四季を通じて咲き誇る花や美

しい海などの多彩な自然資源を持ち、都会では味わうことのできない様々

な魅力にあふれています。 

これからの千葉県観光はこのような地域の資源を活かして、「何度でも訪

れたくなり、住んでみたい」と思う心地よい滞在空間づくりが重要になり

ます。 

このため、参加体験や滞在型の観光プログラムの充実に取り組むととも

に、クラインガルテンの活用など週末滞在を促進する様々な方策を検討す

るほか、地域の人々との交流を通じた心地よいコミュニティの形成により

定住化を促進します。 

展開イメージ 
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今後、県が総合的かつ計画的に取り組む主な施策を７つの施策体系に整理し、「観

光づくり地域活動の促進」を施策展開の中心に据え、地域の持つ「人のちから」、「資

源のちから」、「産業のちから」の３つのちからを活用して、県のあらゆる施策を有機

的に連携させることにより、「観光立県千葉の実現」に向けた取組の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策の表記について 
○印：現在実施している施策について記載しています。 
●印：今後、計画期間内に実施を検討する施策について記載しています。 

Ⅵ 施策体系 

観 

光 

立 

県 

千 

葉 

の 

実 

現 

〜 

住
ん
で
よ
し
訪
れ
て
よ
し 

の
空
間
の
形
成 

〜 

資源のちから 産業のちから

人のちから

資源のちから 産業のちから

人のちから

７ 長期滞在・定住空間の形成
（１）質の高いリゾート空間の形成
（２）二地域居住・定住化の促進

７ 長期滞在・定住空間の形成
（１）質の高いリゾート空間の形成
（２）二地域居住・定住化の促進

６ 観光を支える人づくり
（１）おもてなしの向上
（２）観光を担う人材の育成
（３）観光教育の充実

６ 観光を支える人づくり
（１）おもてなしの向上
（２）観光を担う人材の育成
（３）観光教育の充実

１ 観光づくり地域活動の促進
（１）環境の保全・再生
（２）良好な景観の形成
（３）観光資源の発掘・保全・利活用
（４）広域的な連携の促進
（５）多様な主体による連携・協働の推進

３ 県内各地域への来訪促進
（１）ＩＴ等を活用した観光情報の発信強化
（２）全県的なプロモーション活動の強化
（３）国際的ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝの誘致促進

３ 県内各地域への来訪促進
（１）ＩＴ等を活用した観光情報の発信強化
（２）全県的なプロモーション活動の強化
（３）国際的ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝの誘致促進

４ 国際観光の促進
（１）外国人の来訪促進
（２）国際交流の促進

４ 国際観光の促進
（１）外国人の来訪促進
（２）国際交流の促進

２ 観光基盤の整備
（１）交通ネットワークの整備・充実
（２）観光拠点となる施設の整備・充実
（３）ユニバーサル観光地づくり

２ 観光基盤の整備
（１）交通ネットワークの整備・充実
（２）観光拠点となる施設の整備・充実
（３）ユニバーサル観光地づくり

５ 観光産業の振興
（１）観光事業者の経営基盤強化
（2）新たな観光事業の創出
（３）地域資源のブランド化

５ 観光産業の振興
（１）観光事業者の経営基盤強化
（2）新たな観光事業の創出
（３）地域資源のブランド化
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１ 観光づくり地域活動の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※観光づくり地域活動とは 
「観光づくり地域活動」は、多様な主体（地域住民、幅広い産業分野の事業者、ＮＰＯ、教育機関、
行政など）が創意工夫を活かして、地域が有する様々な観光資源を「保全」、「発見」、「育成」し、そ
の魅力を「伝達」することにより、来訪者（宿泊・レジャー目的だけではなく、ビジネス等も含む）
との「交流」に発展し、地域の個性や特色を伸ばすものです。 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

（１）環境の保全・再生 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の魅力と活
力の向上 

住民の誇りと愛着
を培う 

 
保全 

 
発見 

 
育成 伝達 

多様な主体 

交流

様々な観光資源 

観光と環境の調和は、持続可能な観光振興を図る上で大変重要なテーマとな

っています。観光地の環境を保全することは、地域の魅力を向上させるだけで

なく、来訪者に対するおもてなしにもつながります。 

地域と行政が一体となって環境保全に取り組み、本県が有する素晴らしい自

然を将来にわたって守り育てていくことは、私たちに課せられた使命です。 

県ではこの考え方を踏まえ、観光振興の取組が地域の環境を良好に維持しな

がら行われ、そして両者の調和が継続的に図られるよう、部局の枠を越えた施

策を展開します。 

私たちの住む千葉県には、先人たちが守り引き継いできた生活、人々の心を惹き

つけて離さない豊かな自然などのほか、歴史、伝統、文化、産業など、観光資源と

なり得る貴重な素材が数多く潜在しています。 

県では、本県の観光振興を図る上で基本となる「観光づくり地域活動」（※）を促

進することにより、生活環境や自然環境を良好な状態に維持しながら観光振興が図

られるよう、必要となる施策を展開します。 
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（現在実施している施策） 

○ 千葉県環境基本計画の推進〔環境生活部〕 

 

 

 

○ 環境学習基本方針の推進〔環境生活部〕 

 

 

○ 生物多様性ちば県戦略の推進〔環境生活部〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 美しい森林づくり総合対策の推進〔農林水産部〕 

 

 

 
 

○ 里山の保全・整備及び活用の促進〔農林水産部〕 

 

 
 

○ 東京湾の水質浄化対策の推進〔環境生活部、県土整備部〕 

 

 

 
 

○ 豊かな河川環境の整備と保全〔県土整備部〕 

 

 

 本県の豊かな生物多様性を未来に引き継ぐため、地球温暖化と生物多様性を一体的な
ものとして捉え、生物多様性の保全・再生と持続可能な利用促進に総合的に取り組ます。
 緑地・公園、河川などの社会資本整備、森林づくり等、県のすべての施策に生物多様
性の視点を取り入れていきます。 

 「ちばの森林づくり」を進める社会システムの構築に向けて、市町村と地域が主体と
なった森林づくりの計画を策定することにより、目標とする千葉の森林の姿や森林づく
りの進め方の具体的なモデルを提示します。 
 また、竹林の整備や拡大防止に取り組むとともに、適切な森林整備を推進するための
マスタープランを策定します。 

 里山条例に基づき、里山の保全・整備及び活用を促進するため、市町村、県民等と協
働し、普及啓発や活動支援するほか、里山活動の新たな担い手として期待できる企業や
業界団体に対して普及啓発に努めるなど、里山活動への参加を積極的に促進します。 

 一都三県で協力し、東京湾へ流入する汚濁の削減を図るために策定した第6次総量削
減計画に基づき、COD、窒素、りん負荷量の削減を進めます。 
 また、計画に定める目標の達成のための実行計画として、県民や有識者等からなる委
員会で策定した「みんなで東京湾をきれいにする行動計画」に基づき、県民と協働して
東京湾及び流入河川の水質浄化に向けた対策を推進します。 

 水質悪化が著しい河川・湖沼等の水質浄化を図るため、流入負荷の削減や自然浄化機
能の回復を推進するとともに、その他の河川においても、多自然川づくり等を行い、多
様な生物を育む水辺づくり及び親しみと潤いのある特色ある川づくりを推進します。 

「すべての県民が環境について考え、行動する」と「あらゆる施策に環境の視点を入
れる」という２つを併せた「環境自治」の考え方のもと、県民が一体となって、豊かな
千葉の環境を守り、次の世代へと伝えていくための取組を進めます。 
 

持続可能な社会づくりに向けて、環境や環境問題に対する豊かな感受性と関心を育
み、問題解決力を身につけ、主体的に行動できる人づくりを目指します。 

 

自然生態系を構成する動物、植物、微生物など地球上の豊かな生物種の多様性と

その遺伝子の多様性、そして地域ごとの様々な生態系の多様性をも意味する包括的

な概念と考えられています。 

また、健全な生態系があり、豊かな地域固有の「生物多様性」が維持されること

により、自然からの恵みを受けて豊かな生活を送ることができます。 

ＴＯＰＩＣＳ 生 物 多 様 性 
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○ 都市の緑の保全・創出〔県土整備部〕 

 

 

 

○ 印旛沼・手賀沼の水質保全の推進〔環境生活部、県土整備部〕 

 

 
 

○ 地域との協働による水辺の環境保全と美化〔県土整備部〕 

 

 
 

○ 三番瀬の再生〔総合企画部〕 

 

 

（２）良好な景観の形成 

  

 

 

 

 

 

 

 

（現在実施している施策） 

○ 良好な景観形成の推進〔県土整備部〕 

 

 

 

 
 

○ 優れた風致景観の保全（自然公園の保護、施設の管理）〔環境生活部〕 

 

 

 

○ 日本風景街道の推進〔県土整備部〕 
 
 
 

観光地を訪れる来訪者が、心地よく感じ、癒される空間を形成するためには、

海、山、森などの自然景観、また、まち並みを構成する建物や道路だけでなく、

地域の文化、歴史、生活などが一体となって形づくられる都市景観などのそれ

ぞれの地域が持つ、かけがえのない財産（資源）を保全・活用していく必要が

あります。このため、県では景観条例、里山条例等に基づく施策と連携した観

光振興の取組を促進します。 

 都市環境の改善や美しい都市景観の創出と生態系の保全などを図るため、屋上・壁面
等の緑化について、市町村や関係課と連携した普及促進策について検討するとともに、
都市緑地法に基づく緑化地域制度、緑地協定等の活用について、市町村との連携を図り
ながら進めます。 

 印旛沼、手賀沼の水質浄化については、両湖沼とも県と関連市町村等による会議を設
置し、浄化対策を検討するとともに具体の行動計画を策定しています。この計画に基づ
き、行政、NPO、住民等の連携による地域が一体となった取組を推進していきます。 

 河川の清掃、除草などの美化活動をボランティアで行っている団体等に対し、草刈機
の貸出やボランティア保険加入などの支援を行い、地域との新たな協働による水辺の環
境保全と美化を目的とする「アダプト制度」を推進します。 

 「千葉県三番瀬再生計画（基本計画・事業計画）」に基づき、三番瀬の自然環境の再
生・保全と、地域住民が親しめる海の再生を目指して事業を進めていきます。 

 良好な景観を形成・保全するため、地域における景観への意識高揚・ルール作りの促
進に向けて、地域協定、地域活動団体等の認定及び事業者協定制度を活用して、県民等
の活動を支援します。 
 また、景観に関する施策の推進に向けた基本方針を策定するとともに、重要かつ緊急
性の高い地域における広域景観計画の策定を検討します。 
 さらに、シンポジウムやセミナーの開催等により多様な情報提供を行います。 

 優れた自然の風致景観等を有する自然公園は、県民にとってかけがえのない財産であ
り、その優れた風致景観の保全に取り組みます。さらに県民の高い自然志向性等を踏ま
え、身近な自然とふれあえる場として自然公園施設を、利用者の安全と快適性の確保の
ため、適正な維持・管理に努めます。 

 道路及びその沿道や周辺地域を舞台に、地元住民、NPO、企業、市町村などの多様
な主体による協働のもと、景観、自然、歴史、文化等の地域資源や個性を活かした原風
景を創成する運動を促し、観光の振興や地域の活性化に寄与することを目的とする日本
風景街道（シーニック・バイウェイ・ジャパン）を推進します。 
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○ 地域との協働による道路の美化〔県土整備部〕 
 
 
 
○ 道路におけるユニバーサルデザインの推進（無電柱化）〔県土整備部〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道路の清掃、除草などの美化活動をボランティアで行っている団体等に対し、草刈機
の貸出やボランティア保険加入などの支援を行い、地域との新たな協働による道路の美
化等を目的とする「アダプト制度」を推進します。 

 年齢、性別、個人の能力等に係わらず、すべての人々が安全で快適に通行できるよう、
歩道や自転車歩行者道の段差を解消するとともに、歩行の障害となる電柱類を地中化す
ることなどにより、バリアフリー化された歩行空間の確保を推進します。 

 

観光と美しい景観が密接に関係することは容易に想像できると思いますが、県で

も「千葉県観光立県の推進に関する条例」の制定と同時期に「千葉県良好な景観の

形成の推進に関する条例」を制定しています。 

この条例の特徴は以下のとおりです。 

① 各主体が良好な景観の価値に気づき、景観づくりの担い手を育てて、地域の財

産である「景観」を将来の県民に引き継いでいくという「育成」の理念を条例

の各所にちりばめています。 

② 県民、事業者、市町村、県等の地域にかかわる全ての主体が良好な景観の価値

を認識し、協働しながらその形成に継続して取り組めるよう、独自の基本理念

を定め、各主体の役割等を明確にしています。 

③ 地域住民、地域活動団体及び事業者の景観づくりの取組を認定して、それに対

する支援を行う３つの認定制度と、事業者と県が直接、良好な景観に関する協

定を結ぶ１つの協定制度、この４つの制度を千葉県独自の制度として創設し

て、制度間の効果的な運用により地域における草の根レベルの景観づくりを活

性化させていくこととしています。 

 

ＴＯＰＩＣＳ 景 観 条 例 
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（３）観光資源の発掘・保全・利活用 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現在実施している施策） 

○ 協働型地域づくりの総合的な推進〔総合企画部〕 

 

 

 

○ 地域における文化芸術活動の促進〔環境生活部〕 

 

 

 

○ 地域資源を活用した農村の活性化〔農林水産部〕 

 

 

 

 

○ 都市住民が何度でも来たくなる漁村づくり〔農林水産部〕 

 

 

 

 

○ 新たな観光魅力としての参加体験型観光の推進〔農林水産部、商工労働部〕 

 

 

 

 

 

 

本県には「花」、「海」などに代表される自然以外にも、人々の生活、歴史、

文化、産業など観光資源となり得る様々な魅力があふれています。この中に

は、すでに観光資源として定着しているものもあれば、農林水産業や工業な

ど人々の暮らしを支える産業に関わる資源、地域に住む人々の生活の中に潜

在する資源など、一見、観光とは関わりが無いと思われるものも数多く存在

します。県では、こうした資源の中に、観光としての価値を見出すことによ

り、来訪者の多様なニーズに対応可能な観光資源の開発とその利活用を促進

します。 

 地域の魅力や資源を活かし、多様な主体の連携・協働により、交流人口の増加を通じ
た活力ある持続可能な地域づくりの助成・サポートを総合的に実施します。 

 県民・NPO、県、市町村など様々な主体が連携して、アート（芸術文化）を中心と
した地域資源の活用や地域の核となる人材の掘り起こしを図りながら、地域課題の解決
に向けた仕組みの構築を図ります。 

 都市と農村の交流活動による農村の活性化を促進するため、農林水産物の千産千消の
推進や地場特産加工品の開発などに貢献している直売所の連携強化、地域が一体となっ
て都市住民を受け入れられる体制整備への支援、農林漁業体験を受け入れる人材の養成
など、グリーン・ブルーツーリズムの普及拡大を図ります。 

 県ホームページ「千葉さかな倶楽部」により魅力ある漁村の情報発信を行うとともに、
水産物直売所等との連携による「千葉の海」丸ごと満喫キャンペーンを展開し、漁業体
験や県産水産物等のPRを行い、都市住民の漁村地域への来訪を促すブルーツーリズム
を推進します。 

 「自然体験」や「農林漁業体験」「生活体験」など県内各地で展開している参加体験
型観光の品質を高め、新たな体験メニューの創出に取り組むとともに、それらの情報の
一元管理を図ることで利用者の利便性を向上させ、首都圏からの旅行者の増大、リピー
ター化を促進します。 
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○ 魅力と賑わいのあるまちづくりの推進〔商工労働部、企業庁〕 

 

 

 

 

○ 房総のむらにおける江戸時代風景の再現〔総合企画部、教育庁〕 

 

 

 

 

 

○ 歴史文化資源の活用促進〔商工労働部〕 
 
 
 
○ 「ちば遺産」１００選、「ちば文化的景観」の選定・普及〔教育庁〕 

 
 
 
○ 地域活性化プラットフォームの構築〔環境生活部〕 

 
 
 
 
○ 森林・里山の利活用の拡大〔農林水産部〕 

 
 
 
○ 地域の文化資源を活用した「ちば文化」の推進〔環境生活部、教育庁〕 

 
 
 
○ 伝統的文化の理解と継承〔環境生活部、教育庁〕 

 
 
 
 

 千葉県企業庁ホームページ「幕張新都心にようこそ」をはじめ多様なメディアを効果
的に活用した新都心の情報発信や民間組織との協働によるイベント等支援及び住み・働
く人との交流促進により、魅力と賑わいのあるまちづくりを推進します。また民間活力
によるアミューズメント機能の導入促進など、来訪者に楽しんでいただける環境づくり
に取り組みます。 

 国内外からの集客力を高めるとともに、郷土文化の振興を図るため、房総のむらにお
いて、武家屋敷や農家等について本物志向により江戸時代仕様に改修するほか、景観に
ついても当時の房総の雰囲気が色濃く醸し出されるよう整備し、江戸時代の房総風景の
再現を図ります。 
 また、改修事業により設置した堀割などの江戸時代景観の活用を図り、さらなる集客
の可能性を検証します。 

県内の歴史文化資源を発掘・活用し、歴史的・文化的な街に拠点を置いた地域散策型
の旅行や、県内の歴史的・文化的な地域を巡る広域周遊型旅行の提案を行い、キャンペ
ーン等での展開を図ります。 

文化財や文化的景観の普及啓発を推進するために、県民の投票を受けて「ちば遺産
100 選」「ちば文化的景観」を選定します。また選定結果や関連する文化財、文化的景
観を紹介する冊子を作成し、情報を広く県民に提供します。 

県民・NPO、県、市町村など様々な主体が連携して地域において取り組むべきテー
マ（課題）を検討し、地域資源の活用や地域の核となる人材の掘り起こしと、県・市町
村とNPOのパートナーシップを含む様々な主体によるネットワークづくりを進めなが
ら、地域課題の解決に向けた仕組みの構築を図ります。 

県民の森等の森林や身近な里山における生物多様性の保全、地域文化の継承、教育や
健康レクリエーションの場の提供、森林セラピーの普及など体験型の観光資源として森
林・里山の利活用の拡大を図ります。 

地域に残る文化資源を、県民からの情報提供を受けてホームページで広く公開すると
ともに、千葉の美術や千葉の街道など、テーマごとに地域の文化資源をめぐり、本県の
文化や多様性と豊かさを実感してもらう「ちばの文化資源を巡る事業」を実施します。

伝統文化の継承、後継者の育成及び伝統技術の活用を図るために、伝統的技術所有者
が指導者となり、県民が自らその技術を体験する事業や伝統文化を学び体得する事業を
実施します。 
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○ 文化遺産の継承と活用〔教育庁〕 
 
 
○ 産業観光の推進〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 工場景観の活用促進〔商工労働部〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● エコツーリズムの推進 

 

 

● ヘルスツーリズムの推進 

 

 

 

● 美しい街周遊モデルルートの創設 

 

 

 

● 都市地域における新たな観光空間づくりの推進 

 

 

 

文化財の適正な保存・継承と広く親しまれ活用されるように、教育現場における出土
文化財の活用事業と地域振興に文化財を活用する事業を行います。 

千葉の豊かな自然を活かし、環境保全に配慮しつつ、自然とふれあい、環境に対する
知識を深めるためのエコツーリズムを推進します。 

千葉の自然に触れて、効能豊かな温泉に入り、地域食材を活かした美味しい料理を味
わうことにより心身ともに癒される「健康」に着目したヘルスツーリズムを推進します。

 

都市地域の持つ芸術文化、スポーツ施設、エンターテイメント施設など多彩な観光資
源を活かし、新たな魅力ある観光空間を創出します。 

 国の制度等である「都市景観大賞」、「手づくり郷土賞」や「優秀観光地づくり賞」な
ど観光に関連する表彰を受けている地域を結び、美しい街並み等を楽しむ周遊モデルル
ートを作成します。 

製鉄や石油化学などの日本を代表する企業が立地する京葉臨海コンビナート地域を
はじめとした特色ある製造現場を活用し、ものづくりの仕組みや歴史に触れ、技術者た
ちとの交流が図れる産業観光を推進します。 
 

工場の外観そのものを活用した「工場景観の鑑賞」をテーマとした旅行の商品化を図
ります。 

 

匝瑳市の植木生産は明治時代に始まったといわれています。しかし、当時の植木

生産農家はわずかで、一部の富裕層を 

対象に観賞用樹木を供給しているにす 

ぎませんでした。 

現在では日本有数の栽培面積 

を誇り、市内の農家の垣根とし 

て「槙塀」がよくみられ、なか 

には高さ４ｍほどのものまであ 

ります。 

ＴＯＰＩＣＳ 槙 塀（匝瑳市） 
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● オープンガーデンの促進 

 

 

● ちばのお宝発見プロジェクト 

 

 

 

● マリンスポーツやニュースポーツの活用促進 

 
 

 

 

● 県民提案による新たな周遊ルートの作成 

 

 

● 県内各地の特産品を使ったご当地グルメづくり 

 

 
 

● こだわりの「オンリーワン」観光地づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県の周囲を取り巻く「海」という資源を有効に活用した海洋観光を促進するため、
夏の海水浴以外に通年型で集客が可能となるスポーツ・イベント型海洋観光（サーフィ
ン・ダイビング・ヨット・ジェットスキー・釣りなど）の普及に取組むとともにソフト
バレーボールやキックベースボールなど、既存スポーツ施設等を活用した新たなスポー
ツ観光需要の掘り起こしを行います。 

 県内に存在する様々な魅力を発見するため、広く県民等から「私だけの知っている絶
景ポイント」、「本当は教えたくない秘密の場所」など、普段の生活の中にある隠れた観
光資源を公募し、公表します。 

 事業者はもちろん一般の方のレシピなど、広くアイデアを募集し、県内各地に存在す
る豊富な海の幸、山の幸等の素材を活用した同一ジャンルのスイーツメニューなどの開
発に取り組みます。 

 その土地でなければ見られないもの、そこに行かなければ食べることができないもの
など、これからの地域間の競争を勝ちぬくために、オンリーワンの要素を活かした観光
地づくりに取り組むとともに、近隣地域も巻き込んだ広域的な「ゾーン」展開により、
地域の魅力向上を図ります。 

県民から、今まで知られてなかった地域の様々な観光資源を発掘・活用した観光ルー
トを公募し、着地型の観光ルートを新たに作成します。 

地域の魅力のひとつとして、花や緑の交流の場として捉えることができる花壇や庭を
公開するオープンガーデンを促進します。 

 

地元農家が代々守ってきた昔ながらの美しい棚田の風景。春には緑の苗代、秋に

は黄金色の稲穂が風にそよぐ光景は、農林水産省選定の「日本棚田１００選」にも

選ばれた見事なもので、いくら見ていても飽きさせない景観です。この鴨川の棚田

は全部で３７５枚、都心から一番近い棚田です。 

棚田で収穫される長狭米は、全国米づく 

り１００選にも選定されており、色艶や旨 

味などで高い評価を得ています。 

休閑期には、夜の千枚田に松明を灯し、 

普段とは一味違った棚田の風景を見ること 

ができます。 

ＴＯＰＩＣＳ 大山千枚田（鴨川市）
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（４）広域的な連携の推進 

    
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 広域連携の推進による魅力ある観光地づくり〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 広域周遊観光の推進〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 広域的文化事業の推進〔環境生活部〕 

 

 

 

○ 広域地方計画、首都圏整備の推進〔総合企画部〕 

 

 

 

○ 千葉フィールドミュージアムの推進〔教育庁〕 

 

 

 
○ 国際観光圏関東推進協議会への参画〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 一都三県広域連携による外客誘致促進〔商工労働部〕 

 

 

 

多様な魅力を有する観光地ちばの地域競争力を高めるためには、多様化する来

訪者ニーズに対応し、宿泊客の増大や滞在期間の長期化を図るため、従来の「拠

点」中心の観光から、今後は「面」そして「ゾーン」へ展開していくことが必要

になります。そこで、観光地の受入体制の整備や、市町村域を越えた資源や人材

の連携など、広域・面的な連携を促進し、広域的な観光交流空間の形成に取り組

みます。 

従来の「拠点」中心の観光から、今後は「面」そして「ゾーン」への展開が必要であ
ることから、地域における広域連携の担い手となる推進組織づくりを支援し、市町村の
枠を越えた広域的な連携や観光の枠を越えた異業種間の連携を促進します。 

県民の文化への参加エネルギーの高まりにあわせ、美術・邦楽・洋楽など幅広い芸術
の振興を図るため、県域芸術文化団体との共催による「千葉・県民芸術祭」を開催しま
す。 

国が新たに策定する「国土形成計画（広域地方計画）」について、千葉県及び首都圏
の発展に資する計画となるよう、的確に本県の考え方を盛り込むよう働きかけるととも
に、策定された計画を適正に実施できるよう関係都県市との連携を強化します。 

県民が房総の豊かな自然と文化に触れ、学び楽しむことができるフィールドミュージ
アム（自然や文化そのものを展示物と考える野外博物館）を充実し、身近な自然・文化
遺産を活用した多彩な事業を展開します。 

 関東地方知事会で設置している「国際観光圏関東推進協議会」において、国際観光振
興対策、国等への提案・要望、関連団体との交流・連携等、外国人観光客の誘致に広域
的に取り組みます。 

 首都圏の一都三県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）が、広域的に連携し、広域
的にプロモーションを行うことが効果的な国・地域をターゲットに、旅行会社・メディ
アを招請し、視察、商談会等を行い、外客誘致を図ります。 

観光客の県内滞在時間の長期化や宿泊増を図り、市町村の枠を越えた広域的な観光ル
ートを策定するため、県内の多種多様な観光資源・観光ルートの整理分析を行い、観光
客の多様なニーズや季節に応じた広域型観光ルートを紹介します。 
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○ 広域連携による訪日教育旅行の受入体制の整備促進〔商工労働部〕 

 

 

○ 成田空港周辺地域国際観光推進協議会の運営〔商工労働部〕 

 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● 新たな観光圏の形成 

 

 

● 首都圏ツーリズムの拡充 

 

 

 

● 房総観光マラソンプロジェクトの創設 

 

 

 

（５）多様な主体による連携・協働の推進 

    
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 大学と連携した魅力ある観光地づくり〔商工労働部〕 

 

 

 

 

観光立県を実現するためには、観光資源の連携はもとより、地域の多様な

主体が一体となった取組が不可欠です。そこで、観光に関する様々な活動を

行う観光協会、商工会議所・商工会、各種業界団体等が中心となり、分野を

越えた主体との有機的な連携により、観光を通して魅力ある活力に満ちた地

域社会の形成に取り組みます。 

大学と地域の連携強化を図り、大学が持つ先進的な研究成果や人材を、地域の人材育
成や観光振興に活用するため、大学と地域関係者が連携・協働する環境を整備すること
により、地域の特徴を最大限に活かした観光振興を推進します。 

 首都圏の中心に位置する東京湾は沿岸部はもとより内陸部にも様々な観光資源に恵
まれています。アクアラインや整備中の圏央道を活用することで近隣の都県を周遊する
新たな観光ルートづくりに取組み、首都圏全体の活性化を図ります。 

 県内の主要観光地をチェックポイントとした県内広域を巡り、特産物を提供するマラ
ソン大会を企画し、健康づくりと観光PRを兼ねたプロジェクトに取り組みます。 

 県内に新たな観光圏を形成するため、観光需要等の実態や地域資源の現況調査及び活
用方策の検討のための基礎的な調査を行うとともに、観光圏認定に向け、観光圏整備を
希望する市町村等に対し支援を行います。 

※ 観光圏とは 
平成２０年７月２３日に「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法
律」（観光圏整備法）が施行されました。観光地が広域的に連携した地域を「観光圏」と捉え、
地域の伝統や食などの観光魅力を掘り起こして、国内外の観光客が２泊３日以上滞在できる
エリアの形成を目指し、国際競争力の高い魅力ある観光地づくりを推進することにより、地
域の幅広い産業の活性化や、交流人口の拡大による地域の発展を図るものです。 

 成田国際空港周辺地域に外国人観光客を誘致し、観光振興を図るため、県と空港周辺
３市２町で「成田空港周辺地域国際観光推進協議会」を設置し、連携して成田空港周辺
地域への外客受入体制の整備と外客誘致事業を実施します。 

 首都圏の一都二県一町（(財)東京観光財団、神奈川県、山梨県富士河口湖町、千葉県）
が、広域的に連携し、訪日教育旅行の誘致を図ります。 
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○ 協働型地域づくりの総合的な推進（再掲）〔総合企画部〕 

 

 

 

○ 地域活性化プラットフォームの構築（再掲）〔環境生活部〕 

 

 

 

 

○ 産業観光の推進（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 地域における文化芸術活動の促進（再掲）〔環境生活部〕 

 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● 地域の多様な主体が連携・協働した観光まちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域の魅力や資源を活かし、多様な主体の連携・協働により、交流人口の増加を通じ
た活力ある持続可能な地域づくりの助成・サポートを総合的に実施します。 

県民・NPO、県、市町村など様々な主体が連携して地域において取り組むべきテー
マ（課題）を検討し、地域資源の活用や地域の核となる人材の掘り起こしと、県・市町
村とNPOのパートナーシップを含む様々な主体によるネットワークづくりを進めなが
ら、地域課題の解決に向けた仕組みの構築を図ります。 

県民・NPO、企業、大学、行政など、地域の多様な主体が連携・協働して、地域に
潜在する観光資源を発掘し、地域ブランドとして磨き上げ、来訪者と交流することによ
り、魅力ある観光まちづくりを進めます。 

製鉄や石油化学などの日本を代表する企業が立地する京葉臨海コンビナート地域を
はじめとした特色ある製造現場を活用し、ものづくりの仕組みや歴史に触れ、技術者た
ちとの交流が図れる産業観光を推進します。 
 

 県民・NPO、県、市町村など様々な主体が連携して、地域資源の活用や地域の核と
なる人材の掘り起こしを図りながら、地域課題の解決に向けた仕組みの構築を図りま
す。 
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平成19年2月から4月の3ヶ月間、東京圏では初の開催となる「ちばデステ

