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南房総市民憲章 
 

黒潮の恵みあふれる 外房の浜辺から 
さざなみに安らぐ 内房のなぎさまで 
母なる照葉樹林に抱かれた野山は 
実り豊かな南房総 古くは安房の国 

 
恵まれた自然は守りながらも生かすこと 
新しい開拓こそが魅力と活力を生む 
郷土の文化を高めることは私たちの願い 
おだやかな風土が育てた温かい人情は宝 

 
みんなが参加する まちづくり 
郷土の未来に 私たちの志を重ねれば 
住みやすく 地域に根ざした産業も育つ 
南房総の夢は 生きいきとした理想郷 

 
私たちが今 開く 新しい一ページ 
どんな難しいことがあろうと 
あぁんが やんだよ やれるとも 
これこそ 房州人の心意気 

 
本文の解説 
１節  一般的な形式では、前文にあたります。 
    南房総とは、海と照葉樹林に象徴されるように、自然の恵みが豊富にあり、温暖で穏やかで

住みよい地域を表現し、うたい上げています。 
２節  従来の市民憲章の箇条書きにあたる部分で各々が独立しています。 
   ○自然は、守るだけでなく壊さない程度に活かすことが大切であることを表現しています。 
   ○新たな開拓が必要であり、開拓によって魅力と活力が生まれることを表現しています。 
   ○郷土の文化を高める大切さを穏やかに表現しています。 
   ○住んでいる人々が人を受け入れるもてなしの心を持っており、房州人の心の豊かさを表現し

ています。 
３節  理想をどのように表現していくか、行政と市民の協働を軸にし、南房総市の将来の姿を描い

ています。 
    市民一人ひとりが、ただ参加すればいいのではなく、どのように協働を進めるのかを考え、

郷土の将来に、志をもって、住みやすい郷土、地域にあった産業を育てていく必要があります。

そして、南房総が、ただの別荘地やリゾート地ではなく、自立した理想郷でなければなりませ

ん。そのためには、経済的な後ろ盾が必要である。「生きいきとした理想郷」は、経済活動によ

り栄えた元気な南房総市を意味します。 
４節 結びで、市民の意欲、意志を表し、房州人の心意気と決意をうたっています。 

房州人の弱いところを、盛り立てるために、方言をいれて房州人の心意気を示しています。 
    「あぁんが」は房州人の反骨精神を表現しています。 

平成２１年３月制定 
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第１章 観光振興ビジョンの策定にあたって 

 

１．ビジョン策定の趣旨 

 

近年、経済・社会のグローバル化やＩＴの発展により、わが国の環境は大きく変化してい

ます。また、高齢化や少子化問題、過疎化などにより、地域の活力は失われつつあります。

これからの地方都市は、激しくなる地域間競争を勝ち抜くため、生き残りをかけた地域独自

の挑戦が重要視され、地域が一体となり、固有の資源を活用した他地域との差別化、ブラン

ド化戦略を展開する必要があります。近年の観光動向は、団体型から小グループ・個人型に

移行し、観光地をとおり過ぎる「見る観光」から「参加・体験型の観光」と少人数で個性あ

る観光を楽しむ傾向にあります。 

 

南房総市（以下、「本市」という。）は、平成１８年３月に生活圏を共有する７町村が一つ

になり、これまで先人たちが守り、育んできた豊かな自然環境、産業基盤、伝統文化など、

多様な地域資源があります。これらの資源を守り、後世に引き継ぐとともに、合併により広

域となった地域資源を有効活用し、いくつになっても働ける観光雇用の創出を図る必要があ

ります。 

 

このため、地域資源を最大限に活かした観光振興により、行ってよかった、そして何度も

訪れたくなる魅力的な観光地づくりが必要です。このような状況を踏まえ、地域の特性を活

かした観光振興によるまちづくりを推進するため、「南房総市観光振興ビジョン」を策定する

ものです。 
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２．ビジョンの位置づけ 
 
本ビジョンは、「南房総市総合計画」（平成２０年度から平成２９年度まで）を上位計画と

する観光部門の計画として位置づけます。 
ここでは、本市を観光都市としてブランド構築するため、観光振興の意義及び方向性を示

すとともに、市民、観光関連団体、企業、行政などの協働により、地域の特性を活かしたま

ちづくりを一層推進するための指針となるものです。 
また、「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」が施行され、密

接な関係のある南房総地域観光圏（南房総市・館山市・鴨川市・鋸南町）の広域的な連携を

図ります。 
 
３．ビジョンの期間 
 
本ビジョンは、平成２２年度を初年度とし、平成２６年度までの５年間を計画期間としま

す。 
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第２章 観光を取り巻く状況 

 

１．国・県の動き 

 

（１）「観光立国」を目指す国の取り組み 

 

平成１５年、政府は有識者による「観光立国懇談会」を設置し、同懇談会は、４月に「観

光立国懇談会報告書」を発表し、観光立国に向けた取り組みがスタートしました。 

その後、官民が一体となり、訪日外国人旅行者の促進のため、ビジット・ジャパン・キ

ャンペーン（平成１５年４月）が展開され、さらに、民間有識者による「観光立国推進戦

略会議」（平成１６年５月）が、観光立国の推進のための戦略について、４つの課題に分け

て、国、自治体、産業界などに対する５５の提言を行っています。 

主な提言としては、「国際競争力のある観光地づくりに意欲を燃やす地域への国による支

援」や「地域が中心となった「泊食分離」や「料理選択制」の導入」、「県民の日や学校休

暇の柔軟化による旅行需要の平準化」など具体的な取り組みが提案（平成１６年１１月）

されています。 

平成１８年に地域経済の活性化、雇用機会の増大、国民の健康増進、潤いのある豊かな

生活環境の創造、国際相互理解の増進などを目的に「観光立国推進基本法」を制定しまし

た。これに併せて、 

・ 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 

・ 観光産業の国際競争力の強化・観光振興に寄与する人材の育成 

・ 国際観光の振興 

・ 観光旅行の促進のための環境の整備 

などの施策方針を示し、「訪日外国人旅行者数を平成２２年度までに１,０００万人にする

こと」「日本人の国内観光旅行による１人当たりの宿泊数を平成２２年度までにもう１泊増

やし、年間４泊にすること」など具体的な目標を設定し、施策を推進するため、平成１９

年６月に「観光立国推進基本計画」を定めました。平成２０年７月に観光地が広域的に連

携した「観光圏」の整備を行うことで、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、「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」が施

行されました。 

また、観光立国の実現に取り組む体制を整備するため、平成２０年１０月に国土交通省

に観光庁を設置しました。平成２１年１２月には、新成長戦略（基本方針）～輝きのある

日本へ～が閣議決定され、観光立国、地域活性化戦略では、「訪日外国人を２０２０年初め

までに２,５００万人、将来的には３,０００万人まで伸ばす」と定められました。 

 

（２）「観光立県」を目指す県の取り組み 

 
   千葉県では、「ちば２００４年アクションプラン」で「観光立県千葉の実現」を県政の
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最重点施策に位置づけ、横断的かつ総合的な戦略プロジェクトして取り組み、平成１６年

度には、観光や交通事業者、経済団体、ＮＰＯ、行政などで組織する「観光立県ちば推進

ビジョン」を策定しました。 
平成１９年２月から４月の「ちばデスティネーション・キャンペーン」の実施により、

オール千葉県で観光振興に取り組もうという機運が、かつてないほど盛り上がりました。

この盛り上がりを持続させ、産業としての観光をより確かなものにするため、平成２０年

３月「千葉県観光立県の推進に関する条例」を制定しました。 
また、観光立県千葉の実現に向けて、施策を総合的かつ計画的に推進するため、「年間観

光入込客数を平成２４年度までに１億６，０００万人にすること」「年間の延べ宿泊客数を

平成２４年度までに２，０００万人にすること」など具体的な目標を設定し、平成２０年

１０月に「観光立県ちば推進基本計画」を策定しました。 
 
２．本市における観光振興とは 

 

本市は、全国的にも有名な花の生産地です。早春の風物詩になっている太平洋沿いの一面

のお花畑は、多くの来訪者を迎え、たくさんの人に楽しい旅を創出し、潤いと希望を与えて

きました。第１次産業が盛んであり、春の定番である花摘みだけではなく、四季を通して、

いちごやみかん、びわなどのフルーツ狩りが楽しめ、地引網など海の体験メニューも各種用

意され、これらを楽しむ多くの来訪者が訪れています。 

観光を改めて考えると「観光」とは、「余暇、レクリエーション、業務などの目的を問わな

い非日常圏での活動を伴う旅行行動を観光とすること」と世界観光機構（ＵＮＷＴＯ）※１

で定義してありますが、本市では、観光を「歓交」ととらえていきたいと考えます。来訪者

と地元の人が交わる、植物や動物と交わる、花や海と交わる、土と交わると言うように、人

や自然との交わりをベースに「歓交」があり、それらが、来訪者の五感を満足させる重要な

要因になっています。「歓交」とは、よろこびを共に分かち合うこと、互いに打ち解けて楽し

むことに大きな意味があります。 

２１世紀は、国内外を問わず、大交流時代が到来し、多くの来訪者を迎える都市が繁栄す

ると言われています。このため、本市への来訪者を「第３の人口」※２と位置付け、多様な

地域資源を観光資源として活用し、新たな観光資源の発掘に取り組み、豊かな自然環境を保

全しつつ、伝統文化、芸術、スポーツの振興を図り、観光を軸とした新しいまちづくりを、

市民、観光関連団体、行政が一体となって行うことが必要となっています。併せて、推進母

体となる団体の人材育成・組織強化、誘客のための宣伝事業に積極的に取り組むことにより、

特色ある観光産業の振興を図り、にぎわいと活力あるまちづくりを進めたいと考えています。 

来訪者の多様なニーズに応えるためには、広域的な連携を図ることが重要であり、広域連

携により新たなネットワークを構築し、広域での魅力や観光サービスの結束と質の向上によ

り、来訪者の滞在促進を推進し、産業の活性化や交流人口の拡大による地域発展を図ります。 

また、市民一人ひとりが、この地に誇りと愛着を持ち、温かいおもてなしの心で来訪者を

迎える風土として、訪れた人がゆっくりゆったり過ごせる環境づくりを行い、定住促進にも
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発展するような、観光地を目指します。 

