
【報道関係各位】 2021年3⽉12⽇
千葉県広報事務局

千葉県庁職員アンケート調査リリース第２弾
“海”推し、“⼭”推しの千葉庁職員が選ぶ
お気に⼊りスポットをランキングで発表︕︕

「深・千葉発掘プロジェクト」
Survey Release Vol.2

調査対象︓千葉県庁職員 調査⽅法︓インターネット調査

調査タイトル︓「“海”推し、“⼭”推しの千葉県庁職員が紹介する千葉県のお気に⼊りスポット/飲⾷店/宿泊施設」
調査内容︓海推し、⼭推しに分かれ、それぞれの千葉県のお気に⼊りスポット/飲⾷店/宿泊施設を調査

調査期間︓2021年1⽉14⽇〜2021年1⽉31⽇

■調査概要

＜本資料に関する報道関係者様からのお問合せ先＞
千葉県広報事務局 （広報代理︓フロンティアインターナショナル内） 担当︓北川・⾦⼦

TEL︓03-5778-4844 ／ FAX︓03-3406-3565 ／ E-mail︓frontier-pr@frontier-i.co.jp
北川(070-2197-8790)、⾦⼦(070-2197-8841) 

回答数︓100名

千葉県広報事務局は前回に引き続き、千葉県庁職員を対象にアンケート調査を実施しました。
今回は “海”推しと“⼭”推しに分かれてもらい、それぞれのお気に⼊りの千葉県内スポット/飲⾷店/
宿泊施設を調査しました。
海も⼭も⾝近な千葉県を知り尽くした千葉県庁職員の推しは果たして海、⼭のどちらなのか︕
スポットについてはランキングTOP3の発表と特集コーナーを設けています︕
飲⾷店と宿泊施設については広報事務局が厳選したそれぞれ4つをご紹介します︕

後半部分は、海推し代表「⽼舗ダイビングスクールの経営者」、⼭推し代表「⽇本焚き⽕協会の事務局⻑」
をお迎えし、海・⼭推しの県職員を交えた対談の様⼦も掲載されているのでお⾒逃しなく︕
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千葉県は東京からアクセスが良く、商⼯業や⽂化が発達している都市でありながら、のどかな⾃然も同時に楽しむことができる、
都会の良さと⽥舎の良さが融合したいわゆる“トカイナカ”（都会＋⽥舎）です。
そんな千葉県の“イナカ”における最⼤の魅⼒は海と⼭、両⽅の⾃然を楽しめることです。
アクアラインを使えばまさに「東京湾をひとまたぎ︕」であっという