ィネーションキャンペーン」（以下ちばＤＣ）に県を挙げて取り組みました。こ

の「ちばDC」がきっかけとなり、県内全域で県民や事業者、ＮＰＯなどオール千

葉県による地域の特徴を生かした活動が展開され、観光振興に対する機運が大い

に盛り上がりました。 

地域の人々が中心となり創りあげたイベントも４００を超えました。この結果、

期間中に千葉県を訪れた方は、 

3,016万人（対前年比８％増） 

となり、当初の目標であった 

５％を大きく上回りました。 

ＴＯＰＩＣＳ ちばデスティネーションキャンペーン 
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２ 観光基盤の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）交通ネットワークの整備・充実 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 広域間交流を支える道づくり〔県土整備部〕 
 
 
 
 
 
 
○ 地域間交流を支える道づくり〔県土整備部〕 
 
 
 
 
○ 総合的な都市交通の円滑化の推進〔県土整備部〕 
 
 
 
 

 
 
 

交流人口の増加と地域の活性化を図るとともに、来訪者の利便性の向上を目

的として、観光地への移動所要時間の短縮や安全性の確保など、観光道路ネッ

トワークの充実に取り組みます。 

また、鉄道などの一次交通機関と観光地間を結ぶ、来訪者にとって不可欠な

二次交通の円滑な接続を図るため、地域と一体となったアクセスの改善等に取

り組みます。 

 全国的な交流・連携の強化、物流の効率化による地域経済の活性化及び観光立県千葉
の実現を目指すため、首都圏中央連絡自動車道、東京外かく環状道路、北千葉道路など
の高規格幹線道路等の整備を進めます。また、高速道路ネットワークの効率的活用・機
能強化のため、多様で弾力的な料金施策の実施、利便性を向上させるスマートインター
チェンジの整備等の促進に取り組みます。 

 幅員狭小、屈曲箇所の解消や渋滞を緩和するため、国道・県道のバイパスや現道拡幅
の事業を推進し、安全で快適な「ちばの道づくり」を進めます。 

 自動車交通の増加とともに、都市中心部における道路交通の慢性的な渋滞等に対処す
るため、ボトルネックの解消、街路整備及び連続立体交差などの事業を推進し、交通の
円滑化を図るとともに環境負荷の低減を図ります。 

多様な主体による観光づくり地域活動を支え、地域社会の活力を維持していくた

めには、生活者としての視点と来訪者としての視点の双方を踏まえた基盤整備が必

要になります。 

そこで、県では、本県観光に対する不満として挙げられる渋滞の解消に向けた道

路整備や観光地域内での移動手段としての公共交通機関の確保、また、海や川を利

用した水上交通ネットワーク形成のための交流拠点としての港湾の整備充実等を

促進します。 

このほか、情報案内機能の充実強化など、来訪者の利便性向上のための各種基盤

整備にも取り組みます。 
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○ 成田国際空港周辺幹線道路の整備〔県土整備部〕 
 
 
 
 
○ 南房総地域における広域的地域活性化に向けた基盤整備〔県土整備部〕 
 
 
 
 
 
○ 鉄道新線の整備促進〔総合企画部〕 
 
 
 
○ 既存鉄道の維持及び利便性の向上〔総合企画部〕 
 
 
 
 
 
○ バス路線の維持確保及び利便性の向上〔総合企画部〕 
 
 
 
 
 
○ 観光案内サインシステムの推進〔商工労働部〕 

 
 
 
 
 
○ 安全で快適な「ちばの道づくり」〔県土整備部〕 

 
 
 
 
（今後実施を検討していく施策） 
● 広告版による観光案内の強化 

 

 

● 観光スポットをつなぐ二次交通手段の整備促進 

 

 

 

 

 成田国際空港のポテンシャルを高めるとともに、地域産業の活性化と地域の生活環境
の向上など、様々な効果をもたらす首都圏中央連絡自動車道や北千葉道路及び空港周辺
幹線道路網の整備を推進します。 

 南房総地域において、国の「地域自立・活性化交付金」を導入し、観光施設や道の駅
など拠点施設や観光振興の活動にあわせ、拠点施設間の観光ネットワークを構成する国
県道の改築や土砂等崩壊防止施設を効率的に整備し、首都圏からの交通アクセス環境の
改善を図ります。 

 整備主体である成田高速鉄道アクセス（株）に対し助成し、関係機関との連携を図り
ながら成田新高速鉄道の整備を促進します。 

 第3セクター鉄道については、関係機関と協力しながら、経営支援策を検討・実施す
るなど経営健全化と自立経営の促進、利便性の向上等に取り組みます。   
また、JR 線などについては、運転本数や接続改善など利用者の利便性の向上が図れ
るよう、地元自治体と連携して鉄道事業者に対する要望を行います。  

 路線バス等による生活交通の確保方策について、バス対策地域協議会において地域の
合意形成を図ります。 
 また、バス対策地域協議会で維持・確保が必要とされた広域的・幹線的な系統につい
て、バス運行対策費補助金により補助を行い、生活交通の維持・確保を図ります。 

 本県を初めて訪れた観光客でもスムーズに的確に目的地に到達でき、快適に観光を楽
しめるよう県内の観光案内標識の整備を図るため、整備ガイドラインを策定しており、
県内各所に設置している観光案内標識の適切な維持管理を行います。 

 多発する交通事故から県民の生命を守り、高齢者・障害者・児童等が安心して通行で
きるようにするため、幅が広く段差のない歩道の整備を図るとともに、渋滞や事故の多
発している交差点の改良や舗装道路の改善を図ることにより安全で快適な道路環境を
確保します。 

 来訪者の利便性を向上させるため、比較的広い地域の観光スポット間をつなぐ周遊バ
スなどの移動手段の確保に取り組みます。利用者が自由に気軽に乗降できるスタイルに
することで、沿線の店舗・企業への集客・賑わいのまちづくりにも発展します。 

 集客力の高いディズニーリゾートや幕張メッセ、成田山新勝寺周辺に、総合的な観光
案内版を設置し、イベント情報提供など観光案内の強化に取り組みます。 
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● 旅客船の誘致などの海上交通の整備充実 

 

 

 

 

● サイクルツーリズムの推進～自転車でめぐる房総のたび～ 

 

 

 

 

● パークアンドライドの促進 

 

 

● 観光アクセスの向上 

 

 

● 陸上交通及び水上交通ネットワークの連携による観光地へのアクセス向上 

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 三方を海に囲まれた本県の特徴を活かした海上観光を促進するため、民間事業者との
連携による新たな航路の開拓を目指すとともに、本県への旅客船の誘致に取り組みま
す。また、単に旅客船の運航にとどまらず、来訪者が自由に水辺を楽しみ、環境から芸
術まで、学習も楽しめる仕組みづくりを進めていきます。 

 自転車に乗って自分の住んでいる近くを走ってみると、これまで自動車での移動では
気付かなかった場所や景色に出会うことがあります。全国一標高の低い千葉県で、環境
にやさしく健康に役立つサイクリングを促進するため、コースの整備やロードマップな
どによる情報発信など、観光地におけるサイクリングの普及に取り組みます。 

 養老渓谷で取り組んでいるパークアンドライドを他の観光渋滞が発生している地域
にも導入を検討し、観光地の魅力を低減させている道路渋滞の緩和に取り組みます。 

 従来の道路交通ネットワークに加え、観光資源にもなり得る海上交通の整備や中小河
川で行われている観光船運などを利根川等の大河川に発展させ、新たな水上交通ネット
ワークを形成します 

 交通分散化による観光渋滞の緩和を図るため、全県的な観光快適アクセスルートの検
討を行います。 

 

千葉県は全国で最も平均標高が低く、起伏の少ない地形は、サイクリングを楽し

むのに最適です。また、首都圏にあって、美しく豊かな自然、歴史や文化、美味し

い海の幸などに恵まれているなど、人々を旅へと誘う、多彩な魅力にあふれていま

す。この房総を舞台として、平成18年からサイクリングイベント「ツール・ド・

ちば」が開催されています。多くの参加者は、のどかな里山や太平洋を一望する美

しい海岸線など、変化に富んだ素晴らしい景観を楽しみながらサイクリングを満喫

しています。 

ＴＯＰＩＣＳ ツール・ド・ちば 



 

35 

（２）観光拠点となる施設の整備・充実 
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 賑わいのある港づくり〔県土整備部〕 
 
 
 
 
 
 
 
○ 活発な経済交流を支える港づくり〔県土整備部〕 
 
 
 
 
○ 幕張海浜公園の整備促進〔県土整備部〕 
 
 
 
 
○ 都市の緑の保全・創出（再掲）〔県土整備部〕 
 
 
 
 
 
○ 海水浴場水質等の向上〔環境生活部〕 
 
 
 
○ 安全で快適な「ちばの海岸づくり」〔県土整備部〕 

 
 
 
 
○ 良好な景観形成の推進（再掲）〔県土整備部〕 
 
 
 

   
 

港、河川、海岸、公園等は、住民にとっての生活の一部であるだけでなく、地

域への来訪者にとっても交流の場であり、地域における重要な観光資源です。そ

こで、人々の憩いの空間である都市公園の整備や緑地の保全・創出に取組むとと

もに、水上交通を活用した観光振興を図るため、拠点となる港湾等の親水機能の

強化及び交流拠点機能の充実など、魅力ある観光施設づくりに取り組みます。 

 千葉港では、街づくり事業と連携し魅力ある海辺空間の創出を図ります。 
 木更津港では、地域の活性化を支援するため、港の再開発を進めるとともに豊かな自
然環境を身近に感じることのできる緑地の整備を進めます。館山港では、南房総地域の
振興を支援するため、海と陸との接続部にある港の特性を活かし、観光ネットワークの
拠点となる旅客船等が着船できる多目的桟橋の整備を推進します。名洗港では、海洋性
レクリエーション拠点として、マリーナの拡充を進めます。また、これらの整備にあわ
せ、関係市等と連携して旅客船ネットワークの構築を進めます。 

 港の機能を強化し、利用の促進を図るため、大型船舶に対応した施設整備などを進め
るとともに、既存施設を効率的かつ適正に維持管理し、施設の延命化に努めます。さら
に、千葉港において港湾関係者等と連携し、経営戦略を推進します。 

 幕張新都心における憩いと安らぎの空間を創設するため、マリンスタジアムや幕張新
都心地区の様々な施設等との連携を図り、賑わいのある公園の整備のため、民間施設の
導入の検討を進めます。 

 都市環境の改善や美しい都市景観の創出と生態系の保全などを図るため、屋上・壁面
等の緑化について、市町村や関係課と連携した普及促進策について検討するとともに、
都市緑地法に基づく緑化地域制度、緑地協定等の活用について、市町村との連携を図り
ながら進めます。 

 本県の重要な観光のひとつである海水浴を安全に楽しんでもらうために、海水浴場の
水質向上を目指し、水質等の実態調査を行います。 

 海岸高潮・波浪及び海岸浸食等の自然災害から県民の生命・財産を守るため、海岸保
全施設の整備を推進するとともに、自然と共生し、快適で誰もが憩える海岸環境の保全
と再生を図るための整備を推進します。 

 良好な景観を形成・保全するため、地域における景観への意識高揚・ルール作りの促
進に向けて、地域協定、地域活動団体等の認定及び事業者協定制度を活用して、県民等
の活動を支援します。 
 また、景観に関する施策の推進に向けた基本方針を策定するとともに、重要かつ緊急
性の高い地域における広域景観計画の策定を検討します。さらに、シンポジウムやセミ
ナーの開催等により多様な情報提供を行います。
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○ 房総のむらにおける江戸時代風景の再現（再掲）〔 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（今後実施を検討していく施策） 
● 良好な眺望の活用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 眺望百景や富士見百景など良好な眺望を観光に活用するため、各眺望が望める視点場
やアクセスの整備を図ります。 

 

「千葉県立房総のむら」は、千葉県北部の利根川沿い、印旛郡栄町にある体験博

物館です。約 51ha に及ぶ広い館内には、「ふるさとの技体験エリア」と、古墳

群と県内で発見された考古資料を展示する資料館のある「歴史と自然を学ぶ風土記

の丘エリア」があります。 

「ふるさとの技体験エリア」では、江 

戸時代の房総の商家・武家屋敷・農家・ 

堀割などを景観や環境と一体に再現した 

ことで、当時の生活をより身近に感じる 

ことができ、江戸時代へタイムトラベル 

したような錯覚を覚えます。 

ＴＯＰＩＣＳ 房総のむら 

 国内外からの集客力を高めるとともに、郷土文化の振興を図るため、房総のむらにお
いて、武家屋敷や農家等について本物志向により江戸時代仕様に改修するほか、景観に
ついても当時の房総の雰囲気が色濃く醸し出されるよう整備し、江戸時代の房総風景の
再現を図ります。 
 また、改修事業により設置した堀割などの江戸時代景観の活用を図り、さらなる集客
の可能性を検証します。 

 

高いところから見晴らしの良い景観を眺めることは、観光の大きな楽しみの一つ

です。本県は、穏やかな山並みや変化に富む海岸、高層ビル群など、多様な景観を

有しています。そして、平均海抜が約４３ｍで日本一平坦な県であることから、他

県に比べわずか５０ｍの高さであっても高所からの遠望が利きやすく、地域の特色

ある眺望を楽しめるという利点があります。 

このような景色を広く知っていただき、 

楽しんでいただくために、県内の優れた 

眺望について、「ちば眺望１００景」と 

して選定しました。（９４ヶ所） 

ＴＯＰＩＣＳ ちば眺望１００景 

鋸山（鋸南町）
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（３）ユニバーサル観光地づくり 

   
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 「誰にもやさしい」まちづくりの推進〔健康福祉部、総合企画部〕 

 

 

 

 

○ 道路、建築物におけるユニバーサルデザインの推進〔県土整備部〕 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 安全で快適な「ちばの道づくり」（再掲）〔県土整備部〕 

 
 
 
 
 

外国人、高齢者、障害のある方々など訪れる人も住む人も誰もが利用しやす

く、旅の楽しみを満喫できる観光地づくりを促進するため、観光施設等のバリ

アフリー化を促進します。 
また、情報通信技術の活用により、来訪者のニーズに対応した観光情報や旅

行の安全確保のための気象、災害、事故防止等に関する情報提供の充実など、

ソフト面でのインフラ整備に取り組みます。 

観覧席のユニバーサルデザイン トイレのユニバーサルデザイン 

 高齢者や障害者をはじめとする誰もが地域で自立した生活が送れるよう、ユニバーサ
ルデザインの考え方に基づいて、すべての人々が使いやすい施設整備を推進します。 
 また、鉄道やバスの利便性を高め、自らの意志で自由に行動し、平等に社会参加でき
るよう、公共交通機関のバリアフリー化を推進します。 

 多発する交通事故から県民の生命を守り、高齢者・障害者・児童等が安心して通行で
きるようにするため、幅が広く段差のない歩道の整備を図るとともに、渋滞や事故の多
発している交差点の改良や舗装道路の改善を図ることにより安全で快適な道路環境を
確保します。 

 年齢、性別、個人の能力等に係わらず、すべての人々が安全で快適に通行できるよう、
歩道や自転車歩行者道の段差を解消するとともに、歩行の障害となる電柱類を地中化す
ることなどにより、バリアフリー化された歩行空間の確保を推進します。 
 また、県民や千葉県を訪れる人々が、公平に、安全に、安心して、快適に利用し続け
られるような建築物の整備を促進するため、まちづくりの主体である県民や地元市町村
に対し、ユニバーサルデザインに配慮した取り組みの事例の情報提供や意見交換を行う
など、建築物におけるユニバーサルデザインの普及啓発を推進していきます 
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○ ユニバーサルツーリズムの推進〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ 防災情報ターミナルちばの整備推進〔総務部〕 

 

 

 

 

○ 防災対策情報の提供による減災と安全確保の推進〔県土整備部〕 

 
 
 

 年齢、国籍、性別等の如何に関わらず、誰もが安心で、楽しく、円滑に旅の楽しみを
満喫できる環境づくりを目的としたユニバーサルツーリズムを推進するため、観光関連
施設のユニバーサルデザイン化と観光従事者のユニバーサルサービスの充実強化を図
ります。 

 災害時における防災情報を県と市町村等の防災関係機関の間で迅速に収集・伝達・処
理するために、防災情報システムの運用・管理を推進します。また、防災ポータルサイ
トにより、県民へインターネットによる避難勧告、被害情報、気象情報、ライフライン
情報等の提供や希望者へのメール配信を行います。 

 台風や集中豪雨等の異常な自然現象に伴う災害の発生に対して、警戒・避難体制の強
化が図られるよう、がけ崩れや家屋浸水等の被害が発生する恐れのある箇所を検討し、
順次公表します。 

 

県では、景観、ユニバーサルデザイン、環境に配慮した優れた建築物を表彰する

ことにより、建築文化・居住環境に対する県民の認識を高め、うるおいとやすらぎ

に満ちた快適な街づくりを進めていくことを目的に千葉県建築文化賞の表彰をして

います。 

 

ＴＯＰＩＣＳ 千葉県建築文化賞 

とみうら元気倶楽部 
（H18年度：景観に配慮した建築物の部） 伝統的景観と市民に開放された店舗 

（H18年度：景観に配慮した建築物の部） 
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３ 県内各地域への来訪促進 

  

   

 

 

 

 

 

 
   
 
 
（１）ＩＴ等を活用した観光情報の発信強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 観光ちばの全国発信〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ メディア等への情報発信機能の強化〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ 戦略的な広報の推進〔総合企画部〕 

 

 

 

 

 

 

インターネットをはじめ、多様な広報媒体を通じて、来訪者の多様なニーズ

に応じたきめ細やかで効果的な観光情報を提供します。 

また、観光情報の入手方法についても多様化していることから、各種広報媒

体の特性を考慮した情報発信の体系化を図るとともに、これまで個別に発信さ

れていた観光関連情報の集約化を促進するなど、情報発信機能の充実強化に取

り組みます。 

 平成 19年の「ちばデスティネーションキャンペーン」での取組を一過性で終わらせ
ることなく、これを契機とした全県的な観光への盛り上がりを発展させ、さらに、全国
からより多くの観光客の誘致を図っていくため、「ちばプロモーション協議会」を推進
母体に、季節に応じたキャンペーンを展開し、さらにメディアや旅行会社へのアプロー
チなど積極的な宣伝活動を実施します。 

 今後の観光振興には、在京メディア・旅行会社等に対する積極的かつ効果的な売込み
や企業等に対する営業活動の強化、一般消費者への最新情報の提供が必要であることか
ら、各種プロモーション活動をより実効性のあるものとし、観光地「ちば」を全国的に
定着させるための情報発信のあり方について検討します。 

 県が実施する施策について、計画段階から明確な広報戦略を立てて、多様な媒体を活
用した重点的な広報や関連施策と連携した横断的な広報といった総合的な広報を展開
します。 

県内外からの来訪者を増やすためには、本県観光の強みを積極的に発信し、観光

地としての「ちば」の魅力を国内外に伝える必要があります。 

そこで、地域ごとの魅力ある観光情報等を集約し、多様な広報媒体を通じて総合

的・戦略的に情報発信していくとともに、旅行動向を大きく左右し、新たな観光ニ

ーズ形成に大きな影響力を持つ在京メディア・旅行会社等に対し、広域的かつ多分

野にわたる連携により、全県的なプロモーション活動を展開していきます。 

また、国際的な会議やイベントを積極的に誘致し、コンベンションの振興を図り

ます。 
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○ 全国及び地域に向けた積極的な情報発信〔総合企画部〕 

 

 

 

○ 観光案内サインシステムの推進（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

○ フィルムコミッションの推進〔商工労働部〕 

 

 

 

 

 

○ 都市住民が何度でも来たくなる漁村づくり（再掲）〔農林水産部〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県民主導で横断的に取り組んでいる施策の成果や策定過程の情報など本県が持つ多
様な資源を報道機関や全国誌・一般誌などに積極的に情報提供することにより、県内を
はじめ日本全国、世界に発信し、千葉県を広報します。 

 本県を初めて訪れた観光客でもスムーズに的確に目的地に到達でき、快適に観光を楽
しめるよう県内の観光案内標識の整備を図るため、整備ガイドラインを策定しており、
県内各所に設置している観光案内標識の適切な維持管理を行います。 

 映画やテレビ番組等のロケーション撮影を誘致することにより、地域の情報発信力や
観光客の誘致、地域への経済効果の波及を図るため、千葉県フィルムコミッションを運
営し、映像関係者に対するロケーション撮影、ロケ地に関する情報提供等を行うととも
に、ロケ地を観光資源として有効活用し、観光客の増加を図ります。 
 また、県内市町村のフィルムコミッション整備を促進することにより、ロケーション
の受入環境を整え、県内でのロケ撮影の増加を図ります。 

 県ホームページ「千葉さかな倶楽部」により魅力ある漁村の情報発信を行うとともに、
水産物直売所等との連携による「千葉の海」丸ごと満喫キャンペーンを展開し、漁業体
験や県産水産物等のPRを行い、都市住民の漁村地域への来訪を促すブルーツーリズム
を推進します。 

 

千葉県は、映画関連会社の多い東京に隣接し、豊かな自然や歴史的町並み、先進的

な都市空間など、ロケに適した場所が豊富にあります。そして、実際に映画やドラマ

など数多くの作品に登場してきました。また、歴史的遺跡や風光明媚な名所、テーマ

パークなど観光資源も豊富に揃っています。 

ＴＯＰＩＣＳ 千葉県フィルムコミッション 

ちばフィルムツーリズムＨＰより 
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（今後実施を検討していく施策） 

● ちばの食・食文化の情報発信 

 
 

● 広告版による観光案内の強化（再掲） 

 

 

● ちばの温泉のPR強化 

 

 

 

● 親子観光の促進 

 

 

● ちばの観光ファンクラブの創設 

 

 

 

● 観光に関する表彰制度の創設 

 

 
 
 
 
 

 多彩で魅力あふれる観光資源が存在するちばの魅力を、来て、見て、感じていただく
ため、ファンクラブ（登録制）を創設します。メンバーから寄せられる、口コミ情報や
観光地レポートなどをメルマガなどで発信し、さらにちばに対する関心を深めてもらい
ます。 

 観光を通じた地域づくりの取組や努力は、来訪者との交流を生み、地域の活性化につ
ながることから、これらの取組に対する表彰制度や認証制度の創設等について検討しま
す。 

 県内特産品の食べ歩き観光ルートを作成し、千葉の食や食文化のPRに努めます。

 集客力の高いディズニーリゾートや幕張メッセ、成田山新勝寺周辺に、総合的な観光
案内版を設置し、イベント情報提供など観光案内の強化に取り組みます。 

 湯巡り観光マップの作成や温泉を利用した土産品の開発など、ちばの温泉のPR強化
を図ります。 

 小学生未満の子供が参加できるイベントや体験観光を冊子にまとめ、県内外の幼稚園
等に配布するなど幼児と親が参加できる親子観光を促進します。 

 

実は、千葉にはとてもたくさんの温泉があります。 

千葉の温泉は、ナトリウム-塩化物泉などと呼ばれる温泉が多く点在しています

が、南房総では硫黄を、房総中央部から以北にかけてはヨウ素を含んだ泉質の温泉

が多くあります。ヨウ素？と意外に 

思われるかもしれませんが、千葉県はこのヨウ素の 

世界有数の産出地になっています。世界産出量の3 

分の1を占めるほどです。また、千葉県に火山がな 

く、地下に水を熱するマグマがないため、ちばの温 

泉は加温している温泉がほとんどですが、成分で選 

ばれ“泉質に自信あり”の温泉ばかりです。 

ＴＯＰＩＣＳ 千 葉 の 温 泉 
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● サイクルツーリズムの推進～自転車でめぐる房総のたび～（再掲） 

 

 

 
 

● 新たな千葉県観光ポータルサイトの構築 

 

 

 
 

● 企業とのコラボレーションによる千葉県観光の情報発信 

 

 
 

● 観光情報発信拠点としてのアンテナショップの設置 

 

 

 

● 観光統計及び観光マーケティングの充実・強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちばＤＣ関連旅行会社パンフレット 

 急激なＩＴ化が進む中、多様化する観光客ニーズに対応する情報の発信を実現するた
め、単に多くの情報を提供するだけでなく、地域等の持つ観光情報を有機的かつ効果的
に活用し、利用者が見やすく、使いやすく、求める情報が迅速に提供できる一元的発信
システムの構築に取り組みます。 

 千葉の観光イメージの全国への発信力を強化するため、商品ラベル等への千葉県観光
情報の掲載など、企業が持つ圧倒的な広報力を活用した情報発信に取り組みます。 

 観光地としての「ちば」のイメージアップを図るため、在京メディア・旅行会社に対
する積極的な売り込みを行うとともに、旅行者等に対する総合的な観光のコーディネー
トを実施するための情報発信拠点の整備を検討します。 

各種観光統計の整備・充実やインターネットを活用したアンケート調査の実施などに
より、観光客のニーズの的確な把握に取組むとともに、県の観光施策の改善や観光事業
者などの経営力やサービスの向上を図ります。 

 自転車に乗って自分の住んでいる近くを走ってみると、これまで自動車での移動では
気付かなかった場所や景色に出会うことがあります。全国一標高の低い千葉県で、環境
にやさしく健康に役立つサイクリングを促進するため、コースの整備やロードマップな
どによる情報発信など、観光地におけるサイクリングの普及に取り組みます。 
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（２）全県的なプロモーション活動の強化 
   
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 観光ちばの全国発信（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ フィルムコミッションの推進（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

 

 

○ 県産品及び伝統的工芸品の振興〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ 外国人観光客向けプロモーションの強化〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 修学旅行の誘致強化〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 新たな観光魅力としての参加型体験観光の推進（再掲） 

 

 

 

 

観光地としての「ちば」の知名度向上を図るため、観光事業者、商工団体、

経済団体、企業、NPO、大学等、幅広い分野の参画によるプロモーション組
織を中心として、情報発信を強力に推進します。 

特に、統一コンセプトの下で、大規模キャンペーンを実施するほか、季節ご

とのキャンペーンを展開することにより年間を通じた誘客に取り組みます。 

 平成 19年の「ちばデスティネーションキャンペーン」での取組を一過性で終わらせ
ることなく、これを契機とした全県的な観光への盛り上がりを発展させ、さらに、全国
からより多くの観光客の誘致を図っていくため、「ちばプロモーション協議会」を推進
母体に、季節に応じたキャンペーンを展開し、さらにメディアや旅行会社へのアプロー
チなど積極的な宣伝活動を実施します。 

 映画やテレビ番組等のロケーション撮影を誘致することにより、地域の情報発信力や
観光客の誘致、地域への経済効果の波及を図るため、千葉県フィルムコミッションを運
営し、映像関係者に対するロケーション撮影、ロケ地に関する情報提供等を行うととも
に、ロケ地を観光資源として有効活用し、観光客の増加を図ります。 
 また、県内市町村のフィルムコミッション整備を促進することにより、ロケーション
の受入環境を整え、県内でのロケ撮影の増加を図ります。 
 

 県産品及び伝統的工芸品の普及と販路拡大を図るため、幕張メッセや海ほたるなどの
常設展示場において、紹介、宣伝及び斡旋を行うとともに、ガイドブックの作成をはじ
めとするPR活動を行います。 
 また、千葉県伝統工芸品の指定や後継者養成への補助、伝統工芸品展の開催等を行い
ます。 

 特に訪日観光客が増大している東アジア３国・地域（韓国、中国、台湾）を中心に、
海外で開催される国際観光展への出展、国内インバウンド商談会への参加、旅行会社や
メディア等の招聘、訪日教育旅行の誘致等の観光プロモーションを行います。 

 県と観光・宿泊施設等を中心とした民間業者で観光キャラバン隊を編成し、修学旅行
客の誘致のため、誘致が見込まれる地方の旅行業者、学校、教育委員会へ個別セールス
を実施します。また、近隣県の小学生の教育旅行の誘致についても積極的に行います。

 「自然体験」や「農林漁業体験」、「生活体験」など県内各地で展開している参加体験
型観光の品質を高め、新たな体験メニューの創出に取り組むとともに、それらの情報の
一元管理を図ることで利用者の利便性を向上させ、首都圏からの旅行者の増大、リピー
ター化を促進します。 
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○ ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会県民運動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● 房総観光マラソンプロジェクトの創設（再掲） 

 
 

● トップセールスの実施 

 

 

● 県外での千葉県観光物産見本市の開催 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

知事や観光大使・特使を国内外の観光展・物産展等に派遣したり、メディアにはたら
きかけるなど、トップセールスによる積極的な広報宣伝を行い、誘客促進を図ります。
 

県外において、千葉県の観光や物産を紹介する観光物産展、見本市などを積極的に開
催し、千葉の魅力をPRします。 

 県内の主要観光地をチェックポイントとした県内広域を巡り、特産物を提供するマラ
ソン大会を企画し、健康づくりと観光PRを兼ねたプロジェクトに取り組みます。 

 ６１０万県民一人ひとりが参画と協働により、訪れる方々を心のこもったおもてなし
でお迎えするとともに、千葉の多様な魅力を結集し「夢と感動」にあふれる大会を実現
します。 

 

国体は、広く国民の間にスポーツを普及し、国民の健康増進と体力の向上、地方

スポーツの振興と地方文化の発展を目的とする日本最大のスポーツの祭典です。 

千葉県においては、昭和４８年に開催された第２８回大会「若潮国体」以来３７

年ぶり２度目の国体開催となります。開催は平成22年9月です。 

（マスコットキャラクター：チーバくんのプロフィール） 

千葉県に住む不思議ないきもの。 

好奇心旺盛でいろいろなことに挑戦 

するのが大好き。未知のものに立ち 

向かうときほど勇気と情熱がわき、 

からだが赤く輝く。食いしん坊で 

いたずら好きな面も。 

ＴＯＰＩＣＳ ゆめ半島 千葉国体 
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（３）国際会議等コンベンションの誘致促進 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 幕張メッセの利用促進と機能強化〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ ちば国際コンベンションビューローへの支援〔商工労働部〕 

 

 