 

※１ 2008 年 9 月 24 日現在、154 カ国が加盟している観光分野の世界最大の国際機関 

※２ 「第１の人口」として市民、「第２の人口」として市民以外の通勤通学を有する者 

 

３．本市の観光の現状と課題 

 

（１）主な観光資源、施設など 

 

本市は房総半島の南端に位置し、自然に恵まれた地域で３方を海に囲まれ、その海岸

線は、南房総国定公園に指定されています。古代から近代に至る遺跡や社寺などの歴史

的資源を有しています。 

   主な観光資源、施設は次のとおりです。 

 

○ 自 然 

沖合を流れる暖流の影響により冬は暖かく夏は涼しい海洋性の温暖な気候で、一部無

霜地域を有しています。四季折々に咲き乱れる花々などの豊かな自然歩道をはじめとし

てハイキングが楽しめます。 

北側には県下最高峰の愛宕山
あたごやま

（４０８ｍ）をはじめ、富山
とみさん

（３４９ｍ）など３００ｍ 

以上の山が連なっています。西側には東京湾、東側及び南側には太平洋に囲まれ、海岸

は魅力的な地域資源で海水浴場も多数あり、環境省による快水浴場百選などの和田浦海

水浴場があります。さらに、南房総地域を取り囲む主要国県道周辺エリア「南房総・花

海街道」があり、国土交通省の推進する日本風景街道に千葉県内第１号で登録されてい

ます。 

また、南房総花づくり発祥の地でもあり、冬でも鮮やかな花畑が広がり、花卉栽培も

盛んです。 

 

○ 歴史遺跡 

「南総里見八犬伝」で知られる戦国大名「里見氏」。数々の歴史が語り継がれ、各地区

に文化財として残っています。初代里見義実の菩提寺である杖
じょう

珠院
じゅいん

、また、里見氏の信 

仰が厚かった石堂寺は、創建以来隆盛を極め、県内に現存する最も古い建築物と考えら

れ、国指定文化財となっています。 

このほかに、日本で唯一、料理の神様がまつられた高家
たかべ

神社は、歴史も古く「料理の 

祖神」として崇められています。 

 

○ イベント・祭事 

真夏の太陽の下で開かれる海水浴場のイベントなど、四季折々のイベントが多彩で、

一足早く訪れる春の花摘み、もぎたての味覚満載なフルーツ狩り、温暖で冬でも爽快な

ハイキングでにぎわいます。 
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また、昔から伝わる神事や祭礼が多く残されています。 

 

○ 宿泊施設・温泉施設 

昔ながらの雰囲気を残す家庭的な宿から全室オーシャンビューが楽しめる宿泊施設ま

であり、豊かな自然を満喫できることから、多くの人が訪れます。 

また、温泉を有する施設も多く、さまざまな泉質や効能が一度に楽しめる南房総温泉

郷です。海水浴客でにぎわう岩井温泉、太平洋はもちろん伊豆諸島を望める白浜温泉、

歴史ある古湯で美肌の湯として知られる千倉温泉があり、湯のぬくもりに心からつかり

ながら旅の疲れをゆっくり、ゆったりいやすことができます。 
 
○ 道の駅 

市内に７か所ある道の駅は、２０００年「全国道の駅グランプリ」で最優秀賞を受賞

した「枇杷倶楽部」をはじめ、高速道路と一般道の相互から利用可能な玄関口でもある

「道の駅富楽里とみやま」など個性豊かな道の駅があり、地元の特産物を味わったり、

伝統工芸に触れたりできます。道の駅は、道路情報はもちろんのこと観光情報や防災情

報など役立つ多くの情報の発信基地となっています。 
 
○ グリーンツーリズム・ブルーツーリズム 
   豊かな自然（田園、森林、里山、川、海、花など）、農山漁村に伝わる伝統文化、農林

水産業などの産業が盛んで、農産物・林産物・海産物、観光農園（いちご狩り、花摘み

など）、市民農園、体験農園など、都市住民が日常生活で「見たり、聞いたり、味わった

り、匂ったり、触れたり」することができない体験や地域の生活に触れることができま

す。 
 

○ その他観光に関すること 
 ・交通機関など 
ＪＲ内房線及び外房線があり、生活面や観光面において基幹的な役割を担ってきまし

たが、利用状況は、厳しい現状であります。また、東関東自動車道館山線が平成１９年

７月４日には全線開通となり、高速バスや自家用車などの利便性が向上し、首都圏から

南房総がより身近になっています。市内の地域間移動に対するニーズへの対応や高速バ

スへの接続性を高める観点から、拠点施設を結ぶ「快速バスうらら」（地域コミュニティ

バス）を運行しています。 
また、２次交通手段として、乗り合いバスに乗り継ぎ、環境にやさしいレンタサイク

ルが利用できます。 
 
 ・観光案内所など 

観光案内所は、来訪者をあたたかく迎え、快適な旅を楽しんでいただけるよう、たく

さんの観光情報を提供しています。また、観光情報だけではない「出会いからつながり
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の場」への提供に努めています。 
 
（２）アンケートなどからみた現状 
 

観光情勢やニーズの変化などの情報は、近年、めまぐるしく展開しています。戦略や

施策が流行についていけない状況もあり、適切な判断力や方向性が求められています。

市ホームページを活用した市の魅力アンケートなど（平成１８年１０月～平成１９年３

月）では、やはり、四季折々の姿を魅了できる豊かな自然に多くの人が魅力を感じてい

ます。食の面では、海あり山ありと旬の食材も人気で、新鮮な魚介類や朝取れ野菜など

評価が高いようです。 
また、地域コミュニティや人とのかかわりをあまり好まないといった風潮の中で、「人

とのふれあい」や「人のよさ」に魅力を感じているようです。中には、「まったく何もな

いところ」に魅力を感じるという意見もあります。 
 
（３）観光の課題 
 

本市には、自然や歴史遺跡をはじめとする観光の素材が豊富にありながら、それらが

観光資源という視点で十分捉まえていないため、全国からの来訪者を招き寄せるに至っ

ていないと思われます。資源はあくまでも資源であって、観光資源として活用するには

地域の人たちの知恵が必要です。今まで当たり前のように見ているもの、感じているも

のでも、来訪者から見れば新鮮ですばらしい観光資源になりうる可能性を秘めています。 
市民一人ひとりが地域資源に意識を向け、環境に配慮し、創意工夫により魅力的な観

光資源として活用する必要があります。 
 
 ○ おもてなしの醸成 
  自然や歴史遺跡や国及び県指定文化財など、自分が暮らす地域にどのような観光資源

があるかわからないことがあげられます。観光事業を進めるに当たっては、市民が地域

に関心を持ち理解することで来訪者を温かく迎える心を養うことが必要です。 
 
 ○ 情報発信の強化 
   観光振興及びまちづくりにおいて、情報発信は極めて重要です。しかし、これまで、

市内外に対して、観光に関する情報発信が十分であったとは言えません。本市の魅力を

伝え、知名度やイメージを向上し、交流人口を拡大するためには、テレビ、ラジオ、新

聞などのマスメディアが取り上げたくなる情報はもとより、インターネットや携帯電話

などのＩＴを有効に活用し、情報発信の更なる強化が必要です。 
   また、地域特産品の展示販売、地域観光資源の紹介、首都圏をターゲットにおいた観

光キャンペーン、教育旅行のプレゼンテーションなどの誘致活動が重要です。 
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 ○ 観光基盤の整備 
本市への来訪者は高速道路網の整備により、自動車でのアクセスが増加しています。

来訪者にやさしくわかりやすく親切で、地域景観の向上にも貢献する統一的な観光案内

サインを南房総市公共サインデザインマニュアル（平成２１年３月）により整備するこ

とが必要です。 
   鉄道利用者の増大とサービスの向上を図るためには、特急の運行や駅から各目的地に

向かうまでの２次交通を整備する必要があります。 
   また、観光振興においては、住民の参加が不可欠となります。観光関連団体（観光に

かかわる事業者や団体、行政、ＮＰＯ、農漁業従事者などで組織する会）の組織強化、

人材育成を推進し、市民参加による来訪者の受入態勢の整備が重要です。 
 
 ○ 観光ニーズの多様化 
   「暮らすように滞在したい」「その土地の生活習慣に興味がある」など、観光の形態や

ニーズが多様化、個性化し、観光サービスに対する評価も高質化しています。観光地や

観光関連産業においては、こうした市場の質的・量的変化に対応した、新たな観光商品

の開発や観光資源のリニューアル、受け入れ態勢の強化などによる特色ある魅力的な観

光地づくりが求められています。 

 