 

○ かずさアカデミアパークの機能強化〔商工労働部〕 

 
 
 
 
 
（今後実施を検討していく施策） 

● 付加価値の高い国際会議の誘致促進 

 

 

● 国際スポーツイベントの誘致促進 

 

 

● アフターコンベンションのモデルルート作成 

 

 

 

 

 

本県には、幕張メッセ、かずさアカデミアパークをはじめ集客力のある施設

が数多くあり、国際会議や国際見本市が開催され、国内外から多くの人々が集

まります。 

そこで、行政や経済団体等が連携して、国際会議や大規模なイベント等の誘

致を積極的に行うことにより、地域経済の活性化を図ります。 

また、イベント参加者やビジネス客など、観光目的以外での来訪者に対し、

千葉の魅力を伝え、観光客化を促進します。 

県内におけるコンベンション産業の振興と地域経済の活性化を図るため、コンベンシ
ョン誘致、開催支援を実施している(財)ちば国際コンベンションビューローに対する助
成を行い、効果的なコンベンションの誘致に取り組みます。 

かずさアカデミアパーク内のコンベンション施設である「かずさアーク」の機能を重
視し、首都圏における誘致活動を強化します。また、各地で開催される展示会等への出
展を行い、かずさアカデミアパークの知名度の向上を図るとともに、地元経済団体や近
隣観光施設及びちば国際コンベンションビューローと連携しながら、国際会議、学術会
議等コンベンションの誘致体制を強化します。 

大規模な国際会議の誘致を促進するため、庁内横断的な推進組織を設置するととも
に、産学官民が一体となって、国や国際機関に対して積極的な誘致活動を進めます。 

 

イベント・コンベンション開催後などに実施されるエクスカーションのモデルルート
を作成し、イベント・コンベンション参加者やビジネス客など、観光目的以外での来訪
者に対して、限られた時間でも楽しめる観光ルートを作成・情報提供し、ビジネス客の
観光客化を促進します。 

 

我が国を代表するコンベンション施設である幕張メッセについて、主催者や来場者
に、さらに利用しやすい施設とするため、機能強化を図り、魅力向上に取り組むととも
に、指定管理者や(財)ちば国際コンベンションビューローなどと連携して、国際的な大
規模展示会や国際会議等の誘致に努めます。 

国内外からの大規模な集客が見込め、知名度向上効果が期待できる国際的なスポーツ
イベントの誘致を促進します。 
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● 国際会議等をコーディネートする人材の育成 

 

  
● ボランティアとの連携強化  

 

 

● 県内コンベンション統計及びコンベンションマーケティングの充実･強化 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンベンション誘致開催に必要な専門知識やスキルを備えた人材を育成します。 

 

Ｇ８ 北海道・洞爺湖サミットに先立ち、気候変動等を議題として「Ｇ２０（ジ

ー・トウェンティー）グレンイーグルズ閣僚級対話」が平成 20 年３月１４日か

ら１６日まで、千葉市の幕張メッセで開催されました。 

気候変動、特に温暖化効果ガス削減は 

全世界で取り組む大きな課題であること

から、Ｇ８ (８ヵ国)と、新興経済国 (12

ヵ国)が集まる「Ｇ２０ちば２００８」で

の話し合いは、この課題解決に向け、極

めて重要なものになりました。 

ＴＯＰＩＣＳ Ｇ２０グレンイーグルズ閣僚級対話 

語学ボランティア、文化ボランティア、コンベンションボランティア、観光ボランテ
ィアガイド等との連携を図り、来訪者との交流を促進します。 

 

県内のコンベンションに係るデータの整備・充実を図り、事例分析を徹底的に行うと
ともに、市場調査を実施してニーズを的確に把握することにより、コンベンションの誘
致体制を強化します。 

Ｇ２０ちば２００８記念国際フォーラムより 
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４ 国際観光の促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）外国人の来訪促進 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 外国人観光客向けプロモーションの強化（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 外国人観光客の受入体制の整備促進〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 外国人向け観光情報提供の強化〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 千葉県国際観光情報の提供〔商工労働部〕 

 

 

 外国人の来訪を促進するため、外国人向けパンフレットの作成をはじめ、ホ

ームページの多言語化への対応など、観光情報の提供を充実させるとともに、

重点対象地域である韓国、中国、台湾の東アジア３地域のそれぞれのニーズに

合わせた戦略的、計画的なプロモーションを展開します。 

また、受入体制の整備として、成田国際空港からのアクセス向上のために、

成田新高速鉄道や空港周辺の幹線道路の整備を促進します。      

このほか、外国人来訪者のニーズに合わせ、近隣都県の特色ある観光資源を

組み入れた観光モデルコースを設定するなど、国や他の都県と連携したプロモ

ーションも展開していきます。 

 特に訪日観光客が増大している東アジア３地域（韓国、中国、台湾）を中心に、海外
で開催される国際観光展への出展、国内インバウンド商談会への参加、旅行会社やメデ
ィア等の招聘、訪日教育旅行の誘致等の観光プロモーションを行います。 

 外国の方が安心して旅行ができるために必要な情報をインターネットを活用して情
報提供を行うとともに、成田国際空港内の観光案内版のメンテナンスを行います。 

 外国人観光客に対し、成田国際空港の近くにある日本の歴史・文化に触れることがで
きる魅力的な観光資源を広くPRするとともに、成田国際空港周辺の受入体制の整備を
行うことにより、外国人観光客の利便性の向上と本県への外国人観光客の増加を図りま
す。 

 外国人にもっと広く県内を訪れてもらえるよう、外国人向け観光案内パンフレットの
作成や海外向けのホームページで本県の情報を効果的に提供し、県内施設の認知度を高
め、県内への誘致を促進します。 

現在、国においても「ビジット・ジャパン・キャンペーン」が積極的に展開され、

国内のみならず国外からの来訪者を増加させる取組が進展しています。このような

状況の中、本県が、日本を代表するゲートウェイである成田国際空港を有している

ことは、国際観光を推進するうえで、他県にはない強みとなっています。 

そこで、この特性を最大限に活用し、外国人の来訪を促進するため、観光関連情

報の発信強化を図るとともに、来訪者が県内各地を安全かつ快適に楽しむことがで

きるよう受入体制の整備促進に取り組みます。 
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○ 国際観光圏関東推進協議会への参画（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ 一都三県広域連携による外客誘致促進（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ 広域連携による訪日教育旅行の受入体制の整備促進（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 成田国際空港周辺地域国際観光推進協議会の運営（再掲）〔商工労働部〕 

 

 
 
 

○ 成田国際空港周辺幹線道路の整備（再掲）〔県土整備部〕 

 

 
 
 

○ 成田新高速鉄道の整備促進〔総合企画部、企業庁〕 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● 外国人観光客のおもてなしに関する研修会の開催 

 

 

 

● 国際観光モデル地域の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 成田空港周辺地域に外国人観光客を誘致し、観光振興を図るため、県と空港周辺３市
２町で「成田空港周辺地域国際観光推進協議会」を設置し、連携して成田空港周辺地域
への外客受入体制の整備と外客誘致事業を実施します。 

 成田国際空港のポテンシャルを高めるとともに、地域産業の活性化と地域の生活環境
の向上など、様々な効果をもたらす首都圏中央連絡自動車道や北千葉道路及び空港周辺
幹線道路網の整備を推進します。 

 成田新高速鉄道の整備を促進し、成田国際空港のアクセス向上を図ります。 

 美しい海岸線、陽光と緑あふれるプロバンスの風景を思わせる南房総エリアなど、千
葉県には外国人の定住・半定住に適した地域が多く存在します。そこで県民と外国人が 
ともに暮らしやすい共生社会を形成するためのモデル地域の形成に取り組みます 

 関東地方知事会で設置している「国際観光圏関東推進協議会」において、国際観光振
興対策、国等への提案・要望、関連団体との交流・連携等、外国人観光客の誘致に広域
的に取り組みます。 

 首都圏の一都三県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）が、広域的に連携し、広域
的にプロモーションを行うことが効果的な国・地域をターゲットに、旅行会社・メディ
アを招請し、視察、商談会等を行い、外客誘致を図ります。 

 首都圏の一都二県一町（東京観光財団、神奈川県、山梨県富士河口湖町、千葉県）が、
広域的に連携し、訪日教育旅行の誘致を図ります。 

外国人観光客のニーズにあったきめ細やかなサービスを提供するため、観光施設・宿
泊施設の経営者や従業員等を対象にした研修会を開催します。 
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（２）国際交流の促進 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ 世界の国々との多様な分野での交流促進〔総合企画部〕 

 

 

 

 

○ 県内国際交流・協力の活発化〔総合企画部〕 

 

 

 

○ 国際交流都市の充実〔総合企画部、商工労働部、企業庁〕 

 

 

 

 

 

 

海外姉妹提携都市ウィスコンシン州やデュッセルドルフ市などを拠点と

し、様々な企業、団体、ＮＧＯ等の交流主体への支援やネットワーク化を図

り、相互交流の活性化（物産展、イベント、研修、ホームステイ等）に取り

組みます。 

また県内市町村における海外姉妹提携を促進するとともに、青少年の国際

交流を促進するため、訪日教育旅行誘致の招請及び学校交流のメニューづく

りなどの受入体制を整備します。 

国際観光展出展（韓国） 外国人向けガイドマップ 

 欧米との交流については、海外姉妹提携都市等を拠点として活用し、様々な民間の企
業、団体、NGO等の交流主体への支援やネットワーク化を図り、交流分野の拡大と発
展を推進します。また、BRICｓ諸国をはじめ経済成長の著しい地域等については、調
査研究を行い交流の意義を評価した上で、有効な交流を展開していきます。 

 成田国際空港を中心とした国際空港都市としての「成田」、幕張メッセ及び国際的先
端企業・外資系企業が集積している複合機能都市としての「幕張」、国際的な学術研究
拠点と産学官連携による21世紀型産業創造拠点としての性格を併せ持つ「柏」「かずさ」
などの環境整備を引き続き推進します。 

 県内で様々な国際交流・協力活動を行う県民やNPO等の連携を促進するため、様々
な国際関係情報を一元的に提供する機能の充実を図るとともに、県民やNPO等の団体
が協力して作り上げ、参加する国際交流・協力イベントを開催します。 
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○ 魅力ある国際観光拠点の形成〔商工労働部〕 

 
 
 
 
 
○ 広域連携による訪日教育旅行の受入体制の整備促進（再掲）〔商工労働部〕 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 千葉県内を安心して快適に観光できるように、英・韓・中（2種）の4言語による観
光情報の提供や成田国際空港周辺地域での料金割引制度の充実等、受入体制の整備に取
り組みます。また、モデルルートの設定等により短時間で楽しめる仕組みづくりを推進
するとともに、空港周辺地域に限定した集中的、計画的な誘致を図るなど、魅力ある国
際観光拠点の形成に取り組みます。 

 首都圏の一都二県一町（(財)東京観光財団、神奈川県、山梨県富士河口湖町、千葉県）
が、広域的に連携し、訪日教育旅行の誘致を図ります。 

 

平成2年5月21日、千葉県はアメリカ合衆国ウィスコンシン州と姉妹県州の

提携を行い、文化、教育の分野を中心に、相互に使節団を派遣する等、友好親善

を深めてきました。 

これらの交流を、学術、経済など、さらに様々な分野に広げるとともに、県民

が主体となった姉妹交流を推進するため、平成16年5月29日には、民間姉妹

交流組織「千葉ウィスコンシン協会」が設立され、各分野にわたる裾野の広い姉

妹交流が活発に展開されるなど、本県の国際化を推進する大きな弾みになってい

ます。 

 

ＴＯＰＩＣＳ ウィスコンシン州との姉妹交流 
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５ 観光産業の振興 

 
 
 

 

 

 

 

 

（１）観光事業者の経営基盤強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現在実施している施策） 

○ 中小企業の成長段階に応じた継続的な支援〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ ちば中小企業元気づくり基金造成〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ まちづくりと一体となった商店街活性化〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 中小企業振興への融資資金の貸付〔商工労働部〕 

 

 

 

 

観光振興を図っていくためには、地域の観光の核となる観光産業の経営基盤を

強化し、その活性化を図ることが重要です。 

そこで、宿泊・観光施設の魅力向上のための施設整備資金の融資などの支援を

行うとともに、経営環境の厳しい観光事業者に対し、資金調達及び設備投資のあ

り方や社内の人材育成などソフト面についても支援を行っていきます。 

 創業段階にある起業家・企業に対して、ビジネスモデル作成のための専門家の派遣、
県制度融資を利用した助成や中小企業者に対する利子補給などにより支援します。ま
た、サービス産業の生産性向上に向けたモデル事業や中小企業の育成ファンド造成等に
も取り組んでいきます。 

（財）千葉県産業振興センターに基金を造成し、その運用益によって、千葉県の地域
資源を活用した新製品・新技術・特産品等の開発助成をはじめ、地域プロデュース支援
事業による地域活性化への助成、新事業展開集中サポート事業による中小企業の基盤強
化、地域を担う産業人材づくり、ベンチャー創業の支援等を進め、地域経済の活性化を
図ります。 

 大型店と地域商業者の地域貢献や協働の取組を促進するため、「商業者の地域貢献に
関するガイドライン」の周知に努め、関係者の自主的な協力が得られるよう働きかけて
いくとともに、中心市街地活性化や特徴、魅力のある商店街づくりを支援していきます。

 中小企業者の経営基盤の確立と合理化を図るため、貸付資金の一部を取扱金融機関に
預託することにより、一般的な長期・短期事業資金、創業資金、挑戦資金、セーフティ
ネット資金、再生資金、観光施設資金、地域商業資金等の融資を行います。 

観光産業は、旅行業や宿泊業といった観光関連産業だけでなく、農林水産業、製

造業をはじめとする様々な産業へ波及効果のある裾野の広い産業であり、地域経済

の活性化や雇用機会の創出などにも大きな影響があります。 

このような観光産業と多様な産業との有機的な連携を促進するとともに、観光産

業の発展を支えるため、経営基盤の強化や新たな観光産業の創出・育成のための支

援体制の充実を図ります。 
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○ 地域と共に生きる商店街への支援〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 商店街アドバイザーの設置〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 商店街若手リーダーの養成〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 観光施設整備資金への利子補給〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 観光関連団体への補助金等〔商工労働部〕 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● 観光統計及び観光マーケティングの充実・強化（再掲） 

 

 

 

（２）新たな観光事業の創出 

 

 

 

 

 

 

 

（現在実施している施策） 

○ ちば中小企業元気づくり基金造成（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

 

観光産業を地域の様々な産業へ波及させ、地域経済を活性化させるためには、

地域の特性を活かした新しい観光産業を創出・育成し、それを発展させていく

ための環境整備が必要です。 
そこで、地域や経済界と連携し、新たな観光産業創出のための支援体制を構

築するとともに、産学官連携による新しい観光ビジネスの開発に取り組みます。

（財）千葉県産業振興センターに基金を造成し、その運用益によって、千葉県の地域
資源を活用した新製品・新技術・特産品等の開発助成をはじめ、地域プロデュース支援
事業による地域活性化への助成、新事業展開集中サポート事業による中小企業の基盤強
化、地域を担う産業人材づくり、ベンチャー創業の支援等を進め、地域経済の活性化を
図ります。 

 商店街の活性化を図るため、商工会・商工会議所、商店街等が連携し、商店街活性化
計画の策定、商店街活性化に資するソフト事業又は施設整備事業を実施する場合に支援
します。 

 商店街が行う施設整備事業（ハード事業）及び共同活動事業（ソフト事業）をより効
果的かつ円滑に推進するため、商店街の要請に応じて専門的知識を有するアドバイザー
を派遣します。 

 若手商業者等を対象に、次代の商店街を担う先見性・リーダーシップ等を持った商店
街リーダーを育成するとともに、商店街相互の交流・ネットワークづくりを促進します。

 観光関係事業者を含む中小企業者が、観光関係施設の整備に必要な資金について県の
制度融資を利用した場合、その金利負担を軽減するための利子補給を実施し、観光施設
の整備を促進します。 

 観光産業の振興及び地域の活性化を図るため、(社)千葉県観光協会をはじめ観光関係
団体へ負担金・補助金を支出することにより強化育成を図ります。 

各種観光統計の整備・充実やインターネットを活用したアンケート調査の実施などに
より、観光客のニーズの的確な把握に取組むとともに、県の観光施策の改善や観光事業
者などの経営力やサービスの向上を図ります。 
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○ 千葉新産業振興戦略の推進〔商工労働部〕 

 

 

 

○ ニューマーケットの開拓支援〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 大学と連携した魅力ある観光地づくり（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 産業観光の推進（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● ノープラン旅行者向け着地型旅行商品づくりの促進 

 

 

 

 

● 県内各地の特産品を使ったご当地グルメづくり（再掲） 

 

 

 

● ちばの温泉のPR強化（再掲） 

 

 

 

● 異業種分野の連携によるニューツーリズムの開発 

 

 

 

● 産学官連携による新観光ビジネスの創出 

 

 

 

 

 バイオ、ものづくり、環境、IT など重点産業７分野の産業振興を推進するため、産
学官ネットワーク体制の充実を図るとともに、プロジェクト・コーディネーター等を配
置し、共同研究・製品開発、販路拡大等を支援します。 

 新たな販売先の開拓や顧客ニーズを自社の製品や技術に反映したいと考える県内の
中小企業及びベンチャー企業を対象に、市場に精通したNPO法人等を活用し、市場ニ
ーズの把握や商品企画力、販路開拓等について支援します。 

 近年、旅行者ニーズも細分化されてきており、中には特別な目的を持たない旅行者も
存在します。そこで、ありきたりの旅行プランではない地域ならではのプランの提供を
促進します。これにより滞在がより楽しいものとなるほか、地元の旅行業者や関連業者
（宿泊業者など）の利益の確保にもつながります。 

 事業者はもちろん一般の方のレシピなど、広くアイデアを募集し、県内各地に存在す
る豊富な海の幸、山の幸等の素材を活用した同一ジャンルのスイーツメニューなどの開
発に取り組みます。 

製造、医療・健康、スポーツなど異業種分野の様々な要素を取り入れたニューツーリ
ズム商品の開発により、観光業及び他産業相互の活性化を図ります。 
 

 湯巡り観光マップの作成や温泉を利用した土産品の開発など、ちばの温泉のPR強化
を図ります。 

大学と地域の連携強化を図り、大学が持つ先進的な研究成果や人材を、地域の人材育
成や観光振興に活用するため、大学と地域関係者が連携・協働する環境を整備すること
により、地域の特徴を最大限に活かした観光振興を推進します。 

製鉄や石油化学などの日本を代表する企業が立地する京葉臨海コンビナート地域を
はじめとした特色ある製造現場を活用し、ものづくりの仕組みや歴史に触れ、技術者た
ちとの交流が図れる産業観光を推進します。 
 

 産業の持つ技術シーズと大学等の持つ人材や知的成果のマッチングの支援を展開し、
新たな観光商品・サービスの創出に取り組みます。これにより、地域における自立的か
つ継続的な産学官連携基盤の構築を図ります。 
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（３）地域資源のブランド化 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現在実施している施策） 

○ 地域資源ブランド化の総合推進〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 千産千消・千産全消の促進〔農林水産部〕 

 

 

 

○ 戦略性を持った産地づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔農林水産部〕 

県内の中小企業による地域資源を活用した商品開発等を支援し、成功事例を

数多く創出することにより、事業活動の活発な展開を図るとともに、地域発の

ブランド化の構築を目指します。 

また、マスメディアへの働きかけの強化、マスコットキャラクター等の有効

活用など、質の高い戦略的な広報を展開することにより、知名度の向上を図り

ます。 

 地域の強みを活かした地域主導による自立的・持続的な経済成長を実現し、地域経済
の活性化及び中小企業の振興に寄与するため、ブラッシュアップやフォローアップに加
え、ブランド化事業の説明・情報交換会等を開催し、事業の発掘、改善を支援します。

 生産者や県内関係団体等が一丸となり、切れ目なく、集中的に県産農林水産物の知名
度向上及びイメージアップPRを戦略的に展開することで、千産千消・千産全消を促進
し県産品の消費拡大を図ります。 

 農業者が策定する生産・流通・販売にわたる戦略構想の実現に向け、施設化促進によ
る品質安定生産、園芸産地における新品種を活用した特長ある産地づくりや新産地の育
成、鮮度保持等の機能を有した集出荷貯蔵施設の整備等を支援します。 

 

富津では、「あなご」のことを。親しみを込めて 

「はかりめ」と呼んでいます。 

この呼び名は、あなごのからだに点々と等間隔に

並ぶ側線が、河岸などで使われていた「棒はかり」

（秤目）に似ていたことに由来します。 

平成１９年には、富津市商工会が中心となり、地

元の「はかりめ」を使った、はかりめ丼や重、刺身、

釜飯などの多彩な料理で来訪者をもてなす「富津は

かりめ祭」を開催し、たくさんの人々が訪れました。

ＴＯＰＩＣＳ は か り め 丼 
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○ 水産物販売流通消費の総合対策事業〔農林水産部〕 

 

 

 

○ 県産品及び伝統的工芸品の振興（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ メディア等への情報発信機能の強化（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 
 

○ 戦略的な広報の推進（再掲）〔総合企画部〕 

 

 
 

○ 全国及び地域に向けた積極的な情報発信（再掲）〔総合企画部〕 

 

 

 

 
 
 
 

 県産水産物の販売促進を「販売力強化」「産地づくり」「流通」「安全・安心」「消費」
という生産現場から消費者に至る総合的な視点でとらえ効果的な販売対策を集中して
講じることにより、県産品の販売量の増加及び販路、需要の拡大を図ります。 

 県産品及び伝統的工芸品の普及と販路拡大を図るため、幕張メッセや海ほたるなどの
常設展示場において、紹介、宣伝及び斡旋を行うとともに、ガイドブックの作成をはじ
めとするPR活動を行います。 
 また、千葉県伝統工芸品の指定や後継者養成への補助、伝統工芸品展の開催等を行い
ます。 

 今後の観光振興には、在京メディア・旅行会社等に対する積極的かつ効果的な売込み
や企業等に対する営業活動の強化、一般消費者への最新情報の提供が必要であることか
ら、各種プロモーション活動をより実効性のあるものとし、観光地「ちば」を全国的に
定着させるための情報発信のあり方について検討します。 

 県が実施する施策について、計画段階から明確な広報戦略を立てて、多様な媒体を活
用した重点的な広報や関連施策と連携した横断的な広報といった総合的な広報を展開
します。 

 県民主導で横断的に取り組んでいる施策の成果や策定過程の情報など本県が持つ多
様な資源を報道機関や全国誌・一般誌などに積極的に情報提供することにより、県内を
はじめ日本全国、世界に発信し、千葉県を広報します。 

 

房州うちわは、京うちわ（京都）、丸亀うちわ（四国）とともに、日本三大うち

わとして、明治時代から受け継がれてきた千葉県を代表する伝統的工芸品です。 

平成 15 年には、千葉県では唯一となる経

済産業大臣指定伝統的工芸品として認定さ

れました。 

竹の丸みそのままを活かした「丸柄」と、

48～64 等分に割いた骨を糸で編んで作ら

れる半円の格子模様の「窓」の美しさが特徴

となっています。 

ＴＯＰＩＣＳ 房 州 う ち わ 
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６ 観光を支える人づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）おもてなしの向上 

   

 
 
 
 
（現在実施している施策） 
○ おもてなし講習会の開催〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 大学公開講座の開催〔商工労働部〕 

 

 

 

○ ユニバーサルツーリズムの推進（再掲）〔商工労働部〕 

 

 

 

 

○ うるおいのある活きた学力の向上〔教育庁〕 

 

 

 

○ ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会県民運動の推進（再掲） 

 

 
 
 

観光産業従業者のホスピタリティの向上に取組むとともに、広く県民に対して

観光振興の意義等についての理解を深め、全県を挙げたおもてなしの機運の醸成

に向けた取組を推進します。 

 来訪者の満足度を向上させるため、観光従事者を対象として、観光の基礎である「お
もてなし」に関する講習会を開催します。 

 本県の歴史や文化、自然、産業をはじめ、地球温暖化や生物多様性、防災、食育など
幅広い分野について考えながら学ぶことのできるテキストを作成し、郷土を理解し地域
から世界に目を向けることのできるような教育を推進します。 

 ６１０万県民一人ひとりが参画と協働により、訪れる方々を心のこもったおもてなし
でお迎えするとともに、千葉の多様な魅力を結集し「夢と感動」にあふれる大会を実現
します。 

 大学が持つ先進的な研究成果や施設、文献、人材などを活用し、観光関連産業従事者、
行政・観光協会職員、一般県民を対象とした観光振興に関する公開講座を開催します。

 年齢、国籍、性別等の如何に関わらず、誰もが安心で、楽しく、円滑に旅の楽しみを
満喫できる環境づくりを目的としたユニバーサルツーリズムを推進するため、観光関連
施設のユニバーサルデザイン化と観光従事者のユニバーサルサービスの充実強化を図
ります。 

多くの方々に本県を訪れていただき、満足していただくためには、おもてなしの

心を持って来訪者を温かく迎え入れ、また訪れたいと思われる観光地づくりを進め

る必要があります。 

 そこで、観光産業従事者の接遇向上を図るとともに、地域の観光振興の担い手と

なる人材を育成します。 

また、県民一人ひとりに観光に対する理解を深めていただき、全県を挙げておも

てなしの心を醸成します。 
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○ 千葉県環境基本計画の推進（再掲）〔環境生活部〕 

 

 

 

○ 環境学習基本方針の推進（再掲）〔環境生活部〕 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 
● 観光シンポジウムの開催 

 

 

● オール千葉県おもてなし運動の推進 

 

 

 

（２）観光を担う人材の育成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 

○ 観光人材の育成支援〔商工労働部〕 

 

 

 

○ 観光ボランティアガイドの養成〔商工労働部〕 

 

 

 
 

 さまざまな来訪者に「また訪れたい」と思ってもらえる地域となるためには、県民一
人ひとりが感謝や思いやりの心を持って迎えることが重要です。このため県民挙げて
「おもてなし向上運動」を展開します。 

観光産業従事者の資質向上を図るための研修会を開催するとともに、観光

地づくりや地域の観光振興を担う高度なプロデュース能力を有する人材の育

成を図ります。 

また、近年、観光交流に重要な役割を担っている観光ボランティアガイド

に対して、研修会の開催や認定制度の導入などによりレベルアップを図ると

ともに、県内各地で活躍しているボランティアガイドの連携を促進するため、

ネットワークを構築します。 

さらに、行政の観光関連部署や観光関連企業などへのインターンシップの

受入を促進し、本県観光に関する知識の向上を図るとともに、観光事業への

就業を支援していきます。 

 将来の観光地づくりを担うリーダーの育成と地域の観光振興を図るため、観光業に携
わる若手経営者（後継者）、行政、観光協会、商工団体の職員などを対象とした実践型
の人材育成講座を開催します。 

観光の効果を広く県民に理解・啓発するため、産学官民協働による観光シンポジウム
を開催します。 

 観光ボランティアガイドのスキルアップを図るための研修会を開催するとともにボ
ランティアガイド認定制度の創設についての検討を行います。 

「すべての県民が環境について考え、行動する」と「あらゆる施策に環境の視点を入
れる」という２つを併せた「環境自治」の考え方のもと、県民が一体となって、豊かな
千葉の環境を守り、次の世代へと伝えていくための取組を進めます。 
 

持続可能な社会づくりに向けて、環境や環境問題に対する豊かな感受性と関心を育
み、問題解決力を身につけ、主体的に行動できる人づくりを目指します。 
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○ おもてなし講習会の開催（再掲）〔商工労働部〕 

 

 
 

○ 大学公開講座の開催（再掲）〔商工労働部〕 

 

 
 

○ 商店街若手リーダーの養成（再掲）〔商工労働部〕 

 

 
 

○ 観光分野への就業を目指す人材の育成〔商工労働部〕 

 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● 外国人観光客に関する研修会の開催（再掲） 

 

 
   
● 参加体験型観光のインタープリター等の養成 

 

 

 

● 千葉の観光マイスターの育成 

 

 

 

 

● 観光ボランティアガイドのネットワークの構築 

 

 

 

● 国際会議等をコーディネートする人材の育成（再掲） 

 

 

● インターンシップの受入促進 

 

 

 

 地域・商店街等の活性化を目的として、活力ある商店街づくりを担う優れたリーダー
を養成するセミナーを開催します。

 観光振興に関する意欲、そして地域の自然、歴史、文化、生活にわたるまで広い知識
を有し、来訪者のニーズに応え、快適な旅をサポートする観光コンシェルジュや、地域
の観光を総合的にプロデュースする観光プロデューサーを育成し、地域の観光振興を図
ります。 

コンベンション誘致開催に必要な専門知識やスキルを備えた人材を育成します。 
 

エコツーリズム、グリーン・ブルーツーリズムなど参加体験型観光のプログラムづく
りとプログラムを実践するため、インストラクター（指導者）やインタープリター（案
内者）などの人材を育成します。 
 

各地域で活動する観光ボランティアガイドのネットワークを構築し、定期的な情報交
換や研修等を行うことにより、情報の共有や資質の向上を図ります。 
 

 観光産業での就業を目指す離職者のために、専修学校やＮＰＯ等の教育訓練機関を活
用した人材育成を実施し、観光関連分野の知識やスキルの習得を支援します。 

 来訪者の満足度を向上させるため、観光関連企業の経営者や従業員を対象として、観
光の基礎である「おもてなし」に関する講習会を開催します。 

 大学が持つ先進的な研究成果や施設、文献、人材などを活用し、観光関連産業従事者、
行政・観光協会職員、一般県民を対象とした観光振興に関する公開講座を開催します。

外国人観光客のニーズにあったきめ細やかなサービスを提供するため、観光施設・宿
泊施設の経営者や従業員等を対象にした研修会を開催します。 

観光を学ぶ大学生を県内の民間事業や県の観光関連部署に受け入れて就業体験を実
施します。 
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（３）観光教育の充実 
 
 
 
 
 
 
 
（現在実施している施策） 

○ うるおいのある活きた学力の向上（再掲）〔教育庁〕 

 

 
 

○ 参加体験型観光の推進〔農林水産部、商工労働部〕 

 
 
  
（今後実施を検討していく施策） 

● 親子観光の促進（再掲） 

 

 
 

● 観光教育副読本の作成 

 
 

● インターンシップの受入促進（再掲） 

 

観光に関する学習のスタートとして、学校教育において、総合的な学習や地域

との関わりの中で、観光について学ぶ機会の確保を図ります。ここでは、観光の

みではなく、本県の歴史、自然、産業をはじめ地球温暖化、生物多様性、防災、

食育など幅広い分野について考えながら学び、地域を理解するとともに自立心や

思いやりの心の醸成を図ります。 

 本県の歴史や文化、自然、産業をはじめ、地球温暖化や生物多様性、防災、食育など
幅広い分野について考えながら学ぶことのできるテキストを作成し、郷土を理解し地域
から世界に目を向けることのできるような教育を推進します。 

 現在、県内各地で展開している「自然体験」や「農林漁業体験」「生活体験」などの
参加体験型観光の品質を高め、新たな体験メニューの創出に取組むとともに、それらに
対応する一元的な受入体制の構築に取り組みます。 

幼いころから、ホスピタリティの心を醸成するため、観光等がもたらす効果等を記載
した観光教育副読本を作成し、県内の小中学生に配布します。 

観光を学ぶ大学生を県内の民間事業や県の観光関連部署に受け入れて就業体験を実
施します。 

 

 小学生未満の子供が参加できるイベントや体験観光を冊子にまとめ、県内外の幼稚園
等に配布するなど幼児と親が参加できる親子観光を促進します。また、子供版ガイドブ
ックなど子供の目線でのガイドブックを作成します。 

 

観光地の魅力アップのためには、観光産業従事者だけでなく、観光ボランティア

ガイドをはじめとする、観光客と接する地域住民の接遇（おもてなし）が重要とな

ります。観光ボランティアガイドは来訪者に地域の魅力を実感させ、本県への再訪

を促すという重要な役割を担っています。 

県内各地で、34団体1253人 

（平成20年7月現在）のボラン 

ティアガイドが、訪れる方にその地 

域ならではの、情報や見どころを御 

案内します。 

ＴＯＰＩＣＳ 観光ボランティアガイド 
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７ 長期滞在・定住空間の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）質の高いリゾート空間の形成 

    

 

 

 

 

 

 

 

（現在実施している施策） 

○ 新たな観光魅力としての参加体験型観光の推進（再掲） 

 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● 国際観光モデル地域の形成（再掲） 

 

 

 

● 海洋リゾート拠点の形成 

 

 

 

● クラインガルテン（滞在型市民農園）の整備促進 

 

 

 

 「自然体験」や「農林漁業体験」「生活体験」など県内各地で展開している参加体験
型観光の品質を高め、新たな体験メニューの創出に取り組むために、体験農園等での簡
易な施設整備や景観等の整備に対して助成します。それらの情報の一元管理を図ること
で利用者の利便性を向上させ、首都圏からの旅行者の増大、リピーター化を促進します。

 美しい海岸線、陽光と緑あふれるプロバンスの風景を思わせる南房総エリアなど、千
葉県には外国人の定住・半定住に適した地域が多く存在します。そこで県民と外国人が
ともに暮らしやすい共生社会を形成するためのモデル地域の形成に取り組みます 

持続可能な２１世紀型の観光は、何度でも訪れたくなり、いつまでも住みたいと

思う居心地のよい空間づくりです。 

ゆとりや潤いのある生活を求める現代にあって、本県には都会では味わえない魅

力にあふれています。 

そこで、ゆったりと滞在し、地域の人々とのふれあいを通して心身ともにリフレ

ッシュできる質の高い、やすらぎの空間を形成します。 

また、観光を契機として、長期滞在や二地域居住、定住を促進することにより地

域の活性化を図ります。 

県内には、全国有数のサーフィンスポットが点在することから、サーファー等マリン
スポーツを楽しむ人々が滞在し、交流できるリゾート空間を形成します。 

クラインガルテンの整備を促進し、都市住民が週末に菜園づくりなどの「農」を楽し
む生活を提供し、滞在型観光の推進を図ります。 

東京圏の一角に位置しながら、温暖な気候や里海・里山をはじめとした豊かな

自然、美味しい食材に恵まれた本県は、リゾート地として人々を惹きつける大き

な可能性を持っています。 

そこで、団塊の世代、若者、ファミリー層、さらには研究者、外国人など様々

な人々が満足するような、ちばの魅力を活かした、質の高いリゾート空間づくり

を進めます。 
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（２）二地域居住・定住化の促進 

    

 

 

 

（現在実施している施策） 

○ 協働型地域づくりの総合的な推進（再掲）〔総合企画部〕 

 

 

 

○ 地域づくり・交流・体験ポータルサイトの運営〔総合企画部〕 

 

 

 

（今後実施を検討していく施策） 

● 地域のブランド化を促進するための仕組みづくり 

 

 

 

 

地域の魅力が高まるにつれて、二地域居住や定住を希望する人々が増えること

が予想されるため、住情報をはじめとした様々な情報の提供や各種相談に応じる

体制を整えます。 

 質の高い滞在・定住空間の形成を図るため、自然環境、景観等の地域資源の維持・管
理や定住サービス等の認証、認定システムの検討、新たな手法による地域づくり組織や
地域リーダー育成と連携強化等、地域としての魅力を維持し高めるための仕組みづくり
を地域や大学等の多様な主体の参画のもとに進めます。 

 地域の魅力や資源を活かし、多様な主体の連携・協働により、交流人口の増加を通じ
た活力ある持続可能な地域づくりの助成・サポートを総合的に実施します。 

 千葉県の多様な自然や文化を活かして生き生きと健康的に暮らしたい、地域との交流
を通じて元気に暮らしたいと考えている方々と質の高い地域づくりができることを目
的としたポータルサイトを運営し、千葉県の情報を発信していきます。 

 

クラインガルテン（kleingarten）とは、ドイツ語で「小さな庭」という意味で、

19世紀半ばシュレーバー博士によって、都市生活者に健康回復と身近な自然を提

供することを目的に始められました。休憩小屋のある市民農園がこのように呼ばれ

たことから、日本でも小屋付きの滞在型市民農園をクラインガルテンと呼んでいま

す。都市生活者の田舎暮らしへの憧れ 

や体験型観光を求める団塊の世代など 

に人気を博しています。 

県内では香取市（栗源）が地域住民 

と都市住民との長期交流活動の展開に 

より農業の振興と地域活性化を図るた 

めに設置しています。 

ＴＯＰＩＣＳ クラインガルテン 
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● 田舎暮らし体験の推進 

 

 

 

 

● ロングステイツーリズムの推進 

 

 

 

 

● セカンドホームツーリズムの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二地域居住や定住化を促進するための方策等について検討するとともに、移住を希望
する人に対し、情報提供等を行います。 

地域の歴史や文化の見学や、農業や林業などの現地体験を含む宿泊型のセミナーを実
施することにより、地域の魅力と地元住民との交流を図ることで長期滞在推進の実証実
験を行い、その可能性を調査研究します。 

従来の農林漁業体験観光をさらに深め、農林漁業を営んでいる家へのホームステイな
ど、定住を目指した田舎暮らしを体験してみたい人のために、宿泊を含めた体験モデル
ツアーを創設します。 
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千葉県の観光資源は多種多様であり、その分布は県全域に広がっています。

そこで、これらの資源を観光振興に活かすためには、全県的なプロモーション

活動に加え、地域の個性を活かしたプロモーションが重要であることから、地

形・景観等による地域特性や各観光資源による観光特性を考慮し、次のとおり

５つのエリアを設定し、各エリアでの施策展開のイメージを示しました。 

なお、このゾーン区分や施策展開のイメージは、各エリアの地域特性を踏ま

えての県からの提案であり、各地域での取組を制限するものではありません。

施策の展開にあたっては地元関係者をはじめとする幅広い意見に基づき、地域

の実情に応じた適切な方法で取り組んでいくことになります。 

Ⅶ 地域別施策展開 
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１ 北総・利根川エリア 

 

○地域の特性 

  北総・利根川エリアは、日本最大の流域面積を誇る利根川

やそれにつながる小野川等の中小河川、内陸部の印旛沼・手

賀沼などにより、千葉県屈指の水辺空間を形成しています。 

  その水辺周辺には美しい田園風景が広がり、市街地の縁辺

部には斜面林が帯状につながり、谷津田が分布し緑豊かな里

山を形成しています。 

  また、全国的に知名度の高い香取神宮や成田山新勝寺、武家屋敷の面影を

残す佐倉市の町並み、重要伝統的建造物群保存地区に指定されている香取市

佐原地区の町並みなど歴史的な資

産が数多く分布しています。 

 さらに成田国際空港を拠点とし

た国際空港都市づくりを推進して

いるほか、つくばエクスプレス沿

線地域でも大学と地域との連携に

よる国際学術研究都市づくりが進

められています。 

 

 

○施策展開のイメージ 

  このエリアは、佐原、成田、佐倉、我孫子等の千葉県内でも特に歴史的な

観光資源が数多く集積していることから、その保全を図るとともに、小野川

で展開されている観光舟運の利根川への発展や、舟運で栄えた木下での観光

舟運の活用、あるいは親水機能の強化など水辺空間を活用した魅力ある観光

資源を創造し、他の観光資源と連携させるなど積極的な活用を図ります。 

このような観光資源の立地背景には良好な環境が必要不可欠であること

から、水辺や田園等の環境・景観の保全を図ります。 

  さらに、多様な観光資源と成田国際空港が立地するという優位性を踏まえ、

外国人来訪者を意識した観光地

づくりを行います。 

また、観光資源の広域的な連

携を可能とする交通ネットワー

クの整備・充実を促進するとと

もに、陸上交通だけでなく水上

交通を視野に入れた施策展開を

図ります。 
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２ 東葛・湾岸エリア 

 

○地域の特性 

  東葛・湾岸エリアは、東京都に接しており、人口、産業、

都市機能が高度に集積し、大型商業施設や都市型アミューズ

メント施設が立地しています。特に東京ディズニーリゾート、

幕張メッセは２施設で県内観光客の４分の１を占めるほどの

集客力を誇ります。 

  さらに、千葉マリンスタジアム、フクダ電子アリーナ等、プロスポーツの

本拠地をはじめ、柏の葉公園、千葉県スポーツセンター、千葉県国際総合水

泳場などのスポーツ施設が充実し

ているとともに、船橋・蘇我等で

はショッピングを中心とした観光

施設が展開しており、地域での賑

わいを創出しています。 

 また、三番瀬、谷津干潟、盤州

干潟といった東京湾奥に残された

浅瀬・干潟や都市緑地など、市街

地の中での貴重な自然が保全され

ています。 

 

○施策展開のイメージ 

  このエリアは、市街化の進展が著しく、里山・緑地等の良好な自然の減少

等が懸念されており、観光地づくりの背景である地域の環境を保全する必要

があることから、三番瀬や谷津干潟をはじめとする市街地内の貴重な緑の保

全に取り組みます。このほかスポーツ施設やコンベンション施設が充実して

いることから、国際的スポーツイベントや大規模コンベンションなどの誘致

を図ります。 

  また、東京ディズニーリゾート、幕張メッセ、千葉マリンスタジアム、フ

クダ電子アリーナ等の大規模な集客施設が充実していますが、これらの施設

を訪れる来訪者を周辺観光につなげることにより、滞在時間の長期化を図り

ます。 

  さらに市街地内の貴重な自然の保

全等により、まちの環境を良好に保

つとともに、寺社等の歴史文化資産

を楽しむ“まちあるき”や京葉工業

地域を活かした産業観光など、地域

の特色を生かした新たな観光メニュ

ーの創出を図ります。 
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３ 房総丘陵エリア 

 

○地域の特性 

 房総丘陵エリアは、全国的にも有名な落花生の栽培をはじ

め、果樹・花き・植木等の多様な農業が営まれており、いち

ご狩り等の農業系の体験観光も実施されています。 

 また、千葉県の特産

である山武杉の森林や

笠森鶴舞、高宕山自然

公園等の良好な緑の空間が形成され、

その森林のエッジでは大山千枚田な

ど良好な里山景観も点在しています。 

さらに、県中央部の上総丘陵には、

久留里城・大多喜城などの城址や養

老渓谷・梅ヶ瀬渓谷などの景勝地が   

点在しています。 

 

○施策展開のイメージ 

 このエリアは、豊かな森林資源や良好な農地が広がっていることから、そ

れらを活用し、いちごをはじめとするフルーツ狩りや、ニーズの高まってい

る農林業の参加体験観光の振興を図ります。 

また、養老温泉や亀山温泉などでは、紅葉を楽しみながらの温泉といった

温泉プラスアルファの展開によるＰＲ強化を図るほか、渓谷などの丘陵エリ

アならではの景観美を活かした観光まちづくりを促進します。 

  さらに、温暖な気候や低山地という特色を活かし、年間を通したハイキン

グや森林浴など、健康づくり観光に温泉や地場産品の食を加えたヘルスツー

リズムの振興を図ります。 

また、このエリアの観光を支える豊かな森林を守るための「ちばの森林づ

くり」と連携を図り、里山・森林づくりに取り組むとともに、エリア全体の

観光に関するイメージ・知名度を向上させるため、地域内の観光資源と知名

度の高い施設やアクセスルート

となる東京湾アクアライン等で

のイベントとの連携を図ります。 

 交通アクセスについては、今後の

首都圏中央連絡自動車道の整備に

伴い、大きくアクセス向上が見込

まれることから、その効果を踏ま

えて広域連携の強化を図ります。 
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４ 九十九里エリア 

 

○地域の特性 

 九十九里エリアは、日本の白砂青松 100 選や日本の渚百選

に選定され、関東屈指の雄大な砂浜である九十九里浜とその

後背地には江戸時代の干拓により造成された干潟八万石を

はじめとした田園や畑地が広がる九十九里平野で構成され

ています。この砂浜海岸では、ほぼ全域で海水浴場が開設さ

れ、毎年多くの海水浴客でにぎわっています。 

また、サーフィンの好ポイント

も点在しており、首都圏から数多

くの愛好家が訪れています。 

 白子地域では、一大テニスリゾ

ートが形成されており、４００面

以上のテニスコートが確保され、

大規模な大会や合宿等に活用さ

れています。 

 

 

 

 

○施策展開のイメージ 

  このエリアでは、九十九里浜が観光展開の中心になることから、観光振興

を前提として、地域の美化活動をはじめとする砂浜の景観保全を図るととも

に、後背地である田園・畑地に存在する納屋集落等の歴史的な景観の保全を

図ります。 

九十九里浜を良好に保った上で、他地域にない広大な砂浜といった強みを

活かし、海水浴以外にも、サーフィンを中心とした通年型海洋レジャーの普

及や観光地引き網等の体験観光の促進などにより、地域の魅力向上を図りま

す。 

  このほか、地場産のイワシや

ハマグリなどの豊富な海の幸を

活用した食の魅力向上や、テニ

スコートなどの既存の施設の新

たな利活用への取組など、多様

化する観光ニーズへの対応を図

ります。 
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５ 南房総エリア 

 

○地域の特性 

南房総エリアは、県南部に位置し、南房総国定公園に代表

されるように、岬、湾、浜等などが交互に繰り返され、半島

先端部ならではの表情豊かな美しい海岸線、緑豊かな丘陵を

有する自然環境や美しい景観と温暖な気候に恵まれ、夏は海

水浴、冬は花摘みやいちご狩りといった観光が展開されてい

ます。 

海岸部には道の駅や観光レ

ジャー施設等が点在しており、

多くの観光客が訪れています。 

また、この地域は、古くか

ら海路の玄関口や城下町とし

て栄え、戦国大名里見氏や本

多氏ゆかりの史跡等も数多く

残されています。 

 

 

○施策展開のイメージ 

  このエリアは、鴨川松島、沖ノ島、鵜原理想郷など眺望の優れた景勝地が

点在していることから、その保全を図るとともに鴨川シーワールドや南房パ

ラダイス等の観光施設との連携により来訪者の滞在時間の長期化を図ります。 

また、観光地としての「南房総」の知名度の高さを活かしながら、高速道

路の開通によるアクセス向上を効果的にＰＲすることで、地域のイメージア

ップに取り組みます。このほか交流拠点としての港湾を活用した新たな交通

ネットワークの創造を図ります。 

 さらに、海水浴やダイビング等の夏期を中心とした観光に加え、花摘みや

いちご狩り等の体験観光を発展させるとともに、伊勢エビをはじめとする地

場産魚介類も豊富であることから、食の魅力を強調することによって、通年

型の観光地「南房総」の確立

を図ります。 

 なお、このエリアは国の制

度である「日本風景街道」の

登録や「観光圏整備事業」の

認定地域であることから、こ

れらの制度も活用しながら施

策展開を図ります。 
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１ 計画の推進 
 

観光立県千葉の実現に向け、オール千葉県での取組をより確かなものと

するためには、観光事業者はもとより、幅広い産業分野の事業者、農林水

産関係団体、NPO、教育機関、行政、そして地域住民などの多様な主体
が、県内各地域で分野を越えた連携の輪を広げることが必要です。 

このため、オール千葉県による観光振興のための横断的組織｢観光立県

ちば推進協議会(※)｣を推進母体とした、広域観光推進のための支援体制

の強化に取り組みます。 

県においても観光振興に関する施策を総合的、機動的に実施するための

庁内組織である「観光立県千葉推進本部」を核とし、県関係機関の横断的・

有機的な連携を推進します。 
そして、これら二つの組織と地域における広域観光推進組織（ちばプロ

モーション協議会、南房総地域観光圏整備推進協議会など）が連携・協働

し、観光振興に取り組むことにより、地域の活性化を図ります。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （※）観光立県ちば推進協議会 
県内の観光関連産業団体、交通事業者、経済団体、農林水産団体、行政など

様々な団体や組織が結集し、自然環境、歴史文化、農林水産など、本県が有す

る優れた資源を地域自らが再認識し、その可能性を最大限に生かしながら、21
世紀型の観光需要に対応した戦略を確立し、「観光立県千葉の実現」に向け全

県を挙げて取り組むことを目的に設置されました。（平成 16年 1月設置） 
２ 各主体の責務と期待される役割 

県域を越えた協力関係の構築（国・他の都道府県・県外の観光地等）

観光立県ちば推進協議会（※） 
観光関係団体・企業・メディア・行政 など 

連携･協働 

広域観光推進組織
（ちばプロモーション 

協議会地域部会など） 
事業者、市町村、観光協会、

NPOなど 

庁内横断的な体制 

（観光立県千葉推進本部）
 
計画に対する支援策の検討

推進体制イメージ 

Ⅷ 推進体制 
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    県内各地域における多様な主体による自発的な取組、また、地域分野

を越えた連携の活発な展開を促進させるため、観光立県に向けた様々な

施策の庁内横断的な展開を図り、本計画に基づく施策を総合的かつ計画

的に推進します。  

 

   

    地域における観光振興の重要な担い手である市町村は、地域特性に応

じた観光施策を策定・実施することが期待されています。県としても、

市町村との緊密な連携の下、市町村に対し必要とされる情報提供や助言

などの支援に取り組みます。 

 

   

    観光振興の取組は、地域づくりや来訪者との交流を通じ、産業活動、

社会活動、文化活動を活発化し、魅力ある活力に満ちた地域社会の形成

に大きく貢献するということを、一人ひとりが理解することが重要です。 

    さらに、地域における観光地づくりへの積極的な参画や来訪者に対す

るおもてなしの実践などが期待されています。 

 

 

    観光振興を図るためには、観光事業者に留まらず、幅広い産業分野を

支える全ての事業者の活動が活発に展開されることが必要となります。 

    このため、事業者自らが創意工夫を凝らし、地域に存在する様々な資

源を活用した事業展開を図るとともに、他の事業者との連携による付加

価値の創出などを図ること、また、県の実施する施策への協力などが期

待されています。 

     

   

    民間における連携を促進するためには、観光に関する活動を行う観光

協会、商工会議所や商工会、また、各種業界団体等における観光関係団

体がその中心的な役割を担う必要があります。 

    そこで、団体や地域を超えた相互連携の強化を図り、各分野における

観光の推進役として、自らが積極的に千葉の魅力のＰＲに取り組むほか、

事業活動を通して県民の観光に対する関心と理解を深め、おもてなしの

気運の醸成に寄与することが期待されています。 

 

 

 

 

県の責務 

市町村との連携 

県民の役割 

事業者の役割 

観光関係団体の役割 
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１ 県内の主な観光・レクリエーション施設、祭事及びイベント 

      ※千葉県勢要覧及び平成19年観光入込調査概要より 

市町村名 観光施設等 

千葉市 

幕張メッセ、千葉マリンスタジアム、千葉神社、稲毛浅間神社、千葉市動物公園、 

千葉ポートタワー、県立美術館、賀曽利貝塚博物館、昭和の森、泉自然公園、 

稲毛海浜公園、美浜園、亥鼻公園、千葉神社、浅間神社、泉谷公園、千葉公園、 

幕張テクノガーデン、県立中央博物館、検見川の浜、県立幕張海浜公園、 

県立青葉の森公園、千葉寺、千葉城、稲毛民間航空記念館、千葉市花の美術館、 

千葉市美術館、千葉県総合運動場、千葉港めぐり観光船、親子三代夏まつり、 

千葉市民花火大会、千葉市科学館、都市緑化植物園 ほか 

銚子市 

満願寺、ウオッセ21、地球の丸く見える丘展望館、犬吠埼、醤油工場、 

犬吠埼マリンパーク、みなとまつり、外川の街並み、銚子電鉄、屏風ヶ浦、利根川、 

銚子ポートタワー、飯沼観音、銚子マリーナ、イルカウオッチング、妙福寺、 

大漁旗作り、銚子漁港、魚市場 ほか 

市川市 

法華経寺、市民納涼花火大会、じゅん菜池緑地、市川市動植物園、里見公園、 

県立現代産業科学館、ニッケコルトンプラザ、手児奈霊堂、市川考古博物館、 

葛飾八幡宮、行徳野鳥観察舎、市川自然博物館、市川歴史博物館、法典の湯 ほか 

船橋市 

ふなばし市民まつり、ふなばしアンデルセン公園、船橋大神宮、 

ふなばし三番瀬海浜公園、潮干狩り、TOKYO-BAYららぽーと、サッポロビール千葉工場、

ヤマヤクリスタル、船橋県民の森 ほか 

館山市 

南房パラダイス、安房神社、いちご狩り、館山湾花火大会、県立館山野鳥の森、 

館山城、城山公園、花摘み、船形崖観音、県立安房博物館、いこいの村たてやま、 

那古観音、安房神社、館山ファミリーパーク、水中観光船たてやま号、平砂浦海岸 ほか

木更津市 

海ほたるパーキングエリア、潮干狩り、木更津港まつり、スパ三日月竜宮城、 

アクアわくわく市場、金鈴塚古墳、県立上総博物館、證誠寺、八剱八幡神社、 

切られ与三郎の墓、かずさアカデミアパーク ほか 

松戸市 

桜まつり、松戸まつり、松戸花火大会、矢切の渡し、本土寺、市立博物館、 

戸定が丘歴史公園、東松戸ゆいの花公園、萬満寺、松戸神社、観光梨園、 

21世紀の森と広場、東漸寺 ほか 

野田市 

清水公園、野天風呂湯の郷、源泉七光台温泉、つつじまつり、スパリゾート野田潮の湯、

躍り七夕、野田夏祭り、野田市郷土博物館、キッコーマンもの知りしょうゆ館、 

水生植物園、県立関宿城博物館、鈴木貫太郎記念館、上花輪歴史館、山崎貝塚 ほか 

茂原市 

茂原七夕まつり、茂原公園桜まつり、真名カントリークラブ、 

イトーピア千葉ゴルフクラブ、ひめはるの里、茂原六斎市、茂原公園、藻原寺、 

市立美術館・郷土資料館、服部農園あじさい屋敷 ほか 

成田市 

成田山新勝寺、成田国際空港、宗吾霊堂、成田祇園祭、成田太鼓祭、成田観光館、 

成田市さくらの山、坂田ヶ池公園、花植木センター、成田山公園、成田山書道美術館、

三里塚御料牧場記念館、成田ゆめ牧場、運動の森自然公園成田エアポートコース、 

グリーンウォーターパーク、大慈恩寺歴史の森公園、ふれあいの丘公園、ゴルフ場、 

成田山霊光館・霊光殿、航空科学博物館、龍正院、フレンドリーパーク下総 ほか 

佐倉市 

佐倉ふるさと広場、佐倉チューリップまつり、秋祭り、国立歴史民俗博物館、 

草ぶえの丘、旧堀田邸、佐倉城址公園、佐倉順天堂記念館、塚本美術館、 

佐倉新町おはやし館、印旛沼、武家屋敷、甚大寺、川村記念美術館、市立美術館 ほか

資料編 
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東金市 
新千葉カントリークラブ、東金緑花木センター、東金桜まつり、やっさまつり、 

東千葉カントリークラブ、日吉神社、雄蛇ヶ池、八鶴湖 ほか 

旭市 

飯岡刑部岬展望館、海水浴・サーフィン、かんぽの宿旭、いいおかみなと公園、

旭市七夕市民まつり、ふれあいアジサイロード、鎌数神楽、大原幽学記念館、県立東総

運動場、長熊釣堀センター、県立海上キャンプ場、竜福寺の森、干潟八万石の眺望、

屏風ヶ浦、磯ガキ、あんこう ほか 

習志野市 
日産カレスト幕張、県国際水泳場、習志野市民まつり、谷津バラ園、 

ハミングさくらまつり、谷津干潟、香澄公園 ほか 

柏市 

道の駅しょうなん、県立柏の葉公園、柏まつり、手賀沼花火大会、日立サッカー場、 

あけぼの山農業公園、こんぶくろ池、東海寺、柏神社、手賀沼フィッシングセンター、

手賀の丘公園 ほか 

勝浦市 
勝浦朝市、かつうらビックひな祭り、海水浴、勝浦海中公園センター、鵜原理想郷、 

おせんころがし、県立中央博物館分館海の博物館 ほか 

市原市 

道の駅あずの里いちはら、キッズダム、市原市憩の家、市原ぞうの国、ゴルフ場、 

養老渓谷、高滝ダム、海釣り施設、飯香岡八幡宮、高滝ダム市民花火大会、 

上総国分尼寺跡 ほか 

流山市 
利根運河、江戸川サイクリングロード、市立博物館、近藤勇陣屋跡、一茶双樹記念館、

総合運動公園、流山花火大会 ほか 

八千代市 

道の駅八千代ふるさとステーション、八千代ふるさと親子祭花火大会、京成バラ園、 

オスカーパークゴルフ場、星襄一版画展示室、村上橋ブロンズ像、八千代市郷土博物館、

ゴルフ場 ほか 

我孫子市 
手賀沼花火大会、県手賀沼親水広場、東我孫子カントリークラブ、あやめまつり、 

我孫子市鳥の博物館、手賀沼公園、白樺文学館、相島芸術文化村 ほか 

鴨川市 

鴨川シーワールド、誕生寺、道の駅鴨川オーシャンパーク、みんなみの里、 

内浦山県民の森、太海フラワー磯釣りセンター、名勝仁右衛門島、鏡忍寺、鴨川温泉、

大山千枚田、鯛ノ浦、清澄寺 ほか 

鎌ヶ谷市 
観光農園（梨狩り、ぶどう狩り）、鎌ヶ谷大仏、鎌ヶ谷カントリー倶楽部、 

鎌ヶ谷市郷土資料館、さわやかプラザ軽井沢、貝柄山公園 ほか 

君津市 

清和県民の森、三石山・清澄山、道の駅ふれあいパークきみつ、九十九谷、久留里城、

久留里城まつり、七里川温泉、神野寺、清和自然休養村、鹿野山 

君津市民ふれあい祭り・亀山湖上祭、森林体験交流センター、三島湖、豊英湖、亀山湖、

高宕山、国民宿舎清和、ロマンの森共和国 ほか 

富津市 

マザー牧場、鋸山ロープウェー、県立富津公園、TEPCO新エネルギーパーク、 

富津海岸潮干狩り、鋸山、東京湾観音、富津市民ふれあい公園、高宕山自然動物園、富

津市民の森、内房フラワー、東京湾口道路建設促進富津花火大会 ほか 

浦安市 
東京ディズニーリゾート、エクセル航空（ヘリコプター遊覧）、屋形船、浦安マリーナ、

郷土博物館、魚市場 ほか 

四街道市 千葉ヤクルト工場、四街道ゴルフ倶楽部、福星寺のしだれ桜、和良比はだか祭り ほか

袖ヶ浦市 
東京ドイツ村、袖ヶ浦公園、百目木公園、袖ヶ浦市郷土博物館、ダチョウ王国、 

臨海スポーツセンター、袖ヶ浦海浜公園、ゴルフ場 ほか 

八街市 八街市産業まつり、八街ふれあい夏まつり、八街神社祭礼、カタクリの群生地 ほか 

印西市 

真名井の湯、ヒーリングヴィラ印西、習志野カントリークラブ、小林牧場、 

総武カントリークラブ、コスモス里山まつり、宝珠院観音堂、結縁寺、木下公園の貝層、

印西七福神めぐり、長楽寺の晩鐘、川めぐり、県立北総花の丘公園 ほか 

白井市 

天然温泉白井の湯、リトルグリーンヴァレー船橋、船橋カントリー倶楽部、 

白井市民プール、白井ゴルフ、梨ブランデー工場、観光梨園、滝田家住宅、 

白井七福神めぐり、今井の桜 ほか 

富里市 
富里スイカロードレース大会、富里ふるさとまつり、久能アイアンコース、 

久能カントリー倶楽部、すいかまつり、富里中央公園、藤崎牧士資料館 ほか 
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南房総市 