 ○ 環境を配慮した観光 

   従来の観光は、天賦の資源を借景という形で活用してきましたが、これらの資源価値

を高め、育んでいく観光が求められています。ハイキングとごみ拾いをセットにした観

光や二酸化炭素排出量を少なくする交通機関の活用、植樹活動を取り入れたカーボンオ

フセット※などの取り組みが必要です。 

 

※ 自ら排出した二酸化炭素を相殺するため、これを何らかの方法で吸収すること。 
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第３章 観光振興の基本的な考え方 
 
１．観光振興によるまちづくりの目標 
 
本市には、青い海、緑の山々、四季折々の花、食の魅力、のどかな美しい景観と誇るべき

観光資源があります。これらの条件を活かし、「見る観光」から「地元の生活スタイルとの交

わり」に重点を置く、新たな「歓交」を展開するため、都市・農漁村交流の拡充、地域の人々

が主体となった創意工夫あふれる取り組みを実践します。本市は、「観光都市の実現」による

交流人口の増加や、地域環境保全を目指して、まちづくりの目標を「環境を活かす！魅力の

郷 ときめき歓交」～南房総ファンを増やそう！新・生活スタイル～に定めます。 
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  南房総市観光振

域資源を活かした効果的な情報発信

光受け入れ態勢の整備 

光人材の育成 

10
この地に誇りと愛着を！ゆっくりゆ
ったり過ごせる環境づくり 

興ビジョン 

・地域の特色を活かした戦略 

・交流拠点施設の機能強化 

・都市交流の推進 



２．観光振興施策の方向性 

 
本市の観光振興を推進するにあたっては、訪れた人がゆっくりゆったり過ごせる環境づく

り、地域の魅力を最大限に活かしたまちづくりが必要です。受け入れ態勢の充実、魅力ある

観光地としての情報発信や地域資源の活用による体験型観光メニューの充実により、「観光の

まち・南房総」の確立を目指します。 

そのために、本市特有の資源である、豊かな自然環境や歴史文化、食の楽しみ、温かい人

情があり、観光都市「環境を活かす！魅力の郷 ときめき歓交」を市民、関係団体、企業、

行政との協働により、次の６つの柱を総合的に展開し、その効果を良好に循環させることで、

地域の活性化を図ります。 

 
（１） 地域の特色を活かした戦略 

先人の遺した自然・歴史文化などの地域の特色を活かしながら、観光拠点を整

備・充実し、来訪者の利便性を高めます。 

 

（２） 地域資源を活かした効果的な情報発信 

      地域資源を活かした魅力ある観光地づくりを図るため、既存観光資源の魅力ア

ップと潜在的観光資源の掘り起こしを進めます。さらに、観光イベントの開催、

積極的な観光宣伝キャンペーンや新しい観光メニューの開発などにより、通年

型・滞在型・体験型の観光を推進します。 

 

（３） 観光受け入れ態勢の整備 

観光客の満足度を高める質の高いホスピタリティ（おもてなし）を提供するた

め、「観光のまち・南房総」という意識の高揚を図りながら、ホスピタリティの向

上に努めます。 

 

（４） 交流拠点施設の機能強化 

環境に配慮した交通手段を取り入れた整備を考慮し、「道の駅」から周辺の観光

施設、市内にこだわらない広域的な誘導ができる仕組みづくりや、携帯電話やカ

ーナビゲーションシステムなどを用いた情報をきめ細かく提供します。また、外

国人観光客の受け入れ態勢の向上を図ります。 

 

（５） 観光人材の育成 

これまでは、来訪者のニーズを把握し情報を発信するのに便利な発地型が大半

でしたが、消費者志向の多様化にともない、地元の人しか知らないような穴場や

楽しみ方が求められるようになり、着地型が見直されています。体験型観光の指

導者やガイドボランティアなどの育成により、新たな雇用の場の提供に努めます。 
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（６） 都市交流の推進 

来訪者を「交流」から「定住」へと誘導するには、並大抵のことではありませ

ん。「ファン」（観光的）に加えて「サポーター」（支援者）へ「今住んでいる人の

住みやすさ」から「移住してくる人の住みやすさ」へと一歩踏み込んだ交流を目

指します。 

 

３．目標値 

 

№ 目標（平成２６年） 現状 

1 年間観光入込客数を５６０万人にすること 

年次目標 平成２２年 ５１７万人 

平成２３年 ５２８万人 

平成２４年 ５３９万人 

平成２５年 ５５０万人 

Ｈ２０ ５０６万人 

2 年間の延べ宿泊客数を７５万８千人にすること 

年次目標 平成２２年 ６８万人 

平成２３年 ６９.９万人 

平成２４年 ７１.９万人 

平成２５年 ７３.９万人 

Ｈ２０ ６６万１千人 
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第４章 観光振興施策の展開 

 

１ 地域の特色を活かした戦略 

 

施策番号 施     策     名 

１－ １ ＪＲ駅周辺整備 

１－ ２ 地域力（地区）再生整備 

１－ ３ 昔と変わらないまちなみの保全 

１－ ４ 花半島再生整備 

１－ ５ 祭事、歴史遺跡や国及び県指定文化財などの活用 

 

２ 地域資源を活かした効果的な情報発信 

 

施策番号 施     策     名 

２－ １ 魅力ある海岸づくり 

２－ ２ 地産地消の推進 

２－ ３ 南房総湯めぐり日和の推進 

２－ ４ 新たな観光開発 

２－ ５ 広域観光キャンペーンの推進 

 

３ 観光受け入れ態勢の整備 

 

施策番号 施     策     名 

３－ １ 南房総新スタイル「家族時間」 

３－ ２ 南房総お気に入りスポット整備 

３－ ３ 修学旅行思い出プログラム 

 ３－ ４ 観光案内サイン整備 

 ３－ ５ 観光情報提供整備 

 

４ 交流拠点施設の機能強化 

 

施策番号 施     策     名 

４－ １ 道の駅周辺観光施設整備 

４－ ２ 外国人観光客受け入れ整備 

４－ ３ ２次・３次交通システム機能整備 

４－ ４ 南房総印の食のブランド 

４－ ５ アンテナショップでニーズをつかむ 
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５ 観光人材の育成 

 

施策番号 施     策     名 

５－ １ エコツーリズム～人と自然のつながり～の推進 

５－ ２ （仮称）南房総市観光大使設置 

５－ ３ 来訪者・直売所などの交流促進 

５－ ４ 観光ガイドの育成 

５－ ５ 観光案内の一元化による整備 

 

６ 都市交流の推進 

 

施策番号 施     策     名 

６－ １ 第２のふるさと促進 

６－ ２ ふるさと納税 

６－ ３ お試し宿泊定住体験 

６－ ４ 房州うちわづくり体験 

６－ ５ 語り部交流 
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１ 地域の特色を活かした戦略 

 

施策番号 １－ １ ＪＲ駅周辺整備 

施策概要 ＪＲ駅周辺の利用形態は変化しています。環境保全や省エネルギーなどを

考えた場合、公共機関の利用促進が求められています。 
住む人や来訪者に安らぎをもたらし、利用者の利便性の向上を図る整備を

進めるとともに、新たな「歓交」（観光）に対する楽しさ、期待感を促すま

ちづくりを推進します。 

 

施策番号 １－ ２ 地域力（地区）再生整備 

施策概要 地区に暮らす人たちが、地域特性を活かし地域活動や経済活動を行いやす

い環境を整え、地区の抱えるマイナスをプラスに変えていけるよう基盤・

体制の整備を目指します。 
｢訪れたい｣｢住みたい｣と感じられる住みやすいまちづくりのため、市民と

の協働を絡めた環境を活かした観光都市づくりを推進します。 

 

施策番号 １－ ３ 昔と変わらないまちなみの保全 

施策概要 南房総は、様々な自然景観や地域の地形や気候を活かした農山漁村の魅力

的な風景が楽しめます。 
マキの木街道や桜街道など、あたりまえに感じる景観を再認識し、まちと

人が密接に関わる中でつくられる日常を豊かにする「まちなみ」の保存を

推進します。 
 

施策番号 １－ ４ 花半島再生整備 

施策概要 過疎化や高齢化はもとより、近年の社会情勢の変化はめまぐるしく花産業

もかつての賑わいはありません。耕作放棄地が増加し、管理していない農

地は景観を阻害しており、農地を再び活用する花半島の再生を推進します。

また、観光公園や主要道路沿線などの花壇管理については、経済性や管理

性から一年草から多年草への転換を図りながら景観の保全に努めます。 

 

施策番号 １－ ５ 祭事、歴史遺跡や国及び県指定文化財などの活用 

施策概要 南房総には数々の歴史や文化が語り継がれています。まちの歴史、先祖の

暮らし、その一つ一つが語りかけてきます。 
地域関係団体と連携を図り、祭事、歴史遺跡や国及び県指定文化財などの

資源を活用します。また、祭事、伝統芸能、無形民俗文化財の継承を推進

します。 
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２．地域資源を活かした効果的な情報発信 

 

施策番号 ２－ １ 魅力ある海岸づくり 

施策概要 海水浴場の入込客の減少に伴い、市域内10カ所の海水浴場の見直しを行い、

設置数の削減と各海水浴場の規模縮小を検討し、重点的な整備を行うとと

もに、分煙ビーチにより、タバコのポイ捨てを無くし、きれいで、来訪者

にやさしい海水浴場を推進します。また、プロサーファーからも推奨され

る質の高いサーフポイントとしても名高い南房総は、様々な特色を持つ海

岸を美しく保ち、通年型の海岸利用を図るため、魅力的な海岸づくりを推

進します。今後は、海岸美化や水質改善、砂浜の減少について、市民・事

業者と共に取り組んでいく必要があります。 

 