露地花摘み、道の駅とみうら（枇杷倶楽部）、道の駅ちくら潮風王国、 

道の駅富楽里とみやま、海水浴、大房岬、ニャンだ！PARK、水仙遊歩道、 

道の駅おおつの里、いちご狩り、びわ狩り、伊予ヶ岳、伏姫の籠穴、地曳き網、 

みかん狩り、野島崎灯台、白浜海洋美術館、白浜フラワーパーク、白浜海女まつり、 

めがね橋、道の駅鄙の里、道の駅ローズマリー公園、石堂寺、沢山不動滝、 

大日山遊歩道、坊滝、みねおかいきいき館、県酪農のさと、 

シェイクスピア・カントリー・パーク、白間津の大祭、高家神社、花嫁・黒滝街道、 

抱湖園、鳥場山 ほか 

匝瑳市 

ふれあいパーク八日市場、吉崎海岸（サーフィン）、八重垣神社祇園祭、飯高寺、

そうさ農業まつり、松山庭園美術館、日本ハリストス須賀正教会、大浦盆踊り花火大会、

植木まつり、のさかチューリップまつり、長徳寺（仏画） ほか 

香取市 

香取神宮、道の駅くりもと紅小町の郷、佐原の大祭秋祭り、良文貝塚、（有）風土村、 

小野川沿いの歴史的町並み、農産物直売所風土村、水生植物園、牧野の森、 

水郷佐原山車会館、加藤州十二橋、県中央博物館大利根分館、府馬の大クス、 

水郷佐原花火大会、城山公園、桜・つつじまつり、伊能忠敬記念館、 

水郷おみがわ花火大会、橘ふれあい公園、阿玉台貝塚、安興寺大杉、ふるさといも祭、

 ほか 

山武市 

道の駅オライ蓮沼、海水浴、いちご狩り、蓮沼ウオーターガーデン、さんぶの森公園、

長光寺のしだれ桜、賀茂神社の大杉、蓮沼海浜公園、伊藤左千夫の生家、波切不動尊、

千葉蘭園、成東・東金食中植物群落、山武市歴史民俗資料館、大堤権現塚古墳 ほか 

いすみ市 

大原はだか祭り、万木城カントリークラブ、釣船、太東崎灯台、八幡岬、万木城跡公園、

いすみ環境と文化のさとセンター、行元寺、朝市、椿公園、いすみ市郷土資料館、 

サンライズガーデン、源氏ぼたるの里、七福天寺、岩船地蔵尊、清水寺、飯縄寺、 

太東海浜植物群落地、麻雀博物館、童謡の里、太東海岸（サーフィン）ほか 

酒々井町 
酒々井ちびっこ天国、朝市・夕市、ふるさとまつり、酒々井まがり家、 

酒々井ハーブガーデン、墨の獅子舞、蛍の里 ほか  

印旛村 
吉高の大桜、泉カントリー倶楽部、総武カントリークラブ、松虫寺、県立印旛沼公園、

歴史民俗資料館 ほか  

本埜村 
白鳥飛来地、甚兵衛沼釣堀、小林牧場、本埜スポーツプラザ、栄福寺 ほか 

栄町 
県立房総のむら、ドラムの里、安食の酉市、龍角寺、秋まつり・ふるさとまつり（房総

の村）、ザ・カントリークラブ・グレンモア ほか  

神崎町 神崎カントリークラブ、神崎の大クス、こうざきふれあい自然歩道 ほか 

多古町 

道の駅多古、ダイナミックゴルフ成田、多古カントリーゴルフクラブ、 

東京国際空港ゴルフクラブ、ゴルフ倶楽部成田ハイツリー、多古祇園祭、あじさい寺、

あじさい遊歩道、 ほか 

東庄町 
東庄県民の森、東庄ゴルフ倶楽部、磯山観光いちご園、天保水滸伝遺品館、 

雲井岬つつじ公園 ほか 

大網白里町 海水浴、朝市、白里海岸元旦祭、こいのぼりまつり、宮谷県庁跡、ゴルフ場 ほか 

九十九里町 
九十九里ふるさと自然公園、九十九里浜、海水浴・サーフィン、サンライズ九十九里 

片貝自然公園、ガラス工場、伊能忠敬記念公園、真亀川総合公園 ほか 

芝山町 

芝山仁王尊観音教寺、航空科学博物館、京カントリークラブ、芝山公園、 

芝山ゴルフ倶楽部、富里ゴルフクラブ、芝山古墳、はにわ博物館、殿塚・姫塚、 

はにわ祭、 ほか 
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横芝光町 
花火大会、産業まつり、ふれあい坂田池公園、カレドニアン・ゴルフクラブ、 

海水浴・サーフィン、祇園祭、坂田城址の梅林、鬼来迎 ほか 

一宮町 一宮町納涼花火大会、玉前神社十二社祭、海水浴・サーフィン、洞庭湖 ほか 

陸沢町 
道の駅つどいの郷むつざわ、妙楽寺木造大日如来坐像、寺崎やすらぎの森、ゴルフ場

ほか 

長生村 太陽の里、尼ヶ台総合公園、岩沼の獅子舞、海水浴 ほか 

白子町 テニスリゾート、海水浴、アクア健康センター、白子チューリップ祭り、温泉 ほか 

長柄町 
アウトレットコンサート長柄、房総健康センター漢方和楽の郷、長柄ダム、 

長柄ふる里村、秋元牧場、自然休養村、ゴルフ場 ほか 

長南町 
長南町花火大会、笠森観音、熊野の清水、ユートピア笠森、報恩寺木造阿弥陀如来像、

ゴルフ場 ほか 

大多喜町 

道の駅たけゆらの里大多喜、県立中央博物館大多喜城分館、養老渓谷、 

大多喜お城まつり、大多喜世界レンゲまつり、たけのこ狩り、麻綿原高原、 

ハーブアイランド、大多喜町薬草園、大多喜県民の森、商い資料館 

富士カントリー大多喜城ゴルフクラブ、大多喜カントリークラブ、 

花生カントリークラブ ほか 

御宿町 
海水浴・サーフィン、御宿海岸月の沙漠記念公園、メキシコ記念公園、月の沙漠記念館、

御宿町歴史民俗資料館、キャメルゴルフリゾート ほか 

鋸南町 
ばんや、日本寺、水仙まつり、菱川師宣記念館、鋸山、花摘み、磯・船釣り、 

道の駅きょなん、大黒山展望台 ほか 
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２ 房総の魅力５００選  ※昭和５８年選定（事情により、現在は取りやめ、または、廃止し
ていることがあります。詳細は該当市町村等に御確認ください） 

 

（１）自然 
①海岸・岬・干潟・島 

1 九十九里浜 旭市～いすみ市 

2 東京湾の潮干狩り場 市川市・船橋市・

木更津市・富津市

3 谷津干潟 習志野市 

4 行徳野鳥飛来地 市川市 

5 犬吠埼と君ヶ浜 銚子市 

6 屏風ヶ浦 銚子市・旭市 

7 刑部岬 旭市 

8 太東岬 いすみ市 

9 大原の八幡岬と丹ヶ浦 いすみ市 

10 岩船の釣師海岸 いすみ市 

11 御宿の砂浜と砂山 御宿町 

12 勝浦の八幡岬 勝浦市 

13 鵜原理想郷と尾名浦のメガネ岩 勝浦市 

14 おせんころがし 勝浦市 

15 鴨川松島 鴨川市 

16 仁右衛門島 鴨川市 

17 和田浦と浜千鳥の碑 南房総市 

18 千倉の磯浜 南房総市 

19 野島崎 南房総市 

20 根本海岸と屏風岩 南房総市 

21 平砂浦と砂山 館山市 

22 洲崎と灯台 館山市 

23 鏡ヶ浦と沖ノ島 館山市 

24 大房岬と富浦海岸 南房総市 

25 岩井海岸 南房総市 

26 勝山海岸と真珠島・浮島 鋸南町 

27 保田海岸 鋸南町 

28 富津岬と富津公園 富津市 

②山 

29 大福山と梅ヶ瀬渓谷 市原市 

30 麻綿原高原 大多喜町 

31 嶺岡山系と曽呂温泉 鴨川市 

32 富山と伊予ヶ岳 南房総市 

33 鋸山 鋸南町・富津市 

34 清澄山と東大演習林 鴨川市 

35 高宕山と八良塚（サル生息地） 君津市・富津市 

36 鹿野山 君津市・富津市 

37 九十久谷 君津市 

③川・滝 

38 江戸川 野田市～市川市 

39 利根川 野田市～銚子市 

40 利根運河 流山市 

41 横利根川 香取市 

42 栗山川とサケ 香取市～横芝光町 

43 一宮川 長南町～長生村 

44 夷隅川 勝浦市～いすみ市 

45 養老川 鴨川市～市原市 

46 養老渓谷と温泉郷 市原市・大多喜町 

47 粟又の滝 大多喜町 

48 坊滝 南房総市 

49 黒滝 南房総市 

50 小櫃川と河口干潟 鴨川市～木更津市 

51 七里川渓谷 君津市 

52 小糸川 君津市 

53 湊川 富津市 

54 印旛沼 八千代市・成田市・

佐倉市・印旛村・本

埜村・栄町 

55 手賀沼 柏市・我孫子市・白

井市・印西市 

56 水郷十二橋と与田浦 香取市 

57 雄蛇ヶ池 東金市 

58 小中池 大網白里町 

59 洞庭湖 一宮町 

60 熊野の清水 長南町 

61 三島湖と豊英湖 君津市 

⑤森・林 

62 幕張のタブ林 千葉市 

63 高滝神社の森 市原市 

64 国府台の森 市川市 

65 船橋県民の森 船橋市 

66 松戸の浅間神社の森 松戸市 

67 麻賀多神社の森 成田市 

68 小御門神社の森 成田市 

69 神崎森 神崎町 

70 東庄県民の森 東庄町 

71 渡海神社の森 銚子市 

72 妙福寺と飯高神社の森 匝瑳市 

73 日吉神社の森 東金市 

74 石塚の森 山武市 

75 山武杉の美林 山武市 

76 軍茶利山植物群落地 一宮町 

77 大多喜県民の森 大多喜町 

78 館山野鳥の森 館山市 

79 内浦山県民の森 鴨川市 

80 清和県民の森 君津市 

81 三石山自然林 君津市 

82 坂戸神社の森 袖ヶ浦市 

⑥動植物 

83 ホオジロ 全県 

84 検見川の大賀ハス（古代ハス） 千葉市 

85 葛飾八幡宮の千本イチョウ 市川市 

86 柏のカタクリ群生地 柏市 

87 神崎の大クス 神崎町 

88 成東・東金食虫植物群落 山武市・東金市 

89 高照寺の乳イチョウ 勝浦市 

90 キヨスミミツバツツジとヒカゲツ

ツジ 

大多喜町 他 

91 モリアオガエル 大多喜町・鴨川市

他 

92 大原の椿の里 いすみ市 

93 長福寺のイヌマキ いすみ市 

94 南房総の花畑 南房総市・館山市 

95 ウスアカヤマドリ 南房総市 他 
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96 清澄の大スギ 鴨川市 

97 鯛の浦タイ生息地 鴨川市 

98 ルーミスシジミ（蝶） 君津市 他 

⑦地層 

99 木下貝層 印西市 

100 沼サンゴ層 館山市 
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（２）歴史 
①寺社仏閣・歴史的建造物 

1 千葉協会教会堂 千葉市 

2 旧大沢家住宅 習志野市 

3 飯香岡八幡宮 市原市 

4 鳳来寺観音堂 市原市 

5 西願寺 市原市 

6 正覚院 八千代市 

7 中山法華経寺 市川市 

8 大神宮の灯明台 船橋市 

9 戸定館 松戸市 

10 本土寺 松戸市 

11 布施弁天（東海寺） 柏市 

12 鎌ヶ谷大仏 鎌ヶ谷市 

13 旧宇田川家住宅・旧大塚家住宅 浦安市 

14 旧手賀教会堂 柏市 

15 成田山新勝寺 成田市 

16 宗吾霊堂（東勝寺） 成田市 

17 旧堀田邸（佐倉厚生園） 佐倉市 

18 武家屋敷通り 佐倉市 

19 松虫寺 印旛村 

20 滝田家住宅 白井市 

21 宝珠院 印西市 

22 結縁寺 印西市 

23 栄福寺 本埜村 

24 龍角寺 栄町 

25 香取神宮 香取市 

26 観福寺 香取市 

27 小野川沿い歴史的町並み 香取市 

28 龍正院 成田市 

29 大慈恩寺 成田市 

30 真浄寺 香取市 

31 猿田神社と森 銚子市 

32 常灯寺 銚子市 

33 飯高檀林跡と森 匝瑳市 

34 日本ハリストス正教会と聖画 匝瑳市 

35 藻原寺 茂原市 

36 橘神社 茂原市 

37 妙楽寺と森 陸沢町 

38 笠森寺と自然林 長南町 

39 渡辺家住宅 大多喜町 

40 五倫文庫 御宿町 

41 浪切不動（大聖寺） いすみ市 

42 山田大門と鉄造仏頭 いすみ市 

43 清水寺と森 いすみ市 

44 安房神社 館山市 

45 那古寺 館山市 

46 船形崖観音（大福寺） 館山市 

47 鏡忍寺 鴨川市 

48 日本寺と石像仏群 鋸南町 

49 延命寺 南房総市 

50 石堂寺と旧尾形家住宅 南房総市 

51 清澄寺 鴨川市 

52 神野寺 君津市 

②史跡・碑 

53 賀曽利貝塚 千葉市 

54 上総国分寺・尼寺跡 市原市 

55 二子塚古墳 市原市 

56 姉崎天神山古墳 市原市 

57 堀ノ内貝塚 市川市 

58 二十世紀梨誕生の地記念碑 松戸市 

59 山崎貝塚 野田市 

60 将門の井戸 我孫子市 

61 関宿城跡 野田市 

62 獣医学実地教育発祥地 成田市 

63 四街道地名発祥の道標 四街道市 

64 本佐倉城跡（根古谷城） 酒々井町 

65 富里牧羊場跡 富里市 

66 西の城貝塚 神崎町 

67 良分貝塚 香取市 

68 宮谷県庁跡 大網白里町 

69 智恵子抄の碑 九十九里町 

70 蕪木古墳群 山武市 

71 殿塚・姫塚と芝山古墳 はにわ博

物館 

横芝光町・芝山町 

72 長柄横穴群 長柄町 

73 能満寺古墳 長南町 

74 官軍塚 勝浦市 

75 上総大多喜城跡と県立総南博物館 大多喜町 

76 日西墨交通発祥記念碑 御宿町 

77 源頼朝上陸地 鋸南町 

78 里見氏の墓 南房総市 

79 日本酪農発祥地 南房総市 

80 金鈴塚古墳 木更津市 

81 九十九坊廃寺跡 君津市 

82 弁天山古墳 富津市 

83 内裏塚古墳群と飯野陣屋跡 富津市 

③古街道 

84 成田街道 市川市～成田市 

85 御成街道 船橋市～東金市 

86 水戸街道 松戸市～我孫子市 

④偉人 

87 千葉常胤と亥鼻城跡 千葉市 

88 青木昆陽と甘藷試作地 千葉市・九十九里町

89 佐藤泰然と旧佐倉順天堂 佐倉市 

90 浅井 忠 佐倉市 

91 津田梅子 佐倉市 

92 伊能忠敬と記念館 香取市・九十九里町

93 大原遊学と旧林家住宅 旭市 

94 国木田独歩と句碑 銚子市 

95 伊藤左千夫と生家 山武市 

96 荻生徂徠と勉学の地 茂原市 

97 宮彫刻師「伊八」 鴨川市 

98 古泉千樫と生誕地 鴨川市 

99 菱川師宣と記念館 鋸南町 

100 日蓮聖人と誕生寺 鴨川市 
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（３）施設 
①文化施設 

1 千葉県立美術館 千葉市 

2 千葉県文化会館 千葉市 

3 野田市郷土博物館 野田市 

4 鈴木貫太郎記念館 野田市 

5 房総風土記の丘と房総のむら 成田市・栄町 

6 大利根博物館 香取市 

7 水郷佐原山車会館 香取市 

8 天保水滸伝遺品館（実録天保水滸

伝） 

東庄町・旭市 

9 地球の丸く見える丘展望館 銚子市 

10 銚子公正市民館 銚子市 

11 九十九里いわし博物館 九十九里町 

12 永吉の眼科記念館 茂原市 

13 安房博物館 館山市 

14 上総博物館 木更津市 

②スポーツ・レジャー施設・遊園地 

15 千葉県総合運動場 千葉市 

16 海のこどもの国わんぱくランド 千葉市 

17 千葉市動物公園 千葉市 

18 千葉県こどもの国 市原市 

19 京成バラ園 八千代市 

20 ワンパク王国 船橋市 

21 東京ディズニーランド 浦安市 

22 グライダー滑空場 野田市 

23 佐倉草ぶえの丘と野鳥の森 佐倉市 

24 酒々井ちびっこ天国 酒々井町 

25 横芝海のこどもの国 横芝光町 

26 ひめはるの里 茂原市 

27 一宮川観光汽船 一宮町 

28 白子テニスリゾート 白子町 

29 白子の砂風呂 白子町 

30 長柄町自然休養村 長柄町 

31 勝浦海中公園（海中展望塔） 勝浦市 

32 行川アイランド（廃園中） 勝浦市 

33 大原町スポーツサイクリングセン

ター 

いすみ市 

34 南房パラダイス 館山市 

35 安房自然村 館山市 

36 太海フラワー磯釣センター 鴨川市 

37 鴨川シーワールド 鴨川市 

38 マザー牧場 富津市 

③交通施設 

39 和風電車「なのはな号」 全県 

40 千葉都市モノレール「タウンライ

ナー」 

千葉市 

41 小湊鉄道と蒸気機関車 市原市・大多喜町 

42 総武流山電鉄 流山市 

43 新東京国際空港 成田市 

44 銚子電気鉄道 銚子市 

45 いすみ鉄道（木原線） いすみ市～大多喜

町 

④公園 

46 青葉の森公園 千葉市 

47 稲毛海浜公園 千葉市 

48 昭和の森 千葉市 

49 泉自然公園 千葉市 

50 千葉公園 千葉市 

51 泉谷公園（ほたるのいる公園） 千葉市 

52 谷津公園 習志野市 

53 市川の里見公園 市川市 

54 船橋市海浜公園 船橋市 

55 清水公園 野田市 

56 あけぼの山公園 柏市 

57 三里塚記念公園 成田市 

58 国立歴史民俗博物館と佐倉城址公

園 

佐倉市 

59 印旛沼公園（師戸城址） 印旛村 

60 水生植物園 香取市 

61 小見川の城山公園（小見川城跡） 香取市 

62 雲井岬つつじ公園 東庄町 

63 東金公園と八鶴湖 東金市 

64 丸山公園とBMX国際公認コース 東金市 

65 九十九里のふるさと自然公園 九十九里町 

66 蓮沼海浜公園（ウォーターガーデ

ン） 

山武市 

67 茂原公園 茂原市 

68 万木城跡公園 いすみ市 

69 月の沙漠公園 御宿町 

70 館山の城山公園（館山城跡） 館山市 

71 鴨川潮さい公園（海浜プロムナー

ド） 

鴨川市 

72 君津の城山公園（久留里城跡） 君津市 

73 袖ヶ浦公園 袖ヶ浦市 

⑤塔・橋・ダム 

74 千葉ポートタワーと千葉港 千葉市 

75 新川と村上橋、なかよし橋 八千代市 

76 銚子大橋 銚子市 

77 勝浦ダム 勝浦市 

78 天然ガス発祥記念のガス塔 大多喜町 

79 荒木根ダム いすみ市 

80 金山ダム 鴨川市 

81 めがね橋 南房総市 

82 中の島大橋 木更津市 

83 亀山ダムと温泉郷 君津市 

⑥町並み・道 

84 常磐平の桜並木とけやき並木 松戸市 

85 史跡文学遊歩道 我孫子市 

86 小林牧場の桜並木 印西市 

87 あじさい遊歩道 多古町 

88 石だたみの町外川 銚子市 

89 メキシコ通り遊歩道 大多喜町 

⑦その他 

90 乳牛育成牧場 市原市 

91 ららぽーと船橋 船橋市 

92 矢切の渡しと野菊の墓文学碑 松戸市 

93 醤油御用蔵 野田市 

94 山階鳥類研究所 我孫子市 

95 花植木センター 成田市 

96 銚子漁港と魚市場 銚子市 

97 勝浦追跡管制所 勝浦市 

98 薬草園 大多喜町 

99 ハーブ園 大多喜町 

100 東京湾観音 富津市 
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（４）民俗 
①伝統的な祭り・行事 

1 吉橋大師講 八千代市 

2 国府台の辻切り 市川市 

3 二宮神社の大祭 船橋市・千葉市・習

志野市・八千代市 

4 万満寺の股くぐり 松戸市 

5 野田どろんこ祭り 野田市 

6 鰭ヶ崎おびしゃ行事 流山市 

7 浦安の大祭 浦安市 

8 成田祇園祭り 成田市 

9 佐倉麻賀多神社の祭り 佐倉市 

10 和良比のどろんこ祭り 四街道市 

11 大鷲神社の酉の市 栄町 

12 佐原の大祭 香取市 

13 側高神社の髭撫祭り 香取市 

14 大須賀大神の祭り 成田市 

15 山倉のサケ祭り 香取市 

16 熊野神社の神幸祭 旭市 

17 東大社の式年神幸祭 東庄町・銚子市・香

取市・旭市 

18 八重垣神社の駒まね祭り 匝瑳市 

19 飯岡の大念仏 旭市 

20 茂原の酉の市 茂原市 

21 茂原の六斉市 茂原市 

22 玉前神社のはだか祭り 一宮町 

23 一宮町の灯籠流し 一宮町 

24 鵜原の大名行列 勝浦市 

25 勝浦の朝市 勝浦市 

26 御宿の七つ子参り 御宿町 

27 大原はだか祭り いすみ市 

28 大原の朝市 いすみ市 

29 八幡の国司祭 館山市 

30 吉保八幡のやぶさめ 鴨川市 

31 平群の花火祭り 南房総市 

32 増間のおまと 南房総市 

33 白間津祭り 南房総市 

34 高家神社の包丁式 南房総市 

35 賀茂神社の八朔 南房総市 

36 鹿野山の花嫁祭り 君津市 

37 吾妻神社の馬だし祭り 富津市 

38 飽富神社の筒粥神事 袖ヶ浦市 

②神楽・舞・唄 

39 千葉の浅間神社の神楽 千葉市 

40 大塚ばやし 市原市 

41 船橋ばか面踊り 船橋市 

42 松戸の万作躍り 松戸市 

43 野田のばっぱか獅子舞 野田市 

44 亀崎ばやし・栗山ばやし 四街道市 

45 墨の獅子舞 酒々井町 

46 麦つき唄・麦つき躍り 八街市 

47 浦部の神楽 印西市 

48 平岡の獅子舞 印西市 

49 多古のしいかご舞 多古町 

50 銚子大漁節 銚子市 

51 八日市場の盆踊り 匝瑳市 

52 鎌数の神楽 旭市 

53 水神社の永代大御神楽 旭市 

54 広済寺の鬼来迎 横芝光町 

55 仁組の獅子舞 匝瑳市 

56 東金ばやし 東金市 

57 永田の獅子舞 大網白里町 

58 九十九里大漁節 九十九里町 

59 大宮神社のはしご獅子舞 横芝光町 

60 東浪見甚句 木更津市 

61 岩沼の獅子舞 長生村 

62 安房節 館山市 

63 北風原の羯鼓舞 鴨川市 

64 白浜音頭 南房総市 

65 木更津甚句 木更津市 

66 三島の棒羯鼓舞 君津市 

③新しいまつり・行事 

67 千葉の親子三代夏まつり 千葉市 

68 千葉市民花火大会 千葉市 

69 千葉ののみの市 千葉市 

70 市原市民まつり 市原市 

71 八千代ふるさと親子まつり 八千代市 

72 船橋市産業まつり 船橋市 

73 野田の七夕まつり 野田市 

74 我孫子のあやめまつり 我孫子市 

75 浦安市納涼花火大会 浦安市 

76 印旛沼花火大会 佐倉市 

77 おみがわ花火大会 香取市 

78 大潮祭りと銚子みなとまつり 銚子市 

79 旭七夕市民まつり 旭市 

80 東金のやっさまつり 東金市 

81 はにわまつり 芝山町 

82 もばら七夕まつり 茂原市 

83 長南町大花火大会 長南町 

84 大多喜町お城まつり 大多喜町 

85 大多喜世界レンゲまつり 大多喜町 

86 若潮マラソン大会 館山市 

87 白浜の海女まつり 南房総市 

88 木更津の港まつり 木更津市 

④伝承・民話 

89 九十九里浜と矢指塚の民謡 九十九里地域・多古

町 

90 羽衣の松の民話 千葉市 

91 真間の手児奈の民話 市川市 

92 竜角寺の七不思議の民話 栄町 

93 女が堰の片ふた梅の民話 陸沢町 

94 海女と大アワビの民話 御宿町 

95 南総里見八犬伝 館山市 他 

96 西春法師とメラ星の民話 館山市・南房総市 

97 くらげに骨なしの民話 鴨川市 

98 証誠寺のたぬきばやしの民話 木更津市 

⑤その他 

99 房州の海女 勝浦市・御宿町・い

すみ市・南房総市 

100 上総掘り 木更津市・君津市・

袖ヶ浦市 
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（５）特産  
①農・林・畜産品 

1 落花生とその加工品・料理（さや

煎り、みそ、おこわ、煮豆、あめ、

砂糖ころがし、せんべい） 

全県 

2 さつまいも 全県 

3 コシヒカリ 全県 

4 房総の花 全県 

5 にんじん・だいこん 全県 

6 さといも 全県 

7 メロン 全県 

8 くり 千葉市・成田市・印

西市・木更津市 

9 なしと梨ブランデー 市川市・白井市・鎌

ヶ谷市・船橋市・市

原市・香取市・一宮

町・いすみ市 

10 ねぎ 東葛飾・山武・長生

地域 

11 かぶ 東葛飾・香取地域 

12 ニラ 柏市・香取市・君津

市 

13 スイカ 印旛・山武地域 

14 豚 香取・海匝地域 他

15 いちご 旭市・東金市・館山

市・山武市・東庄町

16 とうもろこし 海匝・山武地域 

17 肉牛 海匝地域 他 

18 トマト・きゅうり 海匝・長生地域 

19 マキ（槇） 匝瑳市・東金市 

20 灯台印キャベツ 銚子市 

21 大浦ごぼう 匝瑳市 

22 しいたけ 長生・夷隅・君津地

域 

23 たけのこその料理（たけのこごは

ん、うの花漬け） 

夷隅・安房・君津地

域 

24 ミョウガ 大多喜町 

25 レタス 安房・君津地域 

26 牛乳とその加工品・料理（牛乳せ

んべい、初乳チーズの煮物） 

安房地域 他 

27 食用菜花 安房地域 

28 房州ビワ 南房総市・館山市・

鋸南町 

29 きゃら 君津市 

②水産品 

30 九十九里のいわしとその加工

品・料理（サージンミート、缶詰、

干物、ごま漬け、だんご、佃煮、

なれずし、かまぼこ、そうめん） 

 

九十九里地域 

31 九十九里のながらみ・はまぐり 九十九里地域 

32 伊勢えび 外房地域 他 

33 外房のあわび・さざえ 外房地域 

34 外房のひじき 外房地域 

35 東京湾のあさりとその料理（ふう

かし、あさりぐし、酒むし） 

内房地域 

36 東京湾ののりとその佃煮 内房地域 

37 鯉・鮒とその料理（甘煮、甘露煮、

鯉こく、あらい、たたき汁） 

印旛沼・手賀沼周

辺・利根川沿岸 

38 利根川のしじみ 香取市・東庄町・銚

子市 

39 さんまとその加工品・料理（干物、

缶詰、押しずし） 

銚子市 他 

40 しら魚 旭市 

41 かわはぎとその干物 南房総市・鴨川市 

42 鯨と鯨のたれ 南房総市 

43 車えび 富津市 

③民・工芸品 

44 へら浮子 千葉市・船橋市・旭

市 

45 上総鯉のぼり 市原市 

46 八千代びな 八千代市 

47 行徳御輿 市川市 

48 鋏 松戸市・市原市・成

田市 

49 友禅染 松戸市 他 

50 べっ甲細工 松戸市 

51 野田和樽 野田市 

52 木撥 流山市 

53 江戸つまみかんざし 流山市 

54 真朱焼 鎌ヶ谷市 

55 落花生人形 八街市 

56 佐原ラフィア 香取市 

57 万祝染（大漁旗、半天、長着） 銚子市・旭市・鴨川

市 

58 籘製品 銚子市・千葉市 

59 銚子ちぢみ 銚子市 

60 上総建具・組み子工芸 山武市 

61 上総の凧 茂原市・市原市・一

宮町・長南町 

62 本納絵馬 茂原市 

63 海女人形 安房・夷隅地域 

64 房州団扇 館山市・南房総市 

65 竹工芸品 館山市 他 

66 唐棧織 館山市 

67 綴錦織 館山市 

68 房州船鋸 鴨川市 

69 雨城楊枝 君津市 

70 小糸の煙火 君津市 

④加工食品 

71 清酒 全県 

72 焼蛤 千葉市・浦安市 他

73 醤油 野田市・銚子市・東

庄町 

74 流山のみりん 流山市 

75 鉄砲漬 成田市 

76 成田の羊かん 成田市 

77 佐倉の味噌 佐倉市 

78 すずめ焼 香取市 

79 かつおの角煮・なまり節・塩辛 銚子市・勝浦市 

80 さばの干物とかん詰 銚子市・南房総市 

81 初夢漬 匝瑳市 

82 金山寺みそ・ひしお 東金市 他 
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83 ゆず羊かん 東金市 他 

84 甘露梅 夷隅・君津地域 

85 鯛せんべい 勝浦市・鴨川市 

86 鯛みそ 鴨川市 

87 アオヤギとトリ貝の干物 富津市 

⑤郷土料理 

88 太巻ずし 全県 

89 活魚料理 沿岸地域 

90 あじ料理（なめろう、さんが、水

なます、たたき） 

沿岸地域 

91 鴨料理 市川市・旭市 

92 芋もち 印旛・海匝・長生地

域 

93 香取の草だんご 香取地域 

94 かいそう 海匝・山武地域 

95 やーごめ 海匝地域・市原市 

96 はば雑煮 山武地域 

97 とうぞ 長生地域・市原市 

98 いすみみそ 夷隅地域 

99 きゃらぶきとふきのぬか漬け 夷隅・君津地域 

⑥その他 

100 天然ガス・ヨード 長生・夷隅地域 
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３ ちば眺望１００景 ※平成１８年選定 

 展望地名称（呼称） 所在地 説明 
１ 県立関宿城博物館（関宿城）

天守閣展望室 
野田市関宿三軒家

143-4 

関東平野のほぼ中央に位置していることや、利根川、江

戸川の分岐点であることから、窓から江戸川、利根川を

はじめ、筑波山・日光連山・富士山など関東一円の山並

みを遠望することができます。 

２ 利根運河ポケットパーク
「眺望の丘」 

流山市東深井476番

地付近 

深くV字に削られた運河が、穏やかな曲線を描く光景を

見ることができます。対岸の人がとても小さく見えます。

今は行き交う船もありませんが、かつては外輪蒸気船も

航行していました。展望地周辺では、春に桜が、秋には

曼珠沙華が楽しめます。利根運河は平成18年9月1日に

（社）土木学会の選奨土木遺産に認定されました。 

３ 手賀沼親水広場「水の館」
展望室 

我孫子市高野山新

田 

「水の館」は3階建ての建物で、展望室の高さは25メー

トル。眼下に手賀沼が広がり、対岸に蓮の大群生、右手

には手賀大橋を望め、四季折々の沼の姿を見ることがで

きます。また、晴れた澄みきった時は、筑波山や富士山

を楽しむことができます。近くの手賀大橋まで足をのば

すと、左右の歩道から手賀沼の広がりを身近に感じるこ

とができます。 

４ 手賀沼自然ふれあい緑道の
展望デッキ 

柏市岩井新田地先 綺麗に整備された遊歩道の途中にある木製の展望デッキ

で、高さはありませんが、足下には蓮が群生し、手賀沼、

水の館、手賀大橋を一望でき、爽快な気分になれます。7

月末には蓮祭りも開かれます。 

５ 手賀の丘公園 第一展望台 柏市片山 手賀沼東端から手賀川に至る水辺空間と、その周辺に広

がる広大な干拓地・傾斜林とが織り成す眺望が楽しめま

す。展望箇所周辺には森林の中にアスレチック設備が点

在し、運動を楽しむことができます。 

６ 江戸川堤 矢切の渡し付近 松戸市下矢切 1257
地先 

小説「野菊の墓」の舞台となった矢切の台地や、矢切の

渡しを見ることができます。江戸川の対岸には、映画「男

はつらいよ」の寅さんの故郷である柴又を望め、小説や

映画の雰囲気に浸ることができます。 

７ 行徳野鳥観察舎 市川市福栄 かつて東京湾に広がっていた湿地の風情を楽しむことが

できます。施設には、鳥を観察するための多数の望遠鏡

が設置されており、鳥の声、潮の香りを感じながら、落

ち着いた時間を過ごすことができます。 

８ 高洲海浜公園及びその護岸 浦安市高洲9-2 公園には、緑の広場や海が望める丘があり、隣接する美

しく整備された階段状の人工海岸からは、水平線が広々

としています。後方には、高層マンション群などが立ち

並び、ぐるりと人工的な都市景観を楽しむことができま

す。 

９ 谷津干潟自然観察センター 習志野市秋津5-1-1 東京湾に残された数少ない干潟で、ラムサール条約登録

湿地となっています。観察センターからはこの全景を一

望できます。単眼鏡がたくさん設置されており、気軽に

野鳥観察ができるようになっています。 

 

１０ 美浜大橋 千葉市美浜区 橋の歩道からは、東京湾、対岸のビル群、人工海岸の検

見川の浜、幕張の浜、幕張新都心の高層ビル群が望め、

海辺の都会風景を楽しめます。映画のロケやデートスポ

ットとしても有名です。休日は、ウインドサーフィンや

カイトサーフィンが海を彩ります。冬の晴れた日の夕方

は、富士山のシルエットを見ることもできます。橋の上

は駐車禁止です。交通量も多く危険ですので、見物駐車

もご遠慮ください。 
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１１ 稲毛記念館 展望室 千葉市美浜区高浜

7-2-3 

眼下には、防風林の緑の帯が広がり、その先には、海上

に数々の船が往来している光景を見ることができます。

展望室は湾曲した総ガラス張りで、東京湾の大パノラマ

を楽しむことができます。 

１２ 千葉ポートタワー展望室 千葉市中央区中央

港1丁目地内 

高さ 113ｍの展望室からは、千葉港、京葉工業地帯、千

葉市街、幕張新都心はもとより、東京湾アクアラインや

都心の高層ビル群など360度の眺望を楽しむことができ

ます。空気の澄んだ快晴時には富士山、筑波山も見えま

す。 

１３ 千葉県庁本庁舎19階 展望
回廊 

千葉市中央区市場

町1-1 

周囲がすべてガラス張りになっており、千葉市の中心市

街地を眼下に見ることができます。東側には千葉城、西

側には千葉ポートタワー、東京湾、東京湾アクアライン

や都心の高層ビル群を望むことができます。低気圧の通

過直後の快晴時には、富士山、南アルプス、筑波山、伊

豆大島も見えます。 

１４ 千葉市動物公園観覧車 千葉市若葉区源町

280 

眼下に動物公園の全体や若葉区の市街地を中心として、

住宅地や商業地、農地、緑地の様子がわかり、千葉都市

モノレールの軌道が市内を蛇行している様子もわかりま

す。 

１５ 県立印旛沼公園展望台 千葉県印旛郡印旛

村師戸 

印旛沼公園の先端部分に位置し、目の前に印旛沼が一度

に視野に入りきらない大きさで広がります。特に冬の朝

夕が美しくお勧めです。この公園は鎌倉時代の師戸（も

ろと）城址です。 

１６ 印旛沼サンセットヒルズ 佐倉市飯野町 27 番

地 

オートキャンプ場脇の広場西側から、眼下に田園、印旛

沼のパノラマが広がります。名前のとおり、特に夕日の

時間がお勧めです。 

１７ 成田市さくらの山 成田市駒井野地先 成田空港4000ｍ滑走路北側の小高い丘の上にあり、離着

陸する航空機が頭上を通過する航空機マニア垂涎の場所

です。 

ベンチが用意されており、ゆっくり見物ができ、子供か

ら大人まで楽しめます。 

※禁止事項 

・禁止行為（①たき火、炊事、野営をおこなうこと、②

花火類の使用、③その他「成田市さくらの山の設置及び

管理に関する条例」で禁止されている行為） 

 

１８ 航空科学博物館展望展示室 千葉県山武郡芝山
町岩山111-3 

成田空港が一望でき、航空機の迫力ある離発着シーンを

近距離で楽しむことができます。離着陸回数も多く、国

際空港を持つ千葉県ならではの光景です。飛行機の離着

陸はなぜか心をわくわくさせてくれますので、大人にも

子供にもお勧めできます。 

 

１９ 東関東自動車道（上り線）
佐原パーキング内、パノラ
マ展望台 

香取市大倉地先 崖の先端に作られた展望台で、目の前に広大な田園風景

が広がります。田園の向こうには利根川、その向こうに

水生植物園、潮来市街、鹿島工業地帯などを望めます。

高速道路を走る車の光跡がS字になるので、夕景・夜景

の撮影ポイントにもなっています。 

２０ 橘ふれあい公園憩いの森展
望台 

香取市仁良1 アスレチックのできる「憩いの森」の中にある展望台で、

水田と里山の織り成す千葉県の原風景を見ることができ

ます。 

２１ 大クス展望公園 香取市府馬2383 国の天然記念物に指定されている「府馬の大クス」に隣

接した展望台からは、眼下に美しい田園風景が広がりま

す。 
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２２ 東庄県民の森展望台 東庄町小南639 季節ごとに変化する広大な田園風景と、通称「夏目堰」

と呼ばれる湖面を眺めることができます。この地域は、

もとは椿海と呼ばれる湖でしたが、江戸時代に干拓し「干

潟八万石」といわれる水田地帯になりました。夏目堰は

カモなどの水鳥が多数訪れ、展望台からのバードウォッ

チングに最適です。 

２３ 銚子ポートタワー展望台 銚 子 市 川 口 町

2-6385-267 

最上階の展望室は海抜約60ｍで、銚子漁港、利根川河口、

銚子市街地、犬吠埼灯台、地球の見える丘（愛宕山）な

ど、銚子の観光スポットが一望できます。 

２４ 犬吠埼灯台 銚子市犬吠埼9576 犬吠埼の突端から見る太平洋は雄大です。手前下には君

ヶ浜が美しく弧を描いています。明治7年に点灯された

西洋型第1等灯台で、日本で24番目に点灯され、レンガ

造りの建築物としては日本一の高塔（31.57ｍ）です。階

段は99段。平成10年に「世界の歴史的灯台100選」に

選ばれました。 

２５ 地球の丸く見える丘展望館 銚 子 市 天 王 台
1421-1 

銚子市内で最も高い愛宕山にあり、屋上展望台からは、

鹿島灘、筑波山、利根川、漁港、犬吠埼、屏風ヶ浦、九

十九里浜など360度の眺望が楽しめ、その名のとおり水

平線が丸く見える感じがします。冬の空気の澄んだ日に

は、日没時にシルエットの富士山を見ることができます。

２６ 飯岡刑部岬展望館 旭市上永井1309-1 刑部岬の先端に立ち、360 度の眺望が楽しめます。眼下

に飯岡漁港、その後ろに弧を描く九十九里浜、右手の台

地には風力発電の風車が林立し、目は犬吠埼へと導かれ

ます。快晴で風の強い冬の朝、夕には遙かに富士山も見

ることができます。3 階と屋上が展望室となっています

が、屋根のある3階が見やすくお勧めです。 

２７ 蓮沼海浜公園展望台 山武市蓮沼曙 九十九里浜のほぼ中央に位置しているため、左手遙かか

なたに刑部岬、右手遙かかなたに太東岬と、九十九里浜

の全景を見ることができます。内陸側には、九十九里平

野の田園と背後に台地を望むことができます。最上階よ

りもその下の階の方が見やすいです。 

２８ さんぶの森公園展望タワー 山武市埴谷 「山武杉」をイメージしたシンボルタワーでグリーンタ

ワーと名付けられており、地上40ｍの展望台からは、山

武杉の樹海をぐるりと360度楽しめます。 

２９ 成東城址公園 山武市成東 浪切不動の西隣にある小高い山の頂（中世の城跡）周辺

に整備された市民公園で、山頂からは成東の町並みと九

十九里平野が望めます。 

３０ 山王台公園 東金市東金1703-4 眼下に東金市街地に続く九十九里平野を望み、遠く九十

九里の海を見渡すことができます。展望箇所周辺には、

多数の桜の木があり、桜の名所としても知られています。

３１ 九十九里ビーチタワー 九十九里町不動堂

海岸 

どこまでも続く広い砂浜、雄大な太平洋など、九十九里

浜の眺望を心から楽しむことができます。展望地は、巻

貝をモチーフにした高さ22ｍのタワーで、記念写真スポ

ットにもなっています。 

３２ 昭和の森 展望台 千葉市緑区土気町、

小食土町、小山町 

手前に山林や田畑、晴れた日には、その奥に九十九里平

野と太平洋の水平線を望めます。初日の出の名所です。

３３ アウトレットコンサート長
柄大観覧車 

千葉県長生郡長柄

町山之郷67-1 

観覧車の頂上からは、東京湾、九十九里が展望でき、房

総の特徴である緑の低山の連なる景観が楽しめます。ま

た晴れた日には富士山を覗くこともできます。1 周は約

12分間です。※平成20年2月末で営業を終了。 

３４ 市原市庁舎屋上 市原市国分寺台中

央1-1-1 

西に東京湾や臨海工業地帯、田園地帯、南に房総丘陵を

望み、近くには史跡上総国分寺跡や史跡上総国分尼寺跡

を望むことができます。また、空気の澄んだ日には富士

山を望めます。特に冬の夕日がきれいです。 
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３５ 市原市海づり施設 
（通称：海釣り公園） 

市原市五井南海岸

1-12 

管理棟の展望台からは、東京湾が一望でき、快晴時には

幕張新都心、川崎、東京のビル群が望めます。また冬の

夕方には、富士山がシルエットとなり海上に浮かびます。

管理棟から海に向かって桟橋が設置され、そこから気軽

に海釣りが楽しめます。道路標識などには、通称の「海

釣り公園」で標記されている場合があります。 

３６ 海ほたる展望デッキ 木更津市中島地先 川崎と木更津を結ぶ東京湾アクアラインの休憩施設であ

る「海ほたるPA」の展望デッキからは、東京湾を一望で

きます。晴れた日の日没後には、東京湾岸の工場や都市

の光が美しく、冬の朝夕は富士山が綺麗に見えます。 

３７ 袖ヶ浦海浜公園展望台 袖ヶ浦市南袖地先 公園から見るとアクアラインの後ろに富士山が立ち上が

るため、写真愛好家の撮影スポットになっています。展

望台からは、さらに東京湾の対岸が一望でき、特に、朝、

夕がきれいです。 

 

３８ 中の島大橋 木更津市中の島2番

地 

高さ約25ｍで歩道橋としては日本一の高さを誇り、港の

海上から陸を見ることができます。潮干狩場から工場、

市街地など盛りだくさんの木更津の様子が一望できま

す。夕暮れ時や、空気の澄んだ冬の日の富士山は絶景で

す。映画「木更津キャッツアイ」で、恋人の橋として全

国的に有名になりました。 

 

３９ きみさらずタワー 木更津市太田2-16 木更津市街地を360度眺望できます。西側には市街地の

奥に、港や中の島大橋を望み、冬の快晴時には富士山が

望めます。市街地の夜景も綺麗です。 

 

４０ 袖ヶ浦公園 展望台とその
周辺 

袖ヶ浦市飯富2360 公園内で最も高く、展望の利く場所です。標高も約30ｍ

となっており、公園全体と美しい田園風景を一望するこ

とができます。が、展望台脇の神社付近から田園風景も

きれいで、冬の朝夕には富士山を見ることもできます。

４１ 東京ドイツ村観覧車 袖ヶ浦市永吉419 緑あふれる広大な景色とともに、富士山も良く見えます。

４２ 鶴舞桜が丘 市原市鶴舞659 水田と森の入り組んだ里山の原風景を上から見ることが

できます。遠くに大福山周辺の山々を望めます。車いす

の通れる遊歩道やベンチもあり、のんびり眺望を楽しめ

ます。高滝ダム花火、養老渓谷花火を山越えで見ること

もできます。お勧めは冬から早春の早朝です。 

４３ ユートピア笠森の展望台 千葉県長生郡長南

町岩撫 

千葉県の中心部で、緑の低山の連なる眺望を360度の大

パノラマで楽しめます。天気の良い日には、富士山や九

十九里の海も眺めることができます。 

４４ 市原市水と彫刻の丘の「藤
原式揚水機」 

市原市不入75-1 高滝湖畔にある市原市水と彫刻の丘に建っている「藤原

式揚水機」の上が展望台になっており、高滝湖や周囲の

山々を一望できます。特に、秋から冬にかけての夕暮れ

時はロマンチックです。 

４５ 船塚山（船塚神社境内） 君津市山本2138 田園と山の入り組みが美しく広がっています。小櫃平野

から湾岸の工場群や、空気の澄んだ時は、富士山も望む

ことができます。巨大な高圧線の鉄塔が左奥に向かって

林立し、距離感を出しています。 

４６ 市原市市民の森 展望台 市原市柿木台1011 展望台からは、周辺地域が思いのほか山深いことを知る

ことができます。展望台までの山道は整備されています

が、かなり急です。 

４７ 久留里城 君津市久留里448 昭和 54 年に復元された天守閣と二の丸跡からの眺めが

素晴らしく、山々に囲まれた久留里の家並みと田畑の風

景が楽しめます。特に、桜、新緑、紅葉の時期は格別で

す。 
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４８ 大福山 展望台 市原市石塚621 展望台からは、周囲の山々が胸に迫ってきます。朝もや

がただよい、雲海の様な山々が撮影できます。お勧めは

秋から早春の間で、風のない夜明けです。 

４９ 千葉県畜産総合研究センタ
ー市原乳牛研究所 

市原市国本602 牧場の奥に高台があり、広々とした牧場と周囲の山々を

360 度近く見渡すことができます。千葉県が海に囲まれ

ていることを忘れてしまうような、広大な山の風景です。

冬の快晴時には富士山も見ることができます。運が良け

れば、牧草の収穫作業や牛が草を食む牧歌的な風景も楽

しめます。 

※入場の祭は、必ず事務所で受け付けをしてください。

車は事務所前の駐車場に止めてください。頂上付近には

ベンチやテーブルがあります。危険ですので牛には絶対

に近寄らないでください。 

５０ 大塚山自然公園（万葉ロー
ドと民話の里） 

千葉県夷隅郡大多

喜町三条地先 

視界は360度開け、低山が連なります。山の間に人家が

点在し、のどかな山村風景となっています。冬の快晴時

には遙かには富士山を望むこともできます。 

５１ 大多喜県民の森 展望台 千葉県夷隅郡大多

喜町大多喜 

大多喜城と周辺に広がる山並み、山間の集落が織り成す

景観は、訪れる人に「ふるさと」を感じさせます。 

５２ 万木城跡公園展望台 いすみ市万木 万木城跡につくられた天守閣風の展望台からは、東の奥

に太平洋が見え、西側は広い田園の中に屋敷林や里山が

出入りして、美しい農村風景が広がっています。しろか

き、田植え、緑の田園、刈り入れなど、水田を中心とし

た風景写真の撮影ポイントとなっています。4月は桜、5

月はツツジが山一面に咲き誇ります。 

５３ 太東岬園地 いすみ市岬町 既に無人となっている灯台ですが、その脇の広場からの

眺めは素晴らしく、九十九里浜から大原の日在海岸まで

を眼下に見ることができます。紺碧の空と海、そこに広

場の白い柵が印象的です。 

５４ メキシコ記念公園 千葉県夷隅郡御宿

町岩和田702 

メキシコ塔の前からは、眼下に紺碧の海と岩和田漁港が

見え、南側の東屋からは、岩和田漁港と右手に大きく弧

を描く御宿町海岸が一望できます。風景も感動しますが、

メキシコ塔の由来を書いた掲示板を読むと、難破船を救

助した物語に胸を打たれます。 

５５ 官軍塚 勝浦市川津 展望台からは、遠くに御宿や大原方面の海岸線を一望で

き、眼下に川津漁港を望めます。八幡岬や勝浦灯台から

勝浦市役所へ向かう途中にあり、駐車場脇の階段を上が

るとすぐ前に展望台が現れます。官軍塚の名は、明治 2

年、函館五稜郭攻撃に出航しようとした官軍の船が難破

し多数の犠牲者が出て、これを弔う塚があるためです。

５６ 八幡岬公園 展望広場 勝浦市浜勝浦 八幡岬の先端が展望広場になっており、断崖にそびえる

勝浦灯台や、勝浦湾から鴨川、館山と続く海岸線を望む

ことができます。徳川御三家である紀伊徳川家の始祖徳

川頼宣と水戸徳川家の始祖徳川頼房の母お万の方（養珠

院）の「お万の布さらし」の伝説の地です。 

５７ 鵜原理想郷 勝浦市鵜原 手弱女平（たおやめたいら）と書かれた石碑の近くから

は、八幡岬公園、勝浦灯台、勝浦湾、勝浦海中展望塔が

見え、足下にはえぐられた崖、目の前は一面に広がる青

い海が広がり、理想郷の名にふさわしい眺望です。奥の

「黄昏の丘」からは鵜原海岸を一望でき、冬の夕暮れに

は遠くに沈む夕陽がきれいです。 

５８ 勝浦海中展望塔 勝浦市鵜原 海に立つ展望塔で、24.4ｍの高さは全国に6つある海中

展望塔の中で最も高く、理想郷周辺のﾘｱｽ式海岸を海から

眺めることができます。また、水深 8ｍの海中展望室か

らは様々な魚類や海底の様子を見ることができます。 
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５９ おせんころがし 勝浦市大沢 おせんころがしは太平洋に突き出た高さ20ｍ、長さ4km

におよぶ断崖で、孝女おせんの供養塔付近からは、目の

前に濃紺の海が広がり、足下に大沢漁港、右手には断崖

が続いています。見晴らしとしては境川トンネル脇の小

湊方面へ続く道が良く、美しい海に引き込まれそうで断

崖にいるスリルを味わうことができます。落石に注意し

てください。 

６０ 麻綿原高原展望台 千葉県夷隅郡大多

喜町筒森 

標高340ｍのあじさいの名所にある展望台で、360度の大

パノラマを満喫でき、房総の山並みの向こうに勝浦や九

十九里方面の太平洋が一望できます。晩秋から冬の間を

お勧めします。※欄干の手前が展望地です。ヘビや害虫

がいるので、晩秋から早春がお勧めです。 

６１ 清澄寺 旭が森 鴨川市清澄322-1 1253年、日蓮がはじめて「南無妙法連華経」とお題目を

唱え、法華信仰を宣言したところです。標高は 334ｍで

勝浦、小湊、鴨川の海岸線が一望でき、富士山頂の次に

初日の出が早い場所と言われています。 

６２ 笹川湖展望台 君津市笹1739 笹川湖畔公園のひとつで、展望台からはダムサイト、道

の駅、駐車場などの人工物と周囲の山々の自然との調和

が絵のように綺麗です。眼下には周囲を山々に囲まれた

湖が一望でき、特に紅葉期が美しくお勧めです。 

※ヘビや害虫がいるので、晩秋から早春がお勧めです。

６３ 笠石及びその周辺 君津市旅名374 大塚山や鹿野山、高宕山や八郎塚などの山並みが一望で

きます。豊英湖も眼下に望めます。ヘビや害虫がいるの

で、晩秋から冬、早春がお勧めです。 

６４ 高宕山山頂 君津市市場外4村入

会高宕19 

360度のパノラマが広がり、周囲の山々を一望できます。

房総の山深さを実感できます。 

※ヘビや害虫がいるので、晩秋から早春がお勧めです。

６５ 高宕山 石射太郎 君津市平田字石射

太郎473-1～3 

石射太郎（いしいたろう）からは、山々がよせくる波の

ように胸に迫ってきます。人工物はなく、房総の山の深

さがわかります。高宕山山頂へのハイキングコースもお

勧めです。猿が生息していますので注意してください。

※ヘビや害虫がいるので、晩秋から早春がお勧めです。

６６ 九十九谷展望公園 君津市鹿野山119-1 房総特有の低山が波打つように広がります。冬から早春

にかけて無風で冷え込んだ夜明けには、もやが漂い、雲

海の上に山々が頭を出しているようで、高い山にいるよ

うです。東山魁夷の出世作「残照」のモチーフとなって

います。 

６７ マザー牧場 展望館及びそ
の周辺 

富津市田倉940-3 展望館の屋上からは東京湾、富士山、牧場の全体、周辺

の山々が見渡せます。マザー牧場の創業者は東京タワー

も建設しているため、東京タワーの高さ333ｍにちなみ、

展望塔の高さはほぼ同じ海抜 330ｍになっています。展

望館の周辺も見晴らしが抜群です。 

６８ 三舟山 展望台 君津市小香字堀ノ

内331 

整備されたハイキングコースの先端に作られた展望台か

らは、足下に里山の情景、その後に広がる君津の市街地、

さらにその後には京葉工業地帯と東京湾を望め、千葉県

の縮図を見るようです。 

６９ 人見神社 君津市人見892 鋸山など南房総の山々が遠くに見え、その手前には里山、

田園、そして、その手前に市街地が広がっています。海

岸近くには火力発電所、晴れた日には神奈川の対岸や富

士山も見えます。 

７０ 富津岬 
明治百年記念展望塔 

富津市富津2280 富津岬の最先端にある五葉松を形どった展望塔で、周り

のほとんどが海に囲まれています。君津から南の東京湾

沿岸域や神奈川県の対岸を一望できます。冬の快晴時に

は富士山もくっきりと見えます。 
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７１ 富津岬 中の島展望塔 富津市富津2280 富津公園入口近くの大池に囲まれた高台に立つ展望塔か

らは、周囲をぐるりと松の樹海に囲まれ、岬にいること

を忘れさせるような壮大な眺めが楽しめます。是非、岬

先端の明治百年記念展望塔と一緒にご覧ください。それ

ぞれの個性が楽しめます。 

７２ 東京湾観音 富津市小久保1588 東京湾を一望できる大坪山山頂に立つ高さ 56ｍの仏像

で、宝冠まで登ることができます。途中何カ所も展望箇

所があり、見下ろす東京湾の眺めは格別で、富津岬が海

に伸びている様子が手に取るようにわかります。冬の快

晴時には富士山や丹沢の山々も見ることができます。 

７３ 富津市民の森パノラマ広場 富津市富岡2582 特に西側の眺望が良く、鋸山や鹿野山などの房総の山々

や、東京湾をはさんで三浦半島や富士山などが一望でき

ます。 

７４ 鋸山展望台 富津市、鋸南町 海岸近くから急に立ち上がる鋸山には、たくさんの展望

台（箇所）があります。いずれも、房総の山々、伊豆半

島が望める大パノラマが広がります。主な展望箇所は、

ロープウエー駅屋上のほか、日本寺境内（要拝観料）の

瑠璃光展望台、地獄のぞき、十州一覧台、大仏広場です。

７５ 鋸山 東京湾を望む展望台 富津市金谷 関東ふれあいの道に新しくできた展望台で、保田、勝山

方面の海岸線や富山、伊予ヶ岳など南房総の山々を一望

できます。三浦半島の上に富士山も望め、「関東の富士見

100景」にも選定されています。「地球が丸く見える新展

望台」とも言われます。日本寺境内（要拝観料）の展望

地へは「百尺観音」脇の北口管理所で行き来できます。

７６ 大黒山展望台 鋸南町勝山 小高い山の上にある城の形をした展望台で、眼下に勝山

漁港、浮島があり、晴れた日には三浦半島から伊豆半島、

富士山までが一望できます。夕陽を眺めるベストスポッ

トです。展望台までの階段はかなり急です。夕陽を眺め

た後は、階段が暗いので懐中電灯を忘れずに、足元にご

注意ください。 

７７ 富山 北峰展望台 南房総市 山頂には、南の峰と北の峰と分かれ、北の峰にある展望

台からは山里から漁村、南房総の山々、富士山から伊豆

半島まで一望でき、南総里見八犬伝の舞台にふさわしい

素晴らしい展望です。 

７８ 佐久間ダム展望台 鋸南町上佐久間 展望台からは、低山に囲まれたダム湖が一望できます。

桜の時期には、湖畔に並ぶ桜のラインを上から見ること

ができます。水仙の時期には斜面に水仙が咲き乱れます。

７９ 伊予ヶ岳山頂 南房総市平群地先 県内唯一名称に｢岳｣がつく、南房総では珍しい岩峰です。

頂上からは、富山をはじめ房総の山々、東京湾、伊豆の

山々を一望できます。短時間で登れ、本格的な頂上の雰

囲気を味合わせてくれます。特に晩秋から早春がお勧め。

８０ 御殿山頂上 南房総市 山頂に東屋風の展望台があり、西に富山・伊予ヶ岳、東

に高宕山・太平洋を望める素晴らしい眺望です。山頂に

はマテバシイの大きな木が生えています。 

８１ 大山千枚田 展望広場 鴨川市平塚540 「日本の棚田百選」にも選ばれ、375 枚を数える棚田は

美しい曲線を描きながら階段状に並び、日本の原風景と

もいえる里山の景観を描きあげています。奥の高いとこ

ろから見る夜明け、まれに降る雪景色は絶品です。ここ

の棚田は、都会に暮らす人たちに米づくりに参加しても

らおうと、棚田オーナー制度が採用されています。 

８２ 一戦場スポーツ公園 
魚見塚展望台 

鴨川市貝渚3277 ホテルなどのビルが海岸沿いに建ち並ぶ前原海岸、左手

奥には市街地、右下には鴨川松島、それを囲む穏やかな

山並みと田園が続きます。朝日や夕暮れ時、そして夜は

市街地の夜景がきれいです。 
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８３ 城西国際大学観光学部 
Ａ棟屋上 太平洋デッキ 