施策番号 ２－ ２ 地産地消の推進 

施策概要 地産地消は、「地域で生産されたものを、その地域で消費する」ことを意味

し、消費者や生産者などが一体となって「農林水産業の果たしている多面

的な役割や健康と生命を支える食の大切さ、地域の食文化などへの理解を

深めると同時に、消費者と生産者の交流を通じて食と農林水産業をつなげ

ていく」ことになります。「新鮮・安心・安全・高品質な農林水産物の提供、

消費」や「地場産品の消費拡大による一次産業従事者の所得の向上」など

が期待され、具体的な取り組みとして、女性力を磨く“良い食起業家”の

育成、地域素材を活用した特産品の開発などを推進します。 

 

施策番号 ２－ ３ 南房総湯めぐり日和の推進 

施策概要 波静かな内房の岩井温泉、房総半島最南端に位置し、遠く伊豆七島まで見

渡せる白浜温泉、漁師町の風情漂う千倉温泉、古くから温泉（鉱泉）が湧

き出て、さまざまな泉質や効能が一度に楽しめる南房総温泉郷があります。

訪れるたびに新しい旅を演出し、市内宿泊施設などで旅の疲れをいやす温

泉郷の情報発信を支援します。 
 

施策番号 ２－ ４ 新たな観光開発 

施策概要 家族、女性、高齢者などをターゲットに絞り、「子育て息抜きツアー」、「レ

トロ・メモリアルツアー」、「南房総田舎寿しめぐり」など世代に応じたツ

アーを開発し、時代のニーズを取り入れた宿泊プラン、観光ツアーを模索

し、必要とされる観光プロモーションを行うとともに、友好都市交流から

誘客に結びつける仕組みづくりを検討します。また、外国人をおもてなす

日本文化体験など南房総らしい訪日外国人ツアーの誘致に取り組みます。 
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施策番号 ２－ ５ 広域観光キャンペーンの推進 

施策概要 平成１９年７月４日に東関東自動車道館山線の全線開通、東京湾アクアラ

インは、平成２３年３月３１日まで、ＥＴＣ搭載車の普通車８００円など

を実施し、東京圏から南房総がより身近になっています。地域全体で来訪

者を迎えることは勿論のこと、広域的な観光キャンペーを積極的に行うこ

とにより、新たな観光ニーズを把握し、広域的な観光推進を図ります。ま

た、地域特産品の展示販売を含めた観光キャンペーンを行い、南房総のピ

ーアールと誘客を図ります。 
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３．観光受け入れ態勢の整備 

 

施策番号 ３－ １ 南房総新スタイル「家族時間」 

施策概要 南房総を訪れるすべてのご家族に、「とっても有意義な時間を過ごしてい

ただきたい。」そんな想いがカタチとなり、「南房総 家族時間」として推

進します。キーワードは、５つの「Ｓ」 

「Sightseeing」見どころ  「Slow-food」 おいしい幸 

「Shopping」  お買い物  「Stay」    お宿 

「Service」  おもてなし として、すてきな家族の時間を提案します。

 

施策番号 ３－ ２ 南房総お気に入りスポット整備 

施策概要 その季節、その時間、そのタイミングが映し出す空間を目や耳、肌で感じ

ていただけるお気に入りスポットとして、家族、カップル、日帰り、滞在

などで素敵な時間が楽しめるように地域と共に整備します。 
観光地としての「南房総」の知名度の高さを活かし、地域のイメージアッ

プに取り組みます。 

 

施策番号 ３－ ３ 修学旅行思い出プログラム 

施策概要 第１次産業に関するフィールドに大きな潜在力を有しています。第１次産

業の低迷による有効活用を担う、体験・交流型の教育旅行プログラムとし

てコーディネートするとともに、積極的なプロモーションを行い、より一

層の教育旅行・修学旅行の誘致を図ります。修学旅行の受け入れは、団体

客誘致にとどまらず、今後のリピーターの増加へ発展します。 

 

施策番号 ３－ ４ 観光案内サイン整備 

施策概要 サインはそのまちの個性、空間、時間、活動などを演出する役割を担って

いると考えられます。サインはさまざまなサインがあり、観光案内や交通

案内など確実で迅速な情報提供が必要です。市民や来訪者にとってわかり

やすく親切で、地域景観の向上にも貢献する美観性と視認性に優れた統一

的なサインの整備を行います。 

 

施策番号 ３－ ５ 観光情報提供整備 

施策概要 今後、ますます情報化が進み、超高速インターネットサービスが必要とさ

れます。市内全域で光ファイバーを整備し、多様化する来訪者のニーズに

対応します。更に、ホームページを利用した情報提供の更なる充実を図る

とともに、ＱＲコードを活用した携帯サイトの利便性の向上を図ります。

また、観光振興を図るための観光プロモーション映像(ＤＶＤ)をキャンペ

ーンなどで活用します。 
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４．交流拠点施設の機能強化 

 

施策番号 ４－ １ 道の駅周辺観光施設整備 

施策概要 高速道路の玄関口である道の駅「富楽里とみやま」をはじめ、「とみうら枇

杷倶楽部」など、市内７カ所ある道の駅の周辺整備を図ります。 
広域的視点に立った来訪者の利用しやすい周辺の観光情報はもとより、地

域内外のひと・もの・情報が交流する拠点としたネットワーク化を行い、

誘導しやすい環境整備を行います。 

 

施策番号 ４－ ２ 外国人観光客受け入れ整備 

施策概要 外国人との相互理解を深めるため、身近にふれあい、交流ができる機会を

拡大するとともに、在住外国人同士が交流できる機会の創出に努め、様々

な分野における海外への派遣事業や交流事業、国際協力活動を支援します。

また、外国人観光客受け入れ態勢を充実するとともに、必要な環境を整備

します。 

 

施策番号 ４－ ３ ２次・３次交通システム機能整備 

施策概要 鉄道については、ＪＲ内房線・外房線があります。バスについては、高速

道路の整備により高速バスが運行されています。地域の利便性と観光交通

はイコールであり、生活者の利便性を兼ね備えた整備が求められています。

主要施設などの交通結節点と滞在促進地区を結びつつ、地域をめぐる周遊

定期観光バスなどの運行を積極的に実施します。また、レンタサイクル貸

出拠点をネットワーク化し、他の交通機関とくるくる接続することで、マ

イカーがなくても車（しゃ）ららんと回遊できるレンタサイクル「南房総

くるくる車（しゃ）ららん」を普及させます。

 

施策番号 ４－ ４ 南房総印の食ブランド化

施策概要 黒潮洗う太平洋の海、緑豊かな山里、そして肥沃な大地。こうした自然ゆ

たかな南房総で獲れる「南房総生まれ、南房総育ち」の生きた地域素材を

「南房総印の食ブランド」として推奨します。誰もが笑顔になれ「うれし

く」、そしてカラダにとっても「やさしい」旬の味・本物の味を提供します。

 

施策番号 ４－ ５ アンテナショップでニーズをつかむ

施策概要 アンテナショップはこれまで、物産の紹介・宣伝普及・販売・試食にはじ

まり、売れ筋商品情報の収集・分析などを行ってきました。今後は、情報

を積極的に活用し、地元販売者が、フェース・トゥ・フェースの会話のな

かで、コミュニケーションをとり、流行のニーズをつかむため、地元企業

などの新商品のテストマーケティングの場として活用します。 
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５．観光人材の育成 

 

施策番号 ５－ １ エコツーリズム～人と自然のつながり～の推進 

施策概要 環境問題に重点を置きながら、自然と調和した観光開発を行うエコツーリ

ズム。市民環境大学では、環境問題を知り、環境保全の必要性を学んで環

境への意識を高め、家庭や職場、地域で環境に配慮した行動を学びます。

また、豊富な自然や文化に触れることで、人と自然のつながりを確かなも

のにするとともに、人と人とのよりよい関係を築くことができます。地域

や自然保全への関心を深め理解を高めることを目指します。 

 

施策番号 ５－ ２ （仮称）南房総市観光大使設置 

施策概要 豊かな自然環境、歴史や文化、地域ごとに特色のある資源を広く国内外に

紹介するため（仮称）「南房総市観光大使」を設置し、本市のイメージアッ

プと観光振興を図ります。観光大使は、産業、文化、芸術、教育などの各

分野で活躍している市の出身者、または市にゆかりのある人で、市の魅力

ピーアールに大きく貢献する人を観光大使として任命します。 

 

施策番号 ５－ ３ 来訪者・直売所などの交流促進 

施策概要 直売所と来訪者は会話と信頼というコミュニケーションで成り立っていま

す。来訪者と直接ふれあえる直売所は、リピーターとしての顧客要素が強

く、販路の拡大へつながります。 
来訪者・農林漁業者などの交流を促進し、安全安心である新鮮食材の提供

に努めます。 
 

施策番号 ５－ ４ 観光ガイドの育成 

施策概要 観光コーディネーターやガイド人材は、今後の観光振興に必要不可欠であ

り、総合的に育成するため、高等教育機関や関係団体と連携を図り、人材

教育と実践活動の場とを円滑に結びつけ効果的な展開を図ります。また、

生涯学習講座などで地域の歴史や文化、農山漁村を学ぶ機会を提供し、観

光ガイドとして育成します。 

 