鴨川市太海1717 展望デッキの屋根の効果で、鴨川から太海までの海岸風

景がパノラマのように横に広がります。反対側からは一

転してのどかな山里の風景を望むことができます。 

８４ 鳥場山 第三展望台 南房総市和田町 五十蔵の山村や、南房の山々の眺望が素晴らしい展望台

です。天気の良い日には、伊豆半島・富士山・伊豆大島

も展望できます。花嫁街道ハイキングコースにあり、こ

のコースには他にも展望ポイントがあり、晩秋から春に

かけてのお勧めコースです。 

８５ 抱湖園 見晴台 南房総市和田町 抱湖園の坂道を登り詰めて、尾根道を海岸より若干下が

ったところにある見晴スペースで、和田の海岸線が弧を

描いて丸山方面へ伸びる様子や、和田の家並み、花栽培

のハウスなどを美しく見ることができます。抱湖園は、

“花の南房総”をつくり上げた花栽培の先駆者・間宮七

郎平が山の急斜面に土手を築いて作った花木園です。 

８６ 滝田城址の望楼 南房総市下滝田 南房総の典型的な美しい山間集落の景観が楽しめます。

滝田城は、滝沢馬琴の長編小説「南総里見八犬伝」で冒

頭の主要舞台となったところで、天望楼の脇には、伏姫

が愛犬の八房に乗って天を翔ける姿を表したブロンズ像

が建っています。 

８７ 大房岬 展望塔 南房総市富浦町 大房岬は東京湾の入口に突き出た高さ約 80ｍの台地状

の岬で、岬全体が自然公園となっています。この中に展

望台が2箇所、展望塔が1箇所整備されており、いずれ

からも鋸山方面から三浦半島までが一望できます。 

８８ 大福寺観音堂（崖観音） 館山市船形835番地 目の前に館山湾が広がり、晴れた日には伊豆半島を望む

ことができます。養老元年（717年）、東国巡訪中の行基

が、この崖面に十一面観音を彫刻し、安置したのが寺の

始まりとされ、崖の途中に貼り付いたように観音堂が造

られていることから、通称「崖の観音」と呼ばれてます。

８９ 館山城天守閣 館山市館山351番地

の2 

眼下には、館山の市街地と弧を描く館山湾（鏡ヶ浦）が

一望でき、遠くには富士山や三浦半島が望めます。展望

地の館山城には、滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」にまつ

わる資料が多数展示してあります。 

９０ 南房パラダイス 展望塔 館山市藤原 1495 番

地 

白亜の展望塔からは、椰子の木や大温室の並ぶ広い園内

と平砂浦海岸が一望でき、晴れた日には目の前の海に大

島が浮かびます。冬の快晴時には、平砂浦海岸に向かっ

て右手奥に富士山を見ることもできます。 

９１ 安房自然村 能忍寺本堂 館山市布良600番地 能忍寺手前の広場から大島が、後ろの展望台からは平砂

浦が望めます。平砂浦の奥には富士山を見ることもでき

ます。 

９２ 館山野鳥の森 展望台 館山市大神宮553番

地 

5つの展望台があり、平砂浦展望台（標高102ｍ）からは

平砂浦海岸を眼下に見わたせ、冬の快晴時には富士山や

天城山を望め、大島展望台からは伊豆大島が望めます。

富士を見るなら富士見展望台。野鳥の森は「森林浴の森」

日本100選に選ばれています。 

９３ 野島崎灯台 南房総市白浜町 日本最古の官設洋式灯台で、最上階からは周辺の海と岩

の入り組みが美しく、晴れた日には大島が目の前に見え、

南房総最南端に来たということを実感できる場所です。

９４ 高塚山 南房総市千倉町 山頂からの見晴らしは、樹木が茂って広くはありません

が、ぽっかりと長方形にあいた空間からは、紺碧の海と

千倉の海岸、集落を望むことができ、森の色と海の色は

強く心に残ります。ハイキングコースは標識、解説が整

備されていますが、夏場はヘビや虫がいるので、晩秋か

ら冬、早春がお勧めです。 
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４ ちば遺産１００選 ※平成２０年選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 名　　　　　　　　　称 種別 名　　　　　　　　　称

1 伝 浅間神社の祭礼と神楽（千葉市） 50 伝
九十九里地域の神楽と獅子舞　北之幸谷の獅子舞（東金市）・鎌数の神
楽 （旭市）・永田旭連の獅子舞（大網白里町）

2 伝 下総三山の七年祭り(千葉市・船橋市・習志野市・八千代市） 51 伝 九十九里大漁節 （九十九里町）

3 文 加曽利貝塚（千葉市；国指定） 52 伝 広済寺の鬼来迎（横芝光町；国指定）

4 文 青木昆陽の甘藷試作地（千葉市） 53 文 常灯寺の木造薬師如来坐像（銚子市；国指定）

5 文 旧神谷伝兵衛稲毛別荘（千葉市；国登録） 54 文 粟島台遺跡出土の椰子の実容器と琥珀（銚子市）

6 文
中山法華経寺の日蓮筆『立正安国論』（市川市；国
宝）

55 文 大原幽学遺跡旧宅・墓および宅地耕地地割（旭市；国指定）

7 文 中山法華経寺の伽藍（市川市；国指定） 56 文
飯高檀林跡《飯高寺》（匝瑳市；講堂・鼓楼・鐘楼・総門：国指
定）

8 自 検見川の大賀蓮（千葉市） 57 文 宮谷県庁跡（大網白里町）

9 自 葛飾八幡宮の千本イチョウ（市川市；国指定） 58 文 芝山古墳群と埴輪（芝山町・横芝光町；古墳群：国指定）

10 自
三番瀬と谷津干潟（市川市・船橋市・習志野市・浦
安市）

59 自
犬吠埼白亜紀浅海堆積物とアンモナイト化石（銚子市；国指
定）

11 伝 松戸の万作踊り（松戸市） 60 自 渡海神社の極相林（銚子市）

12 伝 野田のつく舞（野田市） 61 自 屏風ヶ浦（銚子市）

13 伝 野田のばっぱか獅子舞（野田市） 62 自 食虫植物群落（東金市・山武市；国指定）

14 文 幸田貝塚出土品（松戸市；国指定） 63 自 山武市のクマガイソウ（山武市）

15 文 旧徳川家松戸戸定邸と庭園(松戸市；国指定) 64 伝 上総十二社祭り（茂原市・いすみ市・一宮町・睦沢町・長生村）

16 文 野田の醤油生産と髙梨氏庭園（野田市；国指定） 65 文 妙楽寺の大日如来坐像（睦沢町；国指定）

17 文 北ノ作１・２号墳（柏市） 66 文 長柄横穴群（長柄町；国指定）

18 文 利根運河（流山市） 67 文 笠森寺観音堂（長南町；国指定）

19 文 相馬郡衙正倉跡（我孫子市） 68 文 渡辺家住宅（大多喜町；国指定）

20 文 下総小金中野牧の捕込跡（鎌ヶ谷市；国指定） 69 文 大多喜藩初代藩主の本多忠勝像（大多喜町）

21 自 浅間神社の極相林（松戸市） 70 文 上総大多喜城本丸跡（大多喜町）

22 自 柏市内、手賀沼上流域の森林と水辺(柏市) 71 自 ミヤコタナゴ（千葉県内；国指定）

23 自
鎌ケ谷市内の社叢林　八幡春日神社・根頭神社の森（鎌ケ
谷市）

72 自 鶴枝ヒメハルゼミ発生地（茂原市；国指定）

24 伝 武術　立身流 （佐倉市） 73 自 太東海浜植物群落（いすみ市；国指定）

25 文 成田山新勝寺の伽藍（成田市；国指定） 74 自 笠森寺自然林（長南町；国指定）

26 文 南羽鳥中岫第１遺跡第１号土坑出土遺物（成田市；国指定） 75 伝 安房やわたんまち（館山市）

27 文 旧堀田家住宅と庭園（佐倉市；国指定） 76 伝 吉保八幡のやぶさめ（鴨川市）

28 文 旧川崎銀行佐倉支店（佐倉市） 77 伝 白間津のオオマチ行事（南房総市；国指定）

29 文 鹿山文庫関係資料（佐倉市） 78 文
那古寺観音堂・多宝塔及び銅造千手観音立像　（館山市；銅造千手観音
立像：国指定）

30 文 佐倉順天堂（佐倉市） 79 文
館山市内の洞穴遺跡　大寺山洞穴・鉈切洞穴・安房神社洞窟遺跡（館山
市）

31 文 本佐倉城跡（佐倉市・酒々井町；国指定） 80 文 館山市内の戦争遺跡群（館山市）

32 文 清戸の泉（白井市） 81 文 里見氏関係城郭群（館山市・南房総市）

33 文 松虫寺の薬師如来像（七仏薬師）（印旛村；国指定） 82 文 嶺岡山系の牧遺構（鴨川市）

34 文 龍角寺と銅造薬師如来坐像（栄町；国指定） 83 文 波の伊八と後藤の宮彫り彫刻（鴨川市）

35 文 岩屋古墳と龍角寺古墳群（栄町・成田市；国指定） 84 自 沼のサンゴ層（館山市）

36 自 麻賀多神社の森（成田市） 85 自 清澄の大スギ（鴨川市；国指定）

37 自 木下貝層（印西市；国指定） 86 自 鴨川の枕状溶岩（鴨川市）

38 伝 佐原の山車行事（香取市；国指定） 87 伝 中島の梵天立て（木更津市）

39 伝 香取神宮の神幸祭とおらんだ楽隊（香取市） 88 伝 上総掘り技術と同用具（木更津市・袖ケ浦市；国指定）

40 伝 武術　天真正伝香取神道流（香取市・成田市・酒々井町） 89 文
長須賀古墳群（金鈴塚古墳）と出土遺物　（木更津市；金鈴塚古墳出土
遺物：国指定）

41 伝 笹川の神楽（東庄町） 90 文 小櫃川流域の古墳時代前期前方後円墳（木更津市・君津市）

42 文 香取神宮の本殿と楼門（香取市；国指定） 91 文 飯香岡八幡宮の社殿と宝物（市原市；本殿：国指定）

43 文 香取神宮の海獣葡萄鏡（香取市；国宝） 92 文 王賜銘鉄剣（市原市）

44 文 良文貝塚の香炉型顔面付土器（香取市） 93 文 神門５号墳・神門３号墳出土遺物（市原市）

45 文 城山一号古墳の出土品（香取市） 94 文 上総国分僧寺・尼寺と出土遺物（市原市；僧寺跡・尼寺跡：国指定）

46 文 伊能忠敬旧宅と遺品（香取市；国指定） 95 文 姉ヶ崎古墳群（市原市）

47 自 府馬の大クス（香取市；国指定） 96 文 内裏塚古墳群と出土遺物（富津市；内裏塚古墳：国指定）

48 自 香取神宮の森（香取市） 97 自 三石山自然林（君津市）

49 自 神崎森・神崎の大クス（神崎町；神崎の大クス：国指定） 98 自 高宕山のサル生息地（君津市・富津市；国指定）

伝：伝統文化　文：文化遺産　自：自然遺産 99 自 竹岡のヒカリモ発生地（富津市；国指定）

＊順番は、ゾーンごとの建制順である 100 自 大福山自然林（市原市）

印
旛
沼
の
恵
み
と
ニ

ュ
ー

タ
ウ
ン
の
ゾ
ー

ン

風
光
明
媚
な
海
山
と
古
寺

、
城
ゾ
ー

ン

（

茂
原
市
･
勝
浦
市
･
い
す
み
市
・
一
宮
町
・
睦
沢
町
・
長
生
村
・

長
柄
町
・
長
南
町
・
大
多
喜
町
・
御
宿
町
）

（

館
山
市
・
鴨
川
市
・
南
房
総
市
・
鋸
南
町
）

黒
潮
と
山
の
恵
み
の
ゾ
ー

ン

（

成
田
市
・
佐
倉
市
・
四
街
道
市
・
八
街
市
・
印
西
市
・
白
井
市
・
富
里
市
・
酒
々
井

町
・
印
旛
村
・
本
埜
村
・
栄
町
）

（

木
更
津
市
・
市
原
市
・
君
津
市
・
富
津
市
・
袖
ケ
浦
市
）

香
取
の
海
と
水
郷

、
香
取
神
宮
・
社
叢
林
の
ゾ
ー

ン

（

香
取
市
・
神
崎
町
・
東
庄
町
）

東
京
湾
を
望
む
上
総
丘
陵
の
ゾ
ー

ン

地 域 地 域

九
十
九
里
浜

（
海
岸
平
野

）
と
地
曳
漁
業
・
水
産
業
の
ゾ
ー

ン

（

銚
子
市
・
東
金
市
・
旭
市
・
匝
瑳
市
・
山
武
市
・
多
古
町
・
大
網
白
里
町
・
九
十
九
里

町
・
芝
山
町
・
横
芝
光
町
・
白
子
町
）

干
潟
の
海
岸
と
谷
津
田
景
観
ゾ
ー

ン

（

千
葉
市
・
市
川
市
・
船
橋
市
・
習
志
野
市
・
八

千
代
市
・
浦
安
市
）

利
根
川
・
江
戸
川
と
水
運
の
ゾ
ー

ン

（

松
戸
市
・
野
田
市
・
柏
市
・
流
山
市
・
我
孫
子
市
・
鎌
ケ
谷
市
）
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５ ちば文化的景観 ※平成２０年選定 

 名　　　　　　　　　　称

1    千葉市幕張新都心の都市景観と稲毛・検見川周辺の旧海岸景観

2    千葉市大草の谷津田景観・四街道市山梨・中台の谷津田景観

3    千葉市の御茶屋御殿跡と御成街道の景観

4    市川市中山法華経寺の門前町景観
5    船橋の漁港景観
6 ●松戸市矢切の渡しの景観
7    野田市利根川の川回しと水辺景観
8    野田市関宿城の城下町景観
9    野田市の醤油醸造景観
10    柏市「布施弁天」と「あけぼの山農業公園」の利根川流域の景観
11    流山市江戸川流域のクネ（高垣）の屋敷景観
12    我孫子市手賀沼の漁業景観
13    成田山新勝寺の門前町景観

14    印旛沼とその周辺の里山景観（成田市・佐倉市・印旛村）

15    佐倉城の城下町景観

16    八街市の屋敷林と畑地景観
17    白井市平塚地区の水田と集落景観
18    白井市今井の水塚のある集落景観
19    富里市中沢四ツ塚・四ツ又弁天の水田景観
20    本佐倉城跡と成田街道酒々井宿の町並み景観
21    本埜村押付・栄町布鎌の水塚のある集落景観
22    香取市佐原地区伝統的建造物群と小野川の運河景観
23    香取市佐原の水郷の水田と集落景観
24    香取市香取神宮の社叢景観
25    香取市小野川上流域の谷津田景観
26    銚子市の醤油醸造景観
27    銚子の漁港景観
28    東金の溜め池（八鶴湖・雄蛇ヶ池）と九十九里平野の水田景観
29    旭市椿海と干潟八万石の水田と農村景観
30    山武市の山武杉のある景観
31    多古町栗山川流域の谷津田景観
32    九十九里町・白子町の納屋景観と地曳網漁
33    茂原市の六斎市の景観
34    勝浦市鵜原・興津・浜行川等の漁村景観
35    勝浦漁港と朝市景観
36    いすみ市夷隅川中流の山城と水田景観
37 ●いすみ市の槇の生垣集落の景観
38    長南町坂本の蓮田景観
39    一宮町東浪見寺・睦沢町妙楽寺・長南町笠森寺と自然林の山寺景観
40    大多喜城の城下町景観
41    御宿町御宿の海岸景観と月の砂漠・ドンロドリゴ上陸地
42    館山市八幡、南房総市富浦・丸山の槇の生垣の集落景観
43    館山市布良・鴨川市太海・南房総市白浜等の漁村集落景観
44    館山市小網寺、鴨川市清澄寺・大山寺、南房総市小松寺・石堂寺の霊場景観

45    鴨川市曽呂・大山周辺の棚田と集落景観
46    鴨川市天面の漁村集落景観
47 ●鴨川市小湊・天津・浜荻の漁村集落景観
48 ●鴨川市鯛ノ浦と誕生寺の門前町景観
49    南房総市地震段丘とお花畑景観
50 ●南房総市和田浦の鯨の食文化の景観
51    鋸南町鋸山採石場跡と日本寺の石造物群
52 ●東京湾岸の京葉工業地帯の景観
53    東京湾盤州干潟の潮干狩りの景観
54    木更津市金田の簀立景観
55 ●君津市久留里市場の町並みと酒と水の景観
56    富津の漁港景観
57    富津の海苔養殖景観
58    袖ケ浦市山谷周辺の鎌倉道の景観
59    市原市の西広堰の景観
60 ●市原市の谷津田と農村景観

＊順番は、ゾーンごとの建制順である。　●は、県民提案の景観である。

東京湾を望む上総丘陵の
ゾーン

（木更津市・君津市・富津
市・袖ケ浦市・市原市）

干潟の海岸と谷津田景観
ゾーン

（千葉市・市川市・船橋市
・習志野市・八千代市
・浦安市）

（成田市・佐倉市・八街
市・四街道市・印西市・白
井市・富里市・酒々井町・
印旛村・本埜村・栄町）

地　　域

利根川・江戸川と水運のゾー
ン

（松戸市・野田市・柏市
・流山市・我孫子市
・鎌ケ谷市）

印旛沼の恵みとニュータウン
のゾーン

（香取市・神崎町・東庄
町）

香取の海と水郷、香取神宮・
社叢林のゾーン

（館山市・鴨川市・南房総
市・鋸南町）黒潮と山の恵みのゾーン

風光明媚な海山と古寺、城
ゾーン

（茂原市・勝浦市・いすみ
市・一宮町・睦沢町・長生
村・長柄町・長南町・大多
喜町・御宿町）

九十九里浜（海岸平野）と地
曳漁業・水産業のゾーン

（銚子市・東金市・旭市・
匝瑳市・山武市・多古町・
大網白里町・九十九里町・
芝山町・横芝光町
・白子町）
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６ 自然公園 ※千葉県勢要覧より 

公園名 面積ha 概況 

南房総国定公園 
（国定公園） 

 
 

5,690 東京湾に突き出た富津岬から房総の最南端に位置する野島崎を

経て太東崎に至る190kmの海岸線と、内陸部の鹿野山、清澄山両山

系を併せた地域から構成されています。温和で繊細な内湾風景と豪

快で荒削りな外洋風景からなる海岸景観と、鹿野山、清澄山の丘陵

性山地景観とから成っています。また、公園の中には誕生時、清澄

寺、鹿野山神屋寺など多くの社寺があり、そのほか鯛の浦、仁右衛

門島などの名所旧跡も多く、信仰を兼ねた行楽や海水浴、避暑、避

寒の地として古くから多くの人に親しまれています。 

水郷筑波国定公園 
（国定公園） 

34,956 

本県内の

面 積 は

3,155 

千葉、茨城の両県にまたがり、筑波山系地域や霞ヶ浦、北浦等の

湖沼地域、利根川下流及び犬吠埼一帯から構成されています。 

 本県における風景は与田浦などの湖沼や利根川を中心とする河

川水路とそれらに架かる数多くの橋、集落がおりなす水郷風景と犬

吠埼一帯の豪快な海岸風景とから成っています。公園の中には香

取、鹿島の両神宮もあり、成田山にも近いことから信仰を兼ねた行

楽や魚釣りを目的とした人達で四季を通じてにぎわっています。 

大利根自然公園 
（県立自然公園） 

503 利根川の河川敷を中心とした地域と香取市上宿台周辺の丘陵地

域からなっている水郷景観を主とした公園です。 

神崎神社の森は県の天然記念物、境内の大クスは別名「なんじゃ

もんじゃの木」とも呼ばれ国の天然記念物に指定されています。 

嶺岡山系自然公園 
（県立自然公園） 

1,574 鴨川市の中央に位置し、市を分断するようにして西側に延び、一

部南房総市を含む地域です。ところどころに突き出た山頂を持ち、

変化に富んだ山稜線とゆるやかな起伏をなす愛宕山は美しい景観

を持ち、特に愛宕山周辺は嶺岡県有林として、スギ、ヒノキ等の美

林を有しています。 

養老渓谷奥清澄自然
公園 
（県立自然公園） 

2,790  養老川の上流域と南房総国定公園の清澄山に接する清澄山地及

び飛び地の大福山から成る地域で構成されています。 

 養老川は美しい渓谷が見られ、養老渓谷から清澄山地にかけては

国有林と東京大学演習林が大部分を占め、森林の美しさが良く保た

れているほか、県内では珍しいモミ・ツガ林が残されています。 

高宕山自然公園 
（県立自然公園） 

2,342  高宕山を中心とする地域と、鹿野山の周辺を取巻く地域とから構

成され、ニホンザル群生地で知られる高宕山は、深い谷と切り立っ

た崖など房総半島であまり見られない山岳景観を形成しています。

九十九里自然公園 
（県立自然公園） 

3,253  弓状の湾曲した本邦ではまれな大陸的規模の海岸景観を主とし

ており、長い白浜と松の緑の雄大な模様を特色とする風景です。東

京から短時間で到達しうる海水浴場として近年利用者が多く、海浜

動植物の保護のため、平成10年度から車両等の乗入れが規制。 

富山自然公園 
（県立自然公園） 

676  富山を中心とする地域と、伊予ヶ岳を中心とする地域とから構成

されています。富山はおだやかな曲線とスギ林を主とした美しい樹

林をもち、里見八犬伝の伝説と野ズイセンで知られています。 

 伊予ヶ岳は対照的に急崚な岩山で特異な景観を成しています。 

印旛手賀自然公園 
（県立自然公園） 

6,606  古東京湾の遺跡湖である印旛沼と手賀沼を中心とする地域でそ

の景観は広々とした印旛沼、手賀沼の湖沼と田園風景及び周囲の台

地の斜面林とから成り都心に近い自然公園として貴重な存在です。

 また、四季を通じて魚釣りの場としてもにぎわっています。 

笠森鶴舞自然公園 
（県立自然公園） 

1,948  この公園は県のほぼ中央にあたり、房総丘陵と両総台地の接点に

ある丘陵地よりなります。国指定重要文化財の笠森寺観音堂や桜の

名所鶴舞など自然景観とともに人文景観も豊富でありハイキング、

キャンプ場としても好適である。 
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７ 県立都市公園（開設済み） ※千葉県の県土整備2007より 

公園名（所在地） 面積ha 概況 

羽衣公園 
（千葉市） 

0.6 県立都市公園の中で最も古く、戦災復興事業の一環として、昭和

40年に旧県庁舎の跡地に開設された公園です。 

 面積こそ0.6ヘクタールと小さな公園ですが、噴水を中心にイチ

ョウやケヤキなどが植えられ、都市の喧騒 からひととき解き放た

れる場所として多くの人に利用されています。 県庁に訪れる人た

ちや市民の休む姿が見られるなど、気軽に立ち寄れる憩いの場とな

っています。 

行田公園 
（船橋市） 

11.9 旧海軍の行田無線塔跡53ヘクタールのうち11.9ヘクタールを公

園として整備しています。公園は大きく東西に分かれており、東側

は、芝生広場を中心に、イベント広場や遊具のあるワンパク広場が

あります。その周辺をサイクリングロードがとりかこんでいて・・・。

飛んだり、跳ねたり、走ったりできる、いわば「動的な空間」にな

っていま す。子供連れの家族が遊ぶにはぴったりのスペースです。

 また、西側は、対照的に樹木を中心にした「静的な 空間」と言

えるでしょう。水生植物を配した日本庭園や水に親しめるカナール

があり、忙しい日常を忘れて、ゆったりとくつろげるスペースにな

っています。 

印旛沼公園 
（印旛郡印旛村） 

5.3 印旛沼を見下ろす小高い丘に位置し、周辺は鎌倉時代の当地の豪

族師戸(もろと)四郎居城だったといわれています。 

子供の背丈ほどの空堀洞、本丸、二の丸跡、土塁が残されており、

当時の城郭の様子をうかがうことができます。史跡の保存に努める

とともに、広く県民の利用を図るため広場、展望台等の整備を行い、

印旛沼を借景とした水と緑の公園として利用されています。 

 

富津公園 
（富津市） 

97.3 

開設 

108.3 

計画 

東京湾を南北に分断するような形で突出した富津岬の先端に位

置しています。 

この地区は古くは、松平定信が江戸防衛のため砲台を築き、また

明治以降は、首都防衛上の要塞地帯でもあったため一般の出入りは

禁止されてきました。 

戦後、県がこの軍用地の大部分の払い下げを受け、保安林として

整備するとともに昭和 26 年に都市計画公園として決定し、ジャン

ボプール、テニスコート、野外劇場、室内温水プール等順次整備を

進め、広域的に利用されています。 

また、半島の最先端にある明治百年記念展望塔に立つと、東京湾

をはさんで三浦半島が眼下に見渡せ、さらに天候にめぐまれれば、

遠く富士山も眺望できます。 

 

蓮沼海浜公園 
（山武市） 

38.3 

開設 

170.1 

計画 

都市圏域から生ずるレクリエーション需要に応えるため、九十九

里浜のほぼ中央の位置に「レクリエーション都市整備構想」に基づ

き、昭和46 年度から整備を進めている面積約170 ヘクタールの公

園です。 

流れるプール、波のプールをはじめ 13 のタイプのプールから構

成されるウォーターガーデン、テニスコート、野球場、水の広場、

家族で楽しめる芝生広場やちびっこ広場からなるいこいの広場、マ

ウンテンコースター等を備え子供から大人まで楽しめる子供の広

場、120 名収容の宿泊施設であるガーデンハウスマリーノがあり、

県内外の多くの人に利用されています。 
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館山運動公園 
（館山市） 

25.4 近年生活様式の変化に伴うスポーツ・レクリエーション需要の増

大に対応し県南部における都市公園の中核として計画された 25.4

ヘクタールの公園であり、昭和53 年度から整備を進め平成3年度

に完成しました。   

体育館、野球場、テニスコート、多目的運動場等があり、緑で囲

まれた環境の中でスポーツが楽しめるよう整備されています。 

幕張海浜公園 
（千葉市） 

67.9 

開設 

71.9 

計画 

幕張新都心における公園緑地の中核として計画された面積 71.9

ヘクタールの広域公園です。 

昭和57年度から整備に着手し、昭和62年4月にJR京葉線の北

側の部分を開園したのをはじめとして、これまで大芝生広場、わん

ぱく広場、日本庭園、マウンテンバイクコース等を順次開園してき

ました。 

また、海と浜田川に面した部分には、千葉市が設置している千葉

マリンスタジアムがあり、プロ野球の試合等で賑わっています。 

青葉の森公園 
（千葉市） 

53.7 農林水産省畜産試験場の跡地を利用した総面積 53.7 ヘクタール

の広域公園です。 

自然と人間がふれあえる公園を作りあげるとともに、地域住民の

文化、レクリエーション需要に応えることを目的としています。 

昭和62 年 4月に野球場、陸上競技場、テニスコートを供用開始

しました。その後、中央博物館、野外観察地、彫刻の広場、芸術文

化ホール、公園センター、つくしんぼの家、水の広場を整備し、平

成8年度までに全域開園しました。 

柏の葉公園 
（柏市） 

40.8 

開設 

45.0 

計画 

東葛飾地域における公園緑地の適切な配置の中核として「健康・

文化・みどり」をテーマに、旧米軍柏通信所跡地190ヘクタールの

うち45ヘクタールを使って計画された広域公園です。 

テニスコート、総合競技場、コミュニティー体育館などのスポー

ツ施設、都市緑化植物園などの野外文化活動の施設、その他、冒険

のトリデ、桜の広場、日本庭園「牧が原」、茶室「松柏亭」等を供

用開始しました。 

千葉県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
（千葉市） 

42.6 

開設 

44.0 

計画 

県民の体位向上とスポーツ振興を目的として整備された運動公

園です。陸上競技場、野球場、サッカー・ラグビー場、体育館、テ

ニスコート、武道館、相撲場、弓道場等があり県の体育施設の中心

的役割を果たしています。 

北総花の丘公園 
（印西市） 

15.5 

開設 

50.0 

計画 

文化とコミュニティーをテーマとし、自然の地形を生かすととも

に、樹林地を極力残した北総地域の中核的な都市公園として、平成

6 年度から都市再生機構が整備を進めてきたところです。全体計画

約50ヘクタールのうち約15.5ヘクタールが完成し、県が施設を引

き継ぐとともに、平成12年度から供用を開始しました。 

長生の森公園 
（茂原市） 

10.7 

開設 

48.2 

計画 

長生・山武地域を圏域とした広域公園として「人間・スポーツ・

環境」をテーマに都市計画決定を行い、平成8年度から整備を進め

てきたところです。 

平成 16 年度までに野球場、テニスコート、ゲートボール場を供

用開始しており、残りの区域についても地元地域と連携をとりなが

ら整備を進めています。 

手賀沼自然ふれあい
緑道（柏市） 

25.1 

開設 

32.1 

計画 

「ヨシ原を風と巡る散歩道」をテーマに手賀沼の南岸に国土交通省

が整備した北千葉導水路事業用地及び手賀沼の湖岸堤の一部を利

用した延長約9.2kmの緑道であり、手賀沼の貴重な緑と水辺空間な

どの豊かな自然と身近にふれあいながら、散歩やジョギング、サイ

クリングなどが楽しめる遊歩道です。 
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８ 千葉県の道の駅  ※パンフレット 千葉県の「道の駅」より 

名称 場所 概要 

とみうら 

枇杷倶楽部 

国道127号 

南房総市富浦町青木 

 南房総の情報発信基地をめざして平成5年に開設

した千葉県初の「道の駅」 

特産のびわと咲き乱れる花々、そしてたくさんの

出会いの場になれれば。 

※「道の駅」グランプリ2000最優秀賞 

三芳村 

鄙の里 

県道富津館山線 

南房総市市川田 

 「食と農」を基本に、地元農産物にこだわった食

の味わいや、体験できるイベントとして農産物の収

穫や一緒に調理などが楽しめる駅です。ミルク工

房、土のめぐみ館があります。 

やちよ 国道16号 

八千代市米本 

 水と緑に包まれた自然環境豊かな「道の駅」です。

テーマは“農業者と都市住民のふれあいの場”であ

り、新鮮野菜・手作りアイス・レストランがありま

す。 

きょなん 国道127号 

安房郡鋸南町吉浜 

 歴史・文化・自然あふれる鋸南町。 

 地元で採れた魚の天日干し、野菜・花を買うこと

ができます。見返り美人の看板が目印。道の駅弁第

1号「ジンタの押し寿司」限定発売中。菱川師宣記

念館（有料）があります。 

鴨川オーシャンパ

ーク 

国道128号 

鴨川市江見太夫崎 

 太平洋を一望しながら買い物や食事ができる物

産館を中心に、人工磯に遊具を備えた千年磯や生産

者直売の青空市場等があります。 

ローズマリー公園 県道和田丸山線 

南房総市白子 

 中世ヨーロッパスタイルの庭園とローズマリー

をはじめ四季の草花が楽しめる駅です。シェークス

ピア・カントリーパーク（有料）があります。 

ふれあいパーク・き

みつ 

県道千葉鴨川線 

君津市笹字椿 

 四季折々の美しい景観と湖面に浮かぶ「道の駅」

として親しまれています。 

しょうなん 県道船橋我孫子線 

柏市箕輪新田 

 地元で採れた新鮮野菜の直売と、ライトアップさ

れた手賀大橋をながめながらの食事が人気の駅で

す。また、「無線LAN」サービスを提供しています。

たけゆらの里おお

たき 

国道297号 

夷隅郡大多喜町石神 

 養老渓谷などの自然い恵まれ、レンゲ祭、お城ま

つりなどのイベントがあり、主な特産品は、たけの

子、しいたけ、竹炭等が有名です。また、ソフトク

リームも好評です。 

多古 

あじさい館 

国道296号 

香取郡多古町多古 

 のどかな田園風景の中にあり、栗山川沿いに咲く

あじさい・コスモスや食味日本一の多古米をはじめ

地元農家の新鮮野菜が自慢の駅です。 

あずの里いちはら 市道13号 

市原市浅井小向 

 緑豊かな農業センターと連絡道で結ばれた、地元

農産物の直売を中心とする「四季を感じることがで

きる」道の駅です。市原市農業センター（バーベキ

ュー広場、植物園など）があります。 

くりもと 

紅小町の郷 

県道成田小見川鹿島港線 

香取市沢 

豊かな田園に囲まれた中で、いも堀りなどの体験

農園や、取り立て新鮮野菜が人気の駅です。 

ちくら・潮風王国 市道海岸線 

南房総市千倉町千田 

 「花とすごし、海を喰らうちくら」のキャッチフ

レーズのとおり、早春の花々と新鮮な海の幸と出会

える駅です。 
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富楽里とみやま 県道外野勝山線 

南房総市二郎 

 よって楽しい味わいの宝庫！オアシス富楽里。南

房総の旅に、ドライブの休憩に「ゆとり」と「やす

らぎ」を提供いたします。 

おおつの里 

花倶楽部 

県道犬掛館山線 

南房総市富浦町大津 

 花をテーマとした道の駅 

 約 4000 坪の敷地内では四季折々の美しい花々を

心ゆくまでご鑑賞し、摘み取る事もできます。 

オライはすぬま 県道松尾蓮沼線 

山武市蓮沼 

 田園風景の広がるはにわ道沿いに位置し地元の

新鮮な農水産物の販売やレストランでは郷土料理

が楽しめる「道の駅」です。 

 観光協会が併設されており、宿泊施設の紹介、予

約の手配が出来ます。 

ながら 県道千葉茂原線 

長生郡長柄町六地蔵 

 県道 14 号線（千葉茂原線）沿いに位置する道の

駅。 

 朝取りで新鮮な農産物を中心とし各種地元特産

品を豊富に揃えています。 

 また情報コーナーには近隣の観光スポット等の

パンフレットが充実しています。 

つどいの郷むつざ

わ 

県道大多喜一宮線 

長生郡陸沢町上之郷 

 女ヶ堰農村公園に隣接し、ゆっくり、くつろげる

「道の駅」です。季節の花や新鮮な野菜、無農薬米

なども購入できます。 

白浜野島崎 国道410号 

南房総市白浜町滝口 

 野島崎灯台に近接し、一年中温暖で南国を実感で

きる自然いっぱいの道の駅です。 

南房パラダイス 県道南安房公園線  植物園・動物園に併設された、レジャースポット

としても利用できる「道の駅」 

 地元で採れた花やトロピカルフルーツも販売し

ます。植物園等は有料 
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９ 県指定伝統的工芸品  ※千葉県指定伝統的工芸品一覧より 

【織物】 

唐棧織 館山市 

綴錦織 館山市 

銚子ちぢみ 銚子市 

 

【染色品】 

萬祝半天 鴨川市 

萬祝長着 鴨川市 

鴨川萬祝染 鴨川市 

萬祝式大漁旗 銚子市（2品） 

友禅染 松戸市 

手描友禅 松戸市 

下総染小紋 船橋市 

手描金更紗 木更津市 

下総染 佐倉市 

 

【紐・刺繍】 

下総組紐 佐倉市（2品） 

高嶺ひも 銚子市 

日本刺繍 我孫子市 

 

【金工品】 

上総鋏 市原市 

下総鋏 松戸市（4品） 

房総打刃物 成田市 

下総打刃物 松戸市 

佐倉鍛造刃物 酒々井町 

房州船鋸 鴨川市 

房州鋸 鴨川市 

切箸（金切鋏） 館山市 

関東牛刀 柏 市 

日本刀 南房総市 

美術刀剣 千葉市 

 

 

 

 

 

【木工品】 

九十九里漁船 旭 市 

木工挽物 野田市 

雨城楊枝 君津市（2品） 

畑沢楊枝 木更津市 

いすみ楊枝 いすみ市（2品） 

長生楊枝 睦沢町 

野田和樽 野田市（2品） 

桶 野田市 

上総荷車 富津市 

伝統農具模型 君津市 

木地玩具 南房総市 

上総木彫 九十九里町 

木象嵌 市川市 

楽堂象嵌 我孫子市 

桐下駄 成田市 

けやき木工品 君津市（2品） 

建具組子 いすみ市 

江戸唐木細工 野田市 

木彫刻 市川市 

 

【竹工品】 

上総和竿 市原市 

印旛竹細工 栄 町 

南総竹細工 市原市 

安房竹工芸品 館山市 

銚子竹すだれ 銚子市 

小鳥籠 八千代市・御宿町 

和弓 匝瑳市 

和弓用矢 佐倉市 

 

【人形】 

節句人形 白井市・千葉市 

八千代びな 八千代市 

衣裳着人形 印西市 
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【郷土玩具】 

上総袖凧 茂原市 

上総角凧 市原市（2品） 

上総とんび 一宮町 

角凧・袖凧 市原市 

佐原張子 香取市 

芝原人形 長南町 

 

【団扇】 

房州うちわ 南房総市（2品） 

館山市（3品） 

 

【和傘】 

佐原和傘 香取市 

 

【和楽器】 

佐原太鼓 香取市（2品） 

篠笛 千葉市 

南総尺八 市原市 

木撥 流山市 

 

【神祇品】 

行徳神輿 市川市 

江戸神輿 我孫子市 

本納絵馬 茂原市 

上総獅子頭 山武市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他工芸品】 

藤椅子 千葉市 

藤家具 千葉市 

藤製品 銚子市（2品） 

小糸の煙火 君津市 

打上げ花火 君津市 

刷毛 習志野市 

へら浮子 千葉市・習志野市・

旭市 

べっ甲細工 松戸市 

象牙彫 松戸市（2品） 

佐原ラフィア 香取市 

ビーズ細工 柏 市 

江戸蒔絵 千葉市 

蒔絵 成田市 

江戸つまみかんざし 市川市（2品） 

下総袖垣 多古町 

下総鬼瓦 成田市 

真朱焼 鎌ヶ谷市 

とんぼ玉 千葉市 
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１０ 県が指定した地域産業資源（農林水産物のみ抜粋） 

※中小企業地域資源活用促進法に基づき指定（H20.7.2 現在） 

名 称 地域産業資源に係る地域 
房州びわ 南房総市、館山市、鋸南町、鴨川市、勝浦市、大多喜町、君津市、富津市 

八街産落花生 八街市、富里市、酒々井町、佐倉市、千葉市、東金市、山武市 

富里スイカ 富里市、成田市、酒々井町、八街市、山武市、芝山町 

千葉の落花生 県内各地 

千葉の 
さつまいも 

千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、船橋市、柏市、鎌ヶ谷市、我孫子

市、佐倉市、成田市、印西市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町、栄町、芝山

町、神崎町、本埜村、印旛村、香取市、東庄町、多古町、銚子市、旭市、匝瑳市、

東金市、山武市、大網白里町、九十九里町、横芝光町、茂原市、長柄町、長南町、

大多喜町、鴨川市、鋸南町、木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 

市川のなし・市川

の梨 
市川市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、浦安市 

千葉のなし 

千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、

流山市、鎌ヶ谷市、野田市、我孫子市、浦安市、佐倉市、成田市、印西市、富里市、

栄町、神崎町、本埜村、印旛村、香取市、東庄町、多古町、旭市、匝瑳市、茂原市、

長柄町、長南町、睦沢町、一宮町、長生村、いすみ市、勝浦市、大多喜町、御宿町、

木更津市、君津市、袖ヶ浦市 

千葉のトマト 

千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、

流山市、鎌ヶ谷市、野田市、我孫子市、佐倉市、成田市、印西市、四街道市、八街

市、富里市、酒々井町、栄町、芝山町、神崎町、本埜村、印旛村、香取市、東庄町、

多古町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里町、横芝光町、茂原市、

睦沢町、白子町、一宮町、長生村、いすみ市、御宿町、大多喜町、勝浦市、鴨川市、

南房総市、鋸南町、君津市、富津市 

千葉のネギ 

千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、

流山市、鎌ヶ谷市、野田市、我孫子市、浦安市、佐倉市、印西市、四街道市、八街

市、富里市、栄町、芝山町、本埜村、印旛村、香取市、東庄町、多古町、銚子市、

旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里町、九十九里町、横芝光町、茂原市、長

柄町、長南町、睦沢町、白子町、長生村 

千葉のニンジン 

千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、

流山市、鎌ヶ谷市、野田市、我孫子市、佐倉市、成田市、印西市、四街道市、八街

市、富里市、酒々井町、栄町、芝山町、神崎町、本埜村、印旛村、香取市、東庄町、

多古町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里町、九十九里町、横芝

光町、茂原市 

千葉のさといも 

千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、船橋市、松戸市、柏市、流山市、

鎌ヶ谷市、野田市、我孫子市、佐倉市、成田市、印西市、四街道市、八街市、富里

市、酒々井町、栄町、芝山町、神崎町、本埜村、印旛村、香取市、東庄町、多古町、

旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里町、九十九里町、横芝光町、茂原市、長

柄町、長南町、大多喜町、木更津市、君津市、袖ヶ浦市 

千葉の菜の花 県全域 

千葉の 

食用なばな 

市原市、睦沢町、一宮町、いすみ市、勝浦市、大多喜町、御宿町、館山市、鴨川市、

南房総市、鋸南町、木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 、香取市、東庄町、銚子

市、旭市、匝瑳市 

千葉の 

とうもろこし 

千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、船橋市、松戸市、柏市、流山市、

鎌ヶ谷市、野田市、我孫子市、佐倉市、成田市、印西市、四街道市、八街市、富里

市、酒々井町、栄町、芝山町、本埜村、印旛村、香取市、東庄町、多古町、銚子市、

旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里町、九十九里町、横芝光町、茂原市、睦

沢町、白子町、一宮町、いすみ市、勝浦市、大多喜町、御宿町、木更津市､袖ヶ浦市

千葉のかぶ 柏市、我孫子市、松戸市、流山市、野田市、鎌ヶ谷市、船橋市 、東庄町、旭市 

千葉の自然薯 市原市、君津市、袖ヶ浦市、大多喜町、長柄町、長南町、睦沢町 

千葉の枝豆 
野田市、流山市、松戸市、柏市、我孫子市、市川市、鎌ヶ谷市、白井市、印西市、

八千代市、船橋市、習志野市 

小糸在来（大豆） 君津市、木更津市、富津市、鴨川市、市原市、大多喜町 

灯台印キャベツ 銚子市 

銚子メロン 銚子市 

樋野口覆下小かぶ 松戸市 
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矢切ネギ 松戸市 

姉崎ダイコン 市原市 

千葉のイチジク 市原市 

千葉のいちご 

千葉市、市原市、習志野市、八千代市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、流山市、

鎌ケ谷市、佐倉市、印西市、四街道市、八街市、富里市、栄町、本埜村、印旛村、

香取市、東庄町、神崎町、多古町、旭市、銚子市、匝瑳市、東金市、山武市、大網

白里町、九十九里町、横芝光町、大多喜町、勝浦市、館山市、鴨川市、南房総市、

鋸南町、富津市、君津市 

千葉のﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 市原市、木更津市、君津市、袖ケ浦市 

ふさこがね（米） 県全域 

千葉のコシヒカリ 県全域 

長狭米 鴨川市 

夏みかん 鴨川市、南房総市 

千葉の植木 

千葉市、市原市、八千代市、白井市、船橋市、柏市、鎌ヶ谷市、我孫子市、佐倉市、

成田市、印西市、八街市、富里市、酒々井町、栄町、芝山町、神崎町、本埜村、印

旛村、香取市、東庄町、多古町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白

里町、九十九里町、横芝光町、茂原市、長柄町、長南町、睦沢町、白子町、一宮町、

長生村、いすみ市、大多喜町、鴨川市、木更津市、君津市、富津市 

南房総の花 南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町 

サンブスギ 県全域 

千葉のたけのこ 大多喜町、いすみ市、勝浦市、鴨川市、長柄町 

ちばの豚 県全域 

房総ポークＣ 

（豚肉） 

成田市、佐倉市、富里市、香取市、多古町、旭市、匝瑳市、山武市、横芝光町、芝

山町、睦沢町 

ステビア 

椿ポーク（豚肉） 

旭市 

北総のﾎﾟｰｸ（豚肉） 香取市 

ちばの肉牛 県全域 

ちばの牛乳 県全域 

キンメダイ 銚子市 、鴨川市、勝浦市 

イワシ 
銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里町、白子町、長

生村、一宮町、いすみ市、勝浦市、鴨川市、館山市 

サンマ 銚子市、旭市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市 

サバ 銚子市、旭市、南房総市、館山市、鴨川市 

タイ 南房総市、鴨川市、いすみ市 

アジ 富津市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市、銚子市 

カツオ 勝浦市、鴨川市、御宿町、銚子市 

アナゴ 富津市、木更津市 

イセエビ いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市 

あわび いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市 

さざえ いすみ市、南房総市、鴨川市 

アサリ 市川市、船橋市、木更津市、富津 

ハマグリ 
旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里町、白子町、長生村、鴨

川市 

アオヤギ 

（バカ貝の剥き身） 

市川市、浦安市、船橋市、木更津市、富津市 

イワガキ 銚子市、旭市 

アオノリ いすみ市、大多喜町、一宮町、長生村、白子町 

ハバノリ 鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町、いすみ市 

ヒジキ 勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町、富津市 

コトジツノマタ 銚子市、鴨川市、南房総市 

テングサ 勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町 

マダコ いすみ市 
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１１ 森林浴の森１００選 ※林野庁、緑の文明学会 

館山野鳥の森 館山市 

鹿野山 富津市、君津市 

 

１２ 美しい日本の歴史的風土準百選 ※美しい日本の歴史的風土 100 選実行委員会 

伊能忠敬を生んだ水郷の街並み 香取市 

成田山新勝寺・門前の街並み 成田市 

手賀沼周辺の古墳・文化人の旧居 我孫子市 

利根運河 流山市 

 

１３ 日本の棚田百選 ※農林水産省 

大山千枚田 鴨川市 

 

１４ 日本の名水百選 ※環境省 

熊野の清水（ゆやのしみず） 長南町 

 平成の名水百選 ※環境省 

生きた水・久留里（いきたみず・くるり） 君津市 

 

１５ 日本の渚百選 ※国土交通省 

九十九里浜 旭市、匝瑳市、山武市、横芝光町、九十九里

町、大網白里町、白子町、長生村、一宮町 

鵜原・守谷海岸 勝浦市 

犬吠埼君ヶ浜海岸 銚子市 

前原・横渚海岸 鴨川市 

 

１６ 快水浴場百選 ※環境省 

守谷海水浴場 勝浦市 

和田浦海水浴場 南房総市 
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千葉県観光立県の推進に関する条例 

平成 20 年 3 月 28 日公布 

前文 

 日常の生活から離れ、普段とは異なる自然や

生活に接することは、新たな出会いと自己の発

見のきっかけとなる。ときには、そのことが人

の考え方や生き方をも変える可能性を持つ。

人々は、日常、自らが身を置く環境にはないも

のにあこがれ、気に入った土地に滞在すること

も含めて、観光を生活の一部としてとらえるよ

うになってきた。 
 千葉県は、海に抱かれ、年間を通じて陽光に

恵まれて、その温暖な気候は、県の花である菜

の花に象徴されている。明るい日ざしの中、人々

は特徴的な地形である谷津を中心に形成された

里山や沿岸の人々が守り育ててきた海辺等を舞

台として生活を営んできた。 
 さらに、このような気候や風土にあこがれ、

多くの人々が訪れ、交流を重ねながら、産業の

発展とともに移り住み、都市と農山漁村とが共

存する現在の千葉県が形づくられている。 
 このように、千葉県は、自然、生活、産業等

の多様な特色を有し、都市も農山漁村も多くの

人をひきつける力を持っている。特に、里山の

ような自然と生活とが調和を保ちながら結び付

いた場がほぼ全域に存在することは、千葉県の

大きな特色となっている。このことは、あらゆ

る人が、このような場に身を置き、そこに存在

するあるがままの自然や生活に接することがで

きるということであり、観光を生活の一部とし

てとらえる上で、千葉県が大きな可能性を有し

ていることを意味する。 
 ところで、観光を通じた地域づくりの努力や

取組は、来訪者との交流等と相まって、新たな

文化を創出し、経済の持続的な発展をもたらす

とともに、県民の郷土への誇りと愛着を培い、

地域をより魅力的なものとしていく。 
 そのためには、観光に携わる事業者だけでな

く、県民、企業、大学、行政等が、継承されて

きた千葉県の豊かな自然を次代に引き継ぎつつ、

県内のすべての地域において、多様な特色を生

かし、来訪者をもてなす心をもって、地域や分

野を越えて連携し、一体となって観光の振興に

取り組むことが重要である。 
 そこで、観光立県の実現について、基本理念

を明らかにしてその方向性を示し、二十一世紀

にふさわしい観光の舞台となる千葉県を実現す

るため、ここに千葉県観光立県の推進に関する

条例を制定する。 
 
 （目的） 

第１条 この条例は、観光立県の実現について、

基本理念を定め、県の責務及び県民、事業者

等の役割を明らかにするとともに、観光立県

の実現に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、観光立県の実現に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって魅力

ある活力に満ちた地域社会を実現し、並びに

県の文化の振興に資するとともに、県の経済

の健全な発展及び県民生活の向上に寄与す

ることを目的とする。 
 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
（１）多様な主体 地域住民、地域住民を構成

員とする団体、事業者、事業者を構成員と

する団体、大学その他の教育機関、地方公

共団体その他の地域社会を構成する主体

をいう。 
（２）観光資源 地域の生活、自然、歴史、伝

統、文化、産業その他の観光の振興に資す

る資源をいう。 
（３）観光づくり地域活動 多様な主体が、そ

の自発的意思に基づき、創意工夫を生かし

て、観光資源を保全するとともに、これを

育成すること、観光資源となり得るものを

発見し、これを観光資源とすること及び観

光資源の魅力を積極的に伝えること並び

に観光資源を活用して地域に来訪する者

（当該地域に居住する者以外の者で当該

地域に長期的に滞在するものを含む。以下

同じ。）との交流に取り組むことをいう。 
 

 （基本理念） 

第３条 観光立県は、観光づくり地域活動を促

進することにより、魅力ある活力に満ちた地

域社会の形成を図ることが特に重要である

という認識の下に、その実現が図られなけれ

ばならない。 
２ 観光立県は、多様な主体が行う又は多様な

主体と地域に来訪する者とが一体となって

行う観光づくり地域活動その他の魅力ある

活力に満ちた地域社会の形成に向けた取組

により、多様な主体と地域に来訪する者との

間の交流（以下「来訪者との交流」という。）

を一層促進することが重要であるという認

識の下に、その実現が図られなければならな

い。 
３ 観光立県は、多様な事業の分野における特

色ある事業活動から構成される観光産業（以

下「観光産業」という。）の振興を図ること

及び観光産業と農業、漁業、製造業その他の

産業(以下「多様な産業」という。）との有機
的な連携を図ることにより、地域の産業活動、

社会活動、文化活動その他の活動を活発にし、

魅力ある活力に満ちた地域社会の形成を図

ることが重要であるという認識の下に、その

実現が図られなければならない。 
４ 観光立県の実現に関する施策を講ずるに

当たっては、本県には成田国際空港が設置さ

れているという特性及び港湾がその本来の

機能のほか人々の交流の拠点としての機能

をも有するという特性が最大限に活用され

るよう配慮されなければならない。 
５ 観光立県の実現に向けた取組は、地域の生

活環境、自然環境及び景観を維持しつつ、継

続してこれらとの調和を図ることが地域の

魅力を増進させるという認識の下に行われ

なければならない。 
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 （県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、観光立

県の実現に関する施策を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。 
 
 （県と市町村との連携） 

第５条 県は、観光立県の実現に関する施策の

策定及び実施に当たっては、市町村と連携す

るとともに、市町村が実施する観光に関する

施策について、市町村に対し、情報の提供、

技術的な助言その他の必要な支援を行うよ

う努めなければならない。 
  

（県民の役割） 

第６条 県民は、基本理念にのっとり、観光立

県に対する関心及び理解を深めるとともに、

地域の魅力を増進させ、及び地域に来訪する

者に対し、その立場に立って対応するよう努

めるものとする。 
２ 県民は、基本理念にのっとり、県が実施す

る観光立県の実現に関する施策に協力する

よう努めるものとする。 
 

 （事業者の役割） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、観光

資源（観光資源になり得るものを含む。）が

自らの事業活動に活用できるものであるこ

と又は自らの事業活動が観光づくり地域活

動に資するものであることを認識するとと

もに、自らの事業活動と多様な事業の分野に

おける事業活動との連携その他の自らの創

意工夫による事業活動を行うよう努めるも

のとする。 
２ 事業者は、基本理念にのっとり、県が実施

する観光立県の実現に関する施策に協力す

るよう努めるものとする。 
 

 （観光関係団体の役割） 

第８条 観光の振興その他の観光に関する活

動を行う法人その他の団体（以下「観光関係

団体」という。）は、基本理念にのっとり、

多様な主体が連携して行う観光立県の実現

に向けた取組の促進、観光に関する情報の発

信その他の観光宣伝活動の実施、地域に来訪

する者を適切にもてなすための情報の提供

その他の必要な措置の実施、県民の観光立県

に対する関心及び理解の増進その他の観光

立県の実現に向けた取組に努めるものとす

る。 
２ 観光関係団体は、基本理念にのっとり、県

が実施する観光立県の実現に関する施策に

積極的に協力するよう努めるものとする。 
 

 （観光立県推進基本計画） 

第９条 知事は、観光立県の実現に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光

立県の実現に関する基本的な計画（以下この

条において「観光立県推進基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 
２ 観光立県推進基本計画においては、次の各

号に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）観光立県の実現に関する施策についての

基本的な方針 
（２）観光立県の実現に関する目標 
（３）観光立県の実現に関し、県が総合的かつ

計画的に講ずべき施策 
（４）前各号に掲げるもののほか、観光立県の

実現に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 
３ 知事は、観光立県推進基本計画を定め、又

は変更するに当たっては、あらかじめ、事業

者、観光関係団体、観光に関する識見を有す

る者その他の関係者の意見を聴くとともに、

その案を公表し、広く県民等の意見を求めな

ければならない。 
４ 知事は、観光立県推進基本計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 
 

 （観光づくり地域活動の促進） 

第１０条 県は、観光づくり地域活動を促進す

るために必要な施策を講ずるものとする。 
２ 県は、前項の施策を講ずるに当たっては、

それぞれの多様な主体が有機的に連携して

観光づくり地域活動を行うことができるよ

う努めなければならない。 
 

 （観光立県の実現のための基盤整備等） 

第１１条 県は、道路、鉄道、港湾その他の観

光の基盤となる交通施設（以下「交通施設」

という。）及び宿泊施設、来訪者との交流の

ための施設、案内施設その他の観光づくり地

域活動に資する施設（以下「観光関連施設」

という。）の整備並びに観光に関する情報の

提供等に関する機能の充実に関し必要な施

策を講ずるものとする。 
２ 県は、前項の施策を講ずるに当たっては、

地域の生活環境、自然環境及び景観の維持並

びにこれらとの調和に配慮しなければなら

ない。 
 

 （地域への来訪の促進等） 

第１２条 知事は、来訪者との交流を促進する

ための行事が総合的かつ集中的に実施され

るための環境の整備並びに国外又は県内外

からの地域への来訪及びこれによる来訪者

との交流の促進のために必要な情報の発信

その他の広報宣伝の重点的かつ効果的な実

施に関し必要な施策を講ずるものとする。 
２ 県は、国際会議、展示会、スポーツの競技

会その他の地域への来訪の促進に資する行

事の開催を増加させるため、当該行事の誘致

の促進及び開催の円滑化に関し必要な施策

を講ずるものとする。 
３ 県は、前項の施策を講ずることにより来訪

した者の他の地域への来訪及びこれによる

来訪者との交流の促進に関し必要な施策を

講ずるものとする。 
 

 （成田国際空港を利用する外国人来訪者の地

域への来訪の促進等） 

第１３条 知事は、成田国際空港を利用して来

訪する外国人（以下この条において「外国人
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来訪者」という。）の地域への来訪及びこれ

による多様な主体と外国人来訪者との間の

交流（次項において「外国人来訪者との交流」

という。）を促進するため、本県の観光資源

の効果的な広報宣伝の実施に関し必要な施

策を講ずるものとする。 
２ 県は、外国人来訪者との交流を促進するた

め、交通施設及び観光関連施設の整備、通訳

案内のサービスの向上その他の外国人来訪

者の受入れの体制の整備に関し必要な施策

を講ずるものとする。 
 

 （来訪者を適切にもてなすこと等による来訪

者との交流の促進） 

第１４条 知事は、来訪者との交流を促進する

ため、多様な主体に対し、観光資源に関する

理解及び来訪者との交流に対する意欲を増

進し、並びに地域に来訪する者を適切にもて

なすための情報及び学習の機会の提供その

他の必要な施策を講ずるものとする。 
２ 県は、地域に来訪する者の利便の増進を図

ることにより来訪者との交流を促進するた

め、地域に来訪する者のうち高齢者、障害者、

外国人その他の特に配慮を要するものが円

滑に利用できる観光関連施設及び公共施設

の整備並びにこれらの利便性の向上、情報通

信技術を活用した観光に関する情報の提供

その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 

 （観光産業の振興） 

第１５条 知事は、観光産業の経営基盤の強化

を図るため、資金供給の円滑化、相談及び支

援を行う体制の充実その他の必要な施策を

講ずるものとする。 
２ 知事は、前項の施策のほか、観光産業の振

興を図るため、観光産業と多様な産業との有

機的な連携を促進するとともに、新たな観光

に関する事業の創出及び育成のための資金

供給の円滑化、相談及び支援を行う体制の充

実その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 

 （観光の振興に寄与する人材の育成） 

第１６条 県は、観光の振興に関し意欲及び知

識を有する者並びに観光に関する事業にお

ける指導者の育成を図るため、観光又は観光

に関する事業の振興に関する社会教育の充

実及び専門家の派遣、観光資源に関する情報

の提供その他の必要な施策を講ずるものと

する。 
２ 知事は、大学又は専修学校が観光の振興に

寄与する人材を育成するため自主的に事業

を実施する場合には、その求めに応じて、こ

れに協力するよう努めるものとする。 
 

 （観光づくり地域活動に関する学習の振興等） 

第１７条 県は、青少年をはじめ広く県民があ

らゆる機会を通じて観光に対する関心及び

理解を深めることができるよう、学校教育及

び社会教育における観光づくり地域活動に

関する学習の振興並びに観光づくり地域活

動に関する啓発及び知識の普及に関し必要

な施策を講ずるものとする。 

 （統計調査その他の調査及び研究） 

第１８条 知事は、観光立県の実現に関する施

策を効果的に推進するため、統計調査その他の

必要な調査及び研究を行うものとする。 
 

 （財政上の措置） 

第１９条 県は、観光立県の実現に関する施策

を推進するため、必要な財政上の措置を講ず

るものとする。 
 

 （観光立県の実現のための体制の整備） 

第２０条 知事は、県と事業者、観光関係団体

その他の関係者とが協働して観光立県の実

現に向けた取組を行うための体制を整備す

るものとする。 
 
   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 

計画策定の経過 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

県民及び事業者との意見交換 

○２１世紀の千葉県観光～夢を語る会～（平成 19 年
8 月～10 月）南房総・北総・九十九里・ベイ東葛飾 

○ちば観光戦略を考える地域勉強会 
（平成 19 年 10 月～11 月） 
 長南・銚子・匝瑳・館山・富津・旭・浦安・我孫子・
佐倉・野田・いすみ 

○みんなで考える千葉県の観光～タウンミーティング～
（平成 19 年 12 月） 千葉・木更津・成田 
その他、コンベンションビューロー等、個別意見交換 

市町村及び市町村観光協会との意見交換 

○市町村及び観光協会との意見交換会議 
（平成 19 年 12 月） 

○観光条例に関する意見交換 
（平成 20 年 1 月～2月）各市町村観光協会 

○観光基本計画に関する意見交換 
 （平成 20 年 5 月～6 月、10 月～11 月） 
  市町村観光協会、地域別観光連盟 

大学生との意見交換 

大学生（観光学部）との意見交換 
（平成 20 年 1 月、7月） 

県 民 等 と の 意 見 交 換 

パブリックコメント 

31 件の意見提出 
（平成 20 年 9 月 3 日～10 月 3 日） 

県庁内の調整 外部有識者等による会議等 

第２回観光立県ちば推進協議会戦略検討部会
（平成２０年１月２９日） 

第８回観光立県ちば推進協議会 
（平成２０年２月１３日） 

千葉県観光立県の推進に関する条例 
（平成２０年３月２８日公布・施行） 

第９回観光立県ちば推進協議会 
（平成２０年１０月２２日） 

パブリックコメント 
（平成２０年９月３日～１０月３日） 

第４回観光立県ちば推進協議会戦略検討部会
（平成２０年１０月１６日） 

第３回観光立県ちば推進協議会戦略検討部会
（平成２０年７月２２日） 

観光立県千葉推進本部幹事会 
（平成２０年２月６日） 

観光立県千葉推進本部 
（平成２０年２月１４日） 

観光立県千葉推進本部幹事会 
（平成２０年８月２５日） 

観光立県千葉推進本部 
（平成２０年１０月３０日） 

観光立県千葉推進本部幹事会 
（平成２０年１０月２４日） 

観光立県千葉推進本部幹事会 
（平成２０年７月１６日） 

観光立県千葉推進本部 
（平成２０年８月２８日） 
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