施策番号 ５－ ５ 観光案内の一元化による整備 

施策概要 観光は幅広い要素を含むため、来訪者からの問い合わせは旧町村を転々と

するケースがあります。観光案内所は、地域意識が強いため、市内全域の

観光案内が十分に対応できていません。そのようなことを防ぐため、市内

全域及び南房総の広域的な観光・宿泊・体験などの案内を速やか提供でき

るよう、「わかりやすく・使いやすく・心地よく・案内が迅速に終わる」窓

口の充実に努めます。 
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６．都市交流の推進 

 

施策番号 ６－ １ 第２のふるさと促進 

施策概要 温暖で自然豊か、古くからの文化も息づく、「南房総」を第２のふるさと

として定住の促進をします。定住は家族でよく話し合うこと、地域の習慣

や風習を理解することが肝心です。 

新規の住宅取得者に対する助成制度や移住・定住希望者及び移住・定住者

を支援する活動団体などの育成に努めます。 

 

施策番号 ６－ ２ ふるさと納税 

施策概要 本市にゆかりのある人、本市が大好きな人に「南房総魅力の郷づくり寄付

金」として応援していただきます。納税者は寄付した金額に応じて、所得

税と住民税の控除が受けられます。 

皆さんの応援で、「子どもたちの笑顔」、「自然を活かした地域づくり」、「市

民が主役のまちづくり」に活用します。ふるさと納税は、南房総に笑顔の

花を咲かせます。 

 

施策番号 ６－ ３ お試し宿泊定住体験 

施策概要 南房総の緑豊かな大自然に囲まれた農業体験交流のステージとして、ファ

ームイン南房総三芳や自然の宿「くすの木」など宿泊施設で様々な体験や

談笑、田舎生活を行うことにより、質の高い快適余暇空間を実現させなが

ら、定住促進を図ります。 

 

施策番号 ６－ ４ 房州うちわづくり体験 

施策概要 国の伝統的工芸品に指定されている「房州うちわ」現役うちわ職人が直伝

する体験で、職人の道も開けるかもしれません。 
「房州うちわ」は、京都の「京うちわ」、四国の「丸亀うちわ」とともに日

本三大うちわの一つです。南房総で生まれ受け継がれてきた千葉県では唯

一の経済産業大臣指定の伝統工芸品である「房州うちわ」の振興を図りま

す。 

 

施策番号 ６－ ５ 語り部交流 

施策概要 南房総の「語り部」は山あり海ありと豊富な話が満載です。花づくりの産

地としても有名で、花卉栽培の歴史があります。また、日本で５か所しか

ない捕鯨基地を有する鯨文化や日本有数の海女文化などが息衝いていま

す。海女小屋で海女の体験談など談笑の時間を過ごすことは貴重な体験です。

南房総ならではの語り部交流を推進します。 
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第５章 計画の推進に向けて 

 
観光事業の推進にあたって、市民・産業界・行政が一体となって取り組むことは勿論のこ

と、可能な限り民間の活力を活かし、観光振興によるまちづくり、環境を活かした観光都市

づくりができるよう努めることが大切です。 

高齢化社会の到来などによる生涯学習意欲の高まり、社会参加の機会の増によって市民自

らが地域を学び、地域に愛着を持ち、資源を育て、他の地域の人々と交流を図る気運が醸成

されます。 

 この意欲を高め、維持するためには、地域での交流や集客を担うリーダーとなる人材の確

保、育成するとともに、市民活動を支援し活性化を図ることが重要です。 

併せて、地域への愛着やもてなしの心を育むことができるよう、市民の交流への意欲を引

き出し、また、事業者に対しては、観光に関するビジネスチャンスが創出できるよう支援す

ることが必要です。 

 

１．観光活動への支援・強化 

 

観光事業者などが活動の母体の中心となり、観光資源の開発や各種の観光事業の主催及び

観光情報発信の拠点である、道の駅や観光案内所の運営並びに観光ボランティアの育成など

観光振興の向上に努めます。 

 

２．観光関連事業者、関係機関、団体との連携 

 

 観光情報の発信、地域ブランドの創出など各種の観光事業を実施し、観光振興を推進する

ためには、旅行業、宿泊業、飲食業、交通機関など観光事業を担う関連事業者などが互いに

連携を深めることが必要です。 

 

３．観光団体の役割 

 

観光振興を進める核となる観光協会の強化を図っていくとともに、観光協会を中心とした

観光関連団体は、構成組織の連携強化に努め、魅力ある誘客メニューの開発や観光キャンペ

ーン・宣伝活動の展開、イベントなどの実施、研修会や講習会による人材育成など、具体的

な事業推進に努めていくことが求められます。 

 

４．観光関連事業者の役割 

 

観光関連事業者は、来訪者と直接接し、旅の印象付けに大きなウエイトを占めるため、お

もてなし意識の向上に積極的に取り組むことが必要です。その上で事業者ごとの特色あるサ

ービスの提供や施設の整備改善などを図り、観光基盤を充実させていくことが望まれます。
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また、南房総としての広域的な魅力アップを図るため、他地域の観光施設や宿泊施設などと

の連携を図っていくことが求められます。 

 

５．市民との連携 

 

魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう、地域に誇りと愛着を持ち、地域観光

資源に関する知識の向上及び地域における観光振興に関する取り組みに参画するよう努める

ことが必要です。 

 

６．市民の役割 

 

環境を活かした観光都市づくりには市民一人ひとりの参画が不可欠であることを十分認識

し、おもてなし意識の向上を図ることが必要です。また、地域の環境美化や景観形成活動、

祭りやイベントなどへの積極的な参加・協力を行うことが求められます。 

 

７．行政の役割 

 

 観光振興の目的である、環境を活かした観光都市づくりを実現するためには、推進の主役

である市民・観光関連事業者などが円滑に観光事業を実施することができるよう、行政とし

て基盤づくりを行い、積極的に支援します。 

 

（１）観光振興ビジョンの見直し 

 

ビジョンの見直しについては、本市の観光に関する他の計画の動向を見極め、社会・

経済情勢の変化及び観光を取り巻く状況や来訪者のニーズに対応し、必要に応じ見直し

を行います。 

 

（２）観光基盤の促進 

 

   観光地として基礎的な施設である道路、トイレ、駐車場、休憩所、案内板の設置及び

整備については、地域住民の協力のもと、計画的に整備します。 

 

（３）地域公共交通の活用 

 

   地域のコミュニティバスの再構築を中心とする、地域住民の日常生活や社会生活にお

ける移動手段や、地域への来訪者の地域内における移動手段の利便性向上を図ります。 
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（４）観光情報発信の強化 
 

庁内において観光に対する意識の向上を図り、認識を深め、あらゆる機会を通じ、市

民・観光関係事業者（団体）と連携し、「南房総ファンを増やそう！観光交流のまちづく

り」を推進していることを広報紙やホームページなどを活用し、魅力の郷「南房総」を

全国に発信します。 

 

（５）来訪者の意見反映などの促進 

 

来訪者から本市の魅力や観光に関する意見、不満を聞き取るとともに、来訪者の動向

を把握し、その結果を観光事業に反映させます。また、来訪者の入り込み客数の数値目

標を設定することにより、観光事業の活性化を図ります。 
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観光推進のイメージ 

 

計画の推進に向けては、多くの主体が参画し運営されることが求められます。それぞれ的

確に現状や課題を把握・分析し、各実施主体に適切な情報提供や支援を行うなど、取り組み

や事業を円滑にまた、効果的に進めることが必要です。 
 

 
 
 
 
 
 南房総 

来訪者 

など 

「環境を活かす！魅力の郷 ときめき歓交」 

  ～南房総ファンを増やそう！新・生活スタイル～ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

観光協会 

 
 
 

旅館組合 

 
 
 
 

ペンション 

組   合 

パートナーシッ

プによる協働 

の利用 

● 地域の特色を活かした戦略 

● 地域資源を活かした効果的な情報発信 

● 観光受け入れ態勢の整備 

● 交流拠点施設の機能強化 

● 観光人材の育成 

● 都市交流の推進 

行 政 

（南房総市、

千葉県など）

管 理

 

見直し

 

参   画
観光のまち 

 

 

 

 
 
 
 
 

情報・

サービ

スの提

供とそ
温泉組合

民宿組合

市民活動 

団  体 

南房総国際 

交流協会 

市 民 

ＮＰＯ法人

その他活動

団体など 

商工会 

道の駅 

地域づくり協

議会（７地区）

 観光関連団体 
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南房総市観光振興計画策定ワークショップ設置要綱 

（目的） 

第１条 南房総市観光振興計画の策定に関し必要な事項を調査及び検討するため、南房総市観光振興

計画策定ワークショップ（以下「ワークショップ」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２条 ワークショップは、次の各号に掲げる事項を検討する。 

(1) 観光振興対策のための必要な調査及び研究に関すること。 

(2) その他、観光振興について必要と認められる事項。 

（組織） 

第３条 ワークショップは、別表第１に掲げる者をもって充て、委員長１人、副委員長２人及び委員

で組織する。 

２ 委員長、副委員長は委員の中から互選する。 

３ 委員長は、会務を総理し、ワークショップを代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

５ ワークショップには、委員長が必要と認めた場合は委員以外の者を出席させることができる。 

（任期） 

第４条 ワークショップの委員の任期は、目標達成までの期間とする。 

（会議） 

第５条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

（庶務） 

第６条 ワークショップの庶務は、商工観光部商工観光課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附則 

 この要綱は、平成２０年１２月１５日から施行する。 
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南房総市観光振興計画策定ワークショップ委員 

№ 職   名 氏 名 摘要 

1 城西国際大学観光学部 山 村 順 次 委員長 

2 城西国際大学観光学部 古 市 一 雄  

3 武蔵野市 環境生活部 生活経済課 中 村 京 子  

4 武蔵野市 環境生活部 交流事業課 中 村 和 永  

5 川崎市多摩区 区民協働推進部 地域振興課 斉 藤 昭 之  

6 川崎市多摩区 区民協働推進部 地域振興課 佐 藤 仁 泉  

7 南房総市観光協会 結 縄 秀 子  

8 南房総市観光協会 小 澤 千賀子  

9 道の駅連絡会 道の駅 富楽里  原  清 美  

10 道の駅連絡会 道の駅 ローズマリー公園 亀 田 利 也  

11 朝夷商工会 白浜支所 平 野 和 子  

12 内房商工会 金 木 久 代  

13 夢の花館 福 原 輝 夫 副委員長 

14 富浦町漁業協同組合 村 井 裕 之  

15 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社営業部 鈴 木 敦  

16 館山日東バス株式会社 中 山 徳 壽 副委員長 

17 商工観光部 観光プロモーション課 川 名 由希子  

18 教育委員会 生涯学習課  本 吉 正 宏  

19 農林水産部 農林水産課 伊 藤 大 輔  

20 企画部  企画政策課 佐 藤 砂 織  

21 生活環境部 環境保全課 岩 田 弘 道  

22 株式会社総合市場研究所 渡 辺  均  
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南房総市観光振興ビジョン策定委員会設置要綱 

(設置) 

第１条 南房総市が持つ自然的、歴史的、文化的な様々な観光資源を有効に活用する

ことにより、観光振興を図る南房総市観光振興ビジョン(以下「観光振興ビジョ

ン」という。)を策定するため、南房総市観光振興ビジョン策定委員会(以下「委

員会」という。)を設置する。 

(所掌事務)  

第２条 委員会は、観光振興ビジョンの策定に関し必要な事項について協議する。 

(組織) 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 観光事業の運営その他観光に関し識見を有する者 

(3) 市の職員 

(任期) 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する任務が終了するまでの間とする。 

ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

(委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

(会議) 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じて関係職員等に委員会の会議への出席を求め、その

説明又は意見を聞くことができる。 

 (庶務) 

第７条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。 
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(補則) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定

める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年９月２９日から施行する。 
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南房総市観光振興ビジョン策定委員会委員 

№ 職   名 氏 名 摘要 

1 南房総市観光協会長 飯田 彰一 委員長 

2 朝夷商工会長 川名 浩司 副委員長

3 内房商工会長 和泉 善久  

4 南房総市内道の駅連絡会長 竹田 博男  

5 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社営業部 鈴木 敦  

6 館山日東バス株式会社 中山 徳壽  

7 夢の花館 福原 輝夫  

8 

観光に

関し識

見を有

する者 

南房総市自然の宿「くすの木」 北見 和美  

9 城西国際大学観光学部 古市 一雄  

10 

学識経

験者 株式会社総合市場研究所 渡辺 均  

11 企画部長 加藤 文男  

12 生活環境部長 栗原 重雄  

13 農林水産部長 渡辺 静夫  

14 商工観光部長 近田 秀樹  

15 

市の職

員 

教育委員会教育次長 青木 加津夫  

 

 32



市のホームページアンケート 

タイトル： 南房総市の魅力アンケート 

実施期間 2006/10/06～2006/12/25                回答数：71 

 

質問 1 お住まいは？  

◆市内  31  

◆県内  15  

◆県外  25  

 

質問 2 性別は？  

◆男  52  

◆女  19  

 

質問 3 年齢は？  

◆１９歳以下  4  

◆２０歳代  9  

◆３０歳代  21  

◆４０歳代  11  

◆５０歳代  12  

◆６０歳以上  14  

 

質問 4 南房総市の魅力は何ですか？  

温暖な気候、花と食文化 

山海の手つかずの自然＆花と美味しいお米 

何もない！ 

横浜から移住して来て、２年半になります。夏は涼しく、冬は暖かく、その上、空気がおいしい。 

温暖な気候と海につきる。 

暖かい所と花の綺麗さ、環境の良い所です。 

何もないところ 

海と青空と咲き誇る花々 

何も全く魅力の無いところ 

綺麗な海、青い空、澄んだ空気。居るだけで落ち着けるところが魅力です！！ 
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豊かな自然、特に海岸線や山頂からの景色 

気候が温暖で災害も少なく住みやすい。 

四季を味わえること。季節ごとの花、農作物。穏やかな内房の海。美味しい海産物。都会では味わ

う事が出来ない体験が出来る。いい所です。 

房州弁バリバリで、祭狂の、心温かい人々。豊かな海。帰りたいと思える場所。 

豊かな自然は魅力ではあるが、住民の質の低さがその魅力を半減させている。非常に残念です。

住み易い気候と穏やかな時間の流れ。多方面な可能性が詰まっているように思えます。 

のんびりできるところ 

景色がきれい 

海 山 花 温暖な気候で海の向うには富士山が浮かんで見え気持ちが落ちつき癒し感があり好

きです。私、旧富山町に小さな土地が有るのですが衣食住での中で大きな病院が有るか無いかが

心配です。 

自然がいっぱい。海が穏やか。時の流れが穏やか。 

自然 

冬は暖かく、夏は涼しい温暖な気候です。 

まずは自然と温暖な気候、特に海が近いこと。そして伊豆との違いは平地があること。おおらかな

自然風土。次に開発されていない田舎性、首都圏に残された最後の楽園としての可能性を秘めて

いるところ。＜蛇足：地場のおいしい食事が欲しい＞ 

海山を始め、自然がきれい。それになんてたって、あたたかい。 

のんびりしている 

豊かな自然と温暖な気候 

東京に住んでいます。よく千倉に遊びにいきます、自然いっぱい、おいしいものいっぱい 気に入っ

てます。移住したい。 

海 自然 田舎 

何も無いところですかね。 

人のよさ 

豊かな自然と、のんびりした時間 

全部！ 

ゆったりとした豊かな自然だと思います。海の幸と山の幸、これからも大切に守っていってほしいと

思います。 

花と海と人 

花・海の街千倉があること。デメリットは電車（特急）が無いことと千倉へのアクセスが悪い所。 
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温暖な気候、明るい自然景観 

海です。 数多くの史跡 新鮮な魚介類が魅力ですね。 

温暖な気候とたくさんのサーフスポット、波 

菜花、枇杷、海の幸，気候が温暖 

何といっても山と海。御殿山からの眺望は天下一だね。眼前の伊予ｹ岳や富山、東京湾の向こうに

は箱根丹沢の山々、その向こうには白雪を冠した冨士の霊峰がそびえ立つロケーションは夢の箱

庭だね。又、花と無限の水平線や波のしぶきとの間の散策は心の疲れや汚れを洗い流してくれる

ね。野島崎灯台から洲の崎経由館山までのフラワーラインウオークは、一生の思い出だね。 

市外に住まわれている方は海、山の自然に憧れ、いい所と評価をしてくれているが、住んでいる私

には不便で魅力のない市です。 

温暖な気候 

夏は涼しく、冬は暖かい。 

太平洋、空、雲、自然、花、山、星、暖かい、旬の食べ物が美味しい。 

山あり、海ありで空気も良い、のんびり出来る。（ハイキング。海のスポーツ好き）お米も美味しい 

暖かいところ 

手つかずの自然。首都圏からの距離。温暖な気候。 

温暖な気候と災害が無い。新鮮な魚・野菜が食べられる。空気がきれい 

海と花の美しさ 

花・海・山・人情 

国定公園による地名（ブランド）！海洋資源・花卉観光 

何も無いところ 

自然が豊富、温暖な気候で済み易い 

大きな目玉はないけれど、素朴なよさがある。 

花と海。そして、いわゆる“田舎”であるところ。ぼーっと過ごしたい場所です。きつい言い方です

が、観光というよりは、休養（癒し）に行く感覚です。 

気候温暖、交通至便 

山の幸と海の幸が楽しめるところと気候のよさ、道の駅を通じた地域振興の活発さ。 

温暖な気候と、花と海のイメージがある場所 

のんびりした所。近くて行きやすい田舎。温暖な気候。 

自然と人情 

海、山の自然がすばらしい 

冬でも温暖。おいしい海の幸。 
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市のホームページアンケート 

タイトル： 南房総市に期待することアンケート 

実施期間 2006/12/28～2007/03/25                 回答数：62 

アンケートは観光に関する回答を掲載しています 

質問 1 性別は？  

◆男  42  

◆女  20  

 

質問 2 年齢は？  

◆１９歳以下  3  

◆２０歳代  6  

◆３０歳代  20  

◆４０歳代  17  

◆５０歳代  12  

◆６０歳以上  4  

 

質問 3 お住まいは？  

◆市内  27  

◆市外  18  

◆県外  17  

 

質問 4 市内の方が南房総市に期待することをお書きください。  

雇用や少子化などの諸問題は南房総市単独で解決出来る問題ではありません。国や県、また隣

接する市町村と連携しなければ問題解決しません。このままでいけば地方都市の人口再生産能

力が枯渇し、地方都市の人口流入で保っている都市部の人口に深刻な問題が発生することを自

覚するべきです。館山道が全線開通しても、料金所をもうけて料金徴収を行えば、人や物資の流

通を阻害するだけでそれほどの効果は生み出さないでしょう。勝浦有料道路や房総スカイラインを

見てください、利用者が1日にどれだけいますか？生活道路として機能しなければ一般道路との接

続部も活性化するわけありません。観光で日帰りが多く宿泊客が少ないことが問題ならば、高速道

路を無料化してもっと気軽に観光に来てもらえるようにするべきです。「房総に来易く、さらに帰り易

く」することが肝要です。そうすれば雇用や定住関係でも南房総から出て行くのも簡単なら、戻って

くるのも容易になります。市の政策を読んでみましたが、本当にこのような抽象的な内容でこの先

まともに行政活動が出来るのだろうかと心配します。市民の方々が我慢している間に成果を出して

ください。 
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千倉駅の工事に期待します。今の千倉駅は寂しい物です、商店街が今は無人と一緒です、早く駅

を復活させて明るい南房総市の市にして欲しいです・ 

市税確保の為、中央競馬の場外馬券発売所を作って欲しい。 

南房総市には千倉に小さい図書館しかないので、ぜひ立派な図書館がほしい。図書館はその地

域の文化度バロメーターだと思いますので設立を強く要望いたします。 

安房地域は、館山が中心となっており、特急の始発や高速バスの始発や最終はみんな館山であ

る。南房総市としては、白浜発のバスや千倉発の特急を増やして欲しい。 

市道の両脇の草刈が出来ていて散歩をしていても、とても気持ちの良い場所があります。犬の散

歩をしている人もいますが、糞等も眼に付きません。市道の維持管理は、大変でしょうが、今後もき

れいな場所を増やしていってください。観光客も多くなる時期です、ごみの持ち帰りに協力してもら

う広報や運動を展開し、市内をきれいにして行きたいですね。協力します。 

移住して来てもうじき１年です。田舎特有の嫌らしさはなく、近所付き合いも平穏ですし、定住する

つもりでおります。過疎から自立する計画があるらしいのですが、転入手続きの際、受付は機械的

に処理されて終了しました。移住者へ特別な配慮を行う自治体もあるようです。多くを期待しませ

んが何かあってもいいと思います。生活費の足しに職探しをしましたが、あまりいいものはないよう

で、過疎化の原因の一つになっているんでしょう。特に若者にとっては大きな問題でしょう。 

魅力ある働く場を確保することとさまざまな環境を都会に近づければ、若者の流出と減少は緩や

かになりやがては増加になるんでしょう。 

もっと住みよくしてほしい。 

がんばれ 

◎首都圏のリゾート地として、各地域の特色を強く出していくことが必要。 

・滞在型リゾート施設の充実 ・カジノの開設 ・道路網の整備 

◎産業の後継者育成・確保 

・移住者(移民)の誘致、日本人に限らず外国人の移住にも積極的に取り組む 

観光のことです、第２フラワーライン（温石川から白子まで）電柱の埋設化、和田町側のフラワーラ

イン北側田園の大お花畑、お花畑の中に販売促進、イベント用の小さな建物の数々、迷うほどの

花迷路、北部既存牧場との融合、たくしん高校との融合、川を使ったエコネイチャリング、捕鯨ネイ

チャリング、丸山側ローズマリー公園側との融合、安馬谷 R128、及び鉄道から見おろした、すばら

しいばかりの花畑のイメージ、フラワーライン防砂林部の７階程度の商業、ビルの誘致目標１００棟

程度、中に超高層を３棟程度、ゴールドコーストまでもいかないけれど、そのようなイメージになっ

てほしい。 
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◎魅力ある観光地へ 

 南房総市をどのような観光地にしたいのか具体的なプランがはっきり見えません。花や海で温暖

な地をアピールしていますが、それだけではインパクトが少ないように思えます、例えば天気の観

測地点を館山でなく南房総で一番温かい場所に移せたらどうでしょう。無霜地帯も沢山あります。

テレビで流れる天気予報の最低気温が冬季で２度以上上がる可能性があります。もう一方で、南

国的なムード（視覚）も必要です。道路や海岸にヤシの木をもっと利用したらどうでしょうか。寒さや

潮風に強いココス、ワシントニア、ビロー等のヤシの植栽を提案します。管理費・維持費も少なくて

済みます。（カナリーヤシは潮風に弱いです）また、観光に絡んだ仕事に携わっている経営への支

援を行政が積極的に進めてほしいと思います。常に連携をとって経営に役立つ情報の提供や誘客

に対する指導等、観光産業発展に向けたソフト面での支援を期待します。 

◎花の無いフラワーライン 

和田～千倉に続くフラワーラインを通過するクルマに「フラワーラインに行きたいけど・・・」と何度

も聞かれたことがあります。話を聞いてみると、名前からして道路の両側に花が続いている様子を

誰しもイメージしているようです。花を植えると植栽・管理・維持に多額の費用がかかると思いま

す。しかしフラワーラインのイメージを裏切らないためにも、せめて客の多い冬から春先に咲く「菜

の花」を蒔くとか、経費のかからない工夫をしていただきたいものです。作業もボランティアを募集

すればきっと集まると思います。 

※フラワーライン周辺の松が危険にさらされています 

松食い虫で枯れている松はもちろんですが、竹・雑木・雑草に追いやられて枯れてしまう松も少

なくありません。管理は県だと思いますが、市も地元住民の力を借りるなどして景観維持に取り組

んでいただきたいと思います。南房総から「白砂青松」を失わないためにも。 

観光中心の市にしていく事が、南房総市が一番輝くことになるとおもいます。首都圏にこれだけ近

いのにもかかわらず未だに中途半端なイメージの南房総です。よく考えてください、都心に近いと

いうことはそれだけ人の流入が大都市を持たない他府県より圧とうてきに多いということです。これ

を利用するしか特異性がないのです。伊豆、湘南はこのことを、うまく利用し時代の流れが要求す

る、観光、人集め、の方法論をこの１００年満たない間に具現化し人集めの場所を確立しました。む

ろん、もともと持っていたその地域の圧倒的な有利性（歴史性、温泉、自然美、若者文化、歌文化、

文学文化、皇族文化、先端文化性、開発のしやすさ、都心への距離、ほかがあっての事です、千

葉は有利性があまりないため、伊豆や湘南の発展とは別に取り残されいまにいたりました、人が

来なくていいというのであれば南房総は日本の山深い何処かにある町と変わりません、その何処

かにある町ですらどうにもならなくなればその山深さの特異性を利用して人を集めるでしょう。 

市内への企業の誘致とか税収を増やせる工夫をして欲しい。就職先も無く、老人ばっかり増えてい

ては、福祉の充実なんて難しいのでは？ 

専門的な技術・特技を持った職員等によるプロジェクトチームを設置し、若者が地域に残れるよう

な環境づくりを真剣に、早急に進めてほしいものです。行政改革で職員定数の大幅な削減が計画

されていますが、今のままでいくと行政サービスは必ず低下します。市の発展と市民へのサービス

向上のためにも組織体制の強化（職員の適材適所）を進めていただけることを期待します。 
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房総で特別な場所としていつも思いをはせていた根本海岸のことです、２５年以上も前、まだ一般

の車で出入りができたころ地元に住んでいても心をはせてしまう場所として心に未だにのこり。晴

れた日には、大島、伊豆半島、天城、富士山、伊豆七島などなど、すばらしい自然が残る場所とし

て記憶にあります。最近久しぶりに行きましたが、浜辺には電柱が立ち周囲には住宅が増え昔の

すばらしさが薄れつつあります。あのような場所は房総には二度とない場所です、もう少し南房総

市として小さな努力をしてほしいです。ロケに来るという事はすばらしい場所なのです。どれだけロ

ケ地として採用されたか調査してみてください。浜の電柱を埋設して電源を取れるようにするとか

は重要です。次の新しい世代の人たちに本来の房総の自然美をみせてあげたいのです。継承させ

ていきたいのです。現地を見てください、感じてください。その場しのぎのおつっけ観光はもう、うん

ざりです。小さいながらも基礎となる観光施設（施設や住宅があってはいけないということでなく多く

あってもいいとおもう、周囲の自然にマッチしていればどんな建物でもＯＫ）と自然風景を作って保

護してください、ローズマリー公園及び周辺は成功した小さな例だと思います。利益が莫大にあが

ったかどうかは別なはなしです。これからです南房総は・・・ 

房総に行っても、行きたい所はいつも満杯で入れません、あまりにも見るところがなさ過ぎます、人

が集まり興味をそそるところがなさすぎます、自然と結びつき利益の上がるハコモノを作って下さ

い、利益の上がらないものは意味ありません、なぜ失敗するハコモノと成功するハコモノが出るの

か考えるべきです。都心では夕張風潮は下火になりつつありますよ。実質的に利潤が追求でき財

政に見合ったハコモノ政策を検討してきていす、箱物がすべて悪いということではないので誤解し

ないで下さいね。会社の経営と同じですよ。ニーズがあれば必ず利益が生まれます。観光で行く総

数に対して、その人達を満足させる場所が極端に少ない様です、面白くお金を出したく成るような

ハコモノを作って下さい。自然だけでの房総では、日帰りですら満足できません、あまりにも見ると

ころがありません。もっと広い視野をもった市政を期待します。お金を落としたくないハコモノを作る

のも困り者ですが。お金を生ませることだけを考えてください。 

産業・観光の活性化は行政の仕事ではなかろう。あくまで主体は我々住民であるべき。 

我々で知恵を絞り、汗を流した上で、行政の知恵や力を借りるのが筋。湿った木に、油を注いで火

をつけても、油の分程しか燃えはしない。また根本的な問題として、その財源はどうするのか？そ

もそもの合併の発端として国の財政逼迫が原因である。国・県を頼りようもない。仮に財源があっ

たとして、それを運用して発展できるのか？ 町おこしは旧自治体の頃から、試行錯誤して、結果

は現在にいたる。 闇雲に行政に頼るのは、安直であるということだ。 しかしながら、市にも責任

はある。市政懇談会の内容を見るに、市民へ「協働」を謳い、施策への「理解」を求めているが、そ

こに安直さはないのか？国・県に財源を依存してきたように、市民にも労務を依存してはいない

か？現在はまだ市民の心の余力はある。しかしながら今のままでは、破綻はそう遠くはないだろ

う。そうなったとき、南房総市の行政の車輪はうまく廻るのだろうか？？近い将来、安房郡市で合

併するのなら、新市の名称は安房市ではなく、安直市にするといいだろう。南房総市に期待するこ

と、行政も勿論のこと、市民も変わらなければならない、ただそれだけです。   
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質問 5 市外及び県外の方が南房総市に期待することをお書きください。  

交通アクセスの改善 

・特急列車の増発 ・特急列車の千倉発着増加 ・駅から観光施設へのバスルートの設定 

散歩コースがあること。またおしゃれなカフェがほしい。 

郷里が南房総です。近い将来、Ｕターンを希望しています。 

仕事を紹介してもらえると、うれしいです。 

特急電車の曜日制限をなくし、全てでもなくて良いので半分以上を千倉発着にして欲しい。 

どこに旅行しても名所、旧跡以外はその場所の特徴が無くなって来て、現に地産、地消等がキー

ワードならどこでもその言葉を使用して町興しを考えている、この事自体が安易過ぎるし、差別化

が出来ていない様に思われます。そこで提案ですが南房総市は海、花等のアピールは当然です

が、人情とか、近所付き合いが出来る町とかを売りにしていったほうがベストに思えます。と言いま

すのも当市に限らず日本全体が上記の面が希薄な傾向にあると思われます、時間がかかるかも

知れませんが、まず市民の連帯感を深めることから始め、次に旅人にも自然に連帯感（人間味）が

生まれる街を、標榜できる様になればリピーターが暫時増加すると思われます。（感情だけは同一

に出来ないと考えていま）頑張って下さい。 

やはり花の多い所なので、道路脇やセンターラインに花が有ると良いですね。また道路も広くして、

カーブも少なくなることを期待しております。 

合併する前の各町で行っていた事業を見直して統一事業にならないようなものもあって良いので

はないでしょうか。統合したところを見ていると賑やかな所もある反面寂れたところも多くなったとこ

ろを見かけます。千倉町の切花、和田町の菜の花祭りはとっても楽しい良いイベントでした。一極

集中しない事業を期待します。 

無農薬化学肥料を使わない自然循環型農業をすすめてください。EM 菌（有用微生物群）を利用す

れば健康によく川も浄化されうなぎや他の魚もどんどん増えるように瀬戸内海や琵琶湖などで証

明されています。しかも農薬化学肥料を使うより収量も多く農産品は健康にすばらしい抗酸化作用

をもち消費者から引っ張りだこです。南房総が健康によい癒しの地域であるようにすることが南房

総の評価を高めます。「地球を変える大変革」等の本で研究をすすめてください。 

やはり、房総の「緑の丘陵」と「青い海」が持つ楽しさを、もっと明確にアピールできたらと思いま

す。自然と手軽に触れ合える環境が、南房総市には満ちていますので。たとえば、有名な山(烏場

山、富山など)をファミリーハイキングの拠点にして宣伝したり、海の見える丘をたくさん作って山と

海のジョイントの楽しさを観光客にアピールするなど良いと考えます。その場合、ぜひ房総の自然

は大切に守り続けていただきたいです！ 

観光地として、他地域との差別化。東京からいける時間を考えて、ライバルとなる地域（千葉県内

だけでなく）との差別化が必要 

観光 
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・ＪＲの駅から離れた地区への交通の便はバスになると思いますが、利用料金の高いことが気にな

ります。採算性を考えるとどの地方都市でも同じ悩みを抱えていると思いますが、行政が運営に関

与するコミュニティバスについて検討されてはいかがでしょうか。 

観光を含めた市の活性化 

日本の中でも暖かい地域ですし、田舎暮らしに必要な地域でもあり、家族で、県外から移住した

い。 

いつも思うのは、交通の至便が悪いこと。規制したくても、なかなかできません。JR との交渉をもっ

と活発化させて、線路を複線化させていくとか、国交省にはたらきかけて、一刻も早く高速道館山

線を一本化させるとか、アクアラインを値下げできるように訴えるとか・・・がんばってほしいです。 

自然の風景そのままののんびり時間の経つのを忘れてくれる、今のままの風景・人とのふれあい

を残しておいて欲しい。 

◎観光に力を入れることはもちろん、財政豊かな街にするために、定住する人を増やすことではな

いでしょうか？人が増えれば、街も活性化し発展してゆくと思います。 

◎「南房総」ナンバーの導入 

車のナンバーを「南房総」にして、走る観光大使にしたら効果があると思います。 

◎今夏に館山道の全線開通もあり、益々車や人の交流が盛んになると思われます、道路や、施設

の整備など課題はたくさんありますが、住民の方、観光に来る方みんなの癒しの街に 期待してい

ます！！ 

花作り 

１度もまだ行ったことないので、今年の春こそ行ってみたいです。自然のまま、素晴らしいものが残

っていけばいいなと思います。 

以前に比べて道路が良くなり、道の駅なども整備されてきましたが、鉄道を利用する時は本数が少

なくとても不便です。東京からの特急も少なく、又、館山から先はさらに不便です。都会からの距離

は近いのだから、本数さえ増えれば、金曜日に会社から安房地区に週末の小旅行も可能なのに。

利用者がいないからと本数を減らすと、ますますお客さんが減ると思います。 

そちらに移住を考えて物件探し中ですがなかなかこれといったものにめぐりあえません。行政で紹

介するような制度があればと思います。（そういう市町村もありますよね。）また、合併直後でなかな

か手が回らないとは思いますが、下水道の整備、インターネット環境の整備等がんばっていただき

たいと思います。そういうインフラが整備されれば移住者も増えると思いますよ。 

実家が市内なのですが、帰省したときに交通の便の悪さを感じます。自動車の免許を持っていな

い人でも気軽に移動できるような交通の便の確保をお願いしたいです。 

きれいな海と緑豊かな自然 

ゆっくりできるリゾートの町 

まちの活性化 
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必要なことはただ 1点、若者が流出しないよう産業が必要です。現状、地域に残って居るのは老人

ばっかりで、全国でも有数の老齢化が進んだ地域なのではないでしょうか。しかしながら、地域の

人たちと話をしても、とても期待できないと感じます。なぜならば、非常に閉鎖的でかつ狭い考え方

の方が多いからです。したがって、全く期待は持てません。出て行った若者は戻ってきません。年

金を受給する年齢になれば戻るかも知れませんが、その次の子供の世代はもはや見向きもしない

という現実をしっかりと認識すべきです。観光立国も無理です。まだ施設に依存する観光に期待し

ているとしたら早々にあきらめるべきです。施設を作って観光に成功したという地域は少ないので

す。今までのやり方、継続ではとっととあきらめたほうが良いですね。既に自然を無秩序かつ大幅

に改変してしまったし、反省も回復しようとする努力さえ見えない状態では。ではどうしたら良いかと

言うと、開発投資などせず、このまま過疎化、老齢化が進むのを放っておくのが最良の策です。年

金受給者ばっかりが暮らす地域として全国的に有名になりますよ。見に来る人だって居るかもしれ

ない。 

近々、そちらへ、移住する予定です。現在の日本では、一極集中化しすぎています。都市近郊部で

も、駅前はソコソコですが、裏通りは、閑散としている状況です。自然と人間のふれあいが、肝要だ

と思いますが･･･。ハコ物はダメです。ソフト面での、帰還を望みます。 
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車を利用の場合 

東京から約 100 分  

〔首都高〕→浮島 JCT→〔東京湾アクアライン〕→木更津 JCT→〔館山自動車道・富津館山道路〕

→富浦 IC 

横浜から約 90 分  

〔首都高〕→浮島 JCT→〔東京湾アクアライン〕→木更津 JCT→〔館山自動車道・富津館山道路〕

→富浦 IC 

横浜から約 130 分（フェリー利用）  

〔横浜横須賀道路〕→浮島 JCT→〔東京湾アクアライン〕→佐原ＩＣ→ 久里浜→〔東京湾アフェリ

ー〕→金谷→〔富津館山道路〕→富浦 IC 

千葉から約 80 分  

千葉駅→松ヶ丘 IC→〔館山自動車道・富津館山道路〕→富浦 IC 

成田から約 120 分  

成田国際空港→〔新空港自動車道・東関東自動車道・京葉道路・館山自動車道・富津館山道路〕→

富浦 IC 

電車を利用の場合 

東京から 101 分   東京駅→〔特急さざなみ〕→富浦駅 

蘇我から 67 分   蘇我駅→〔特急さざなみ〕→富浦駅 

高速バスを利用の場合 

東京から 107 分  東京駅→〔房総なのはな号〕→とみうら枇杷倶楽部 

千葉から 81 分  千葉駅→〔南総里見号〕→とみうら枇杷倶楽部 

横浜から 92 分  横浜駅→〔横浜館山線〕→とみうら枇杷倶楽部 

羽田から 95 分  羽田空港→〔横浜館山線〕→とみうら枇杷倶楽部 

※ 時間は目安であり、道路の混雑状況や交通機関のダイヤなどにより所要時間の変動があります。 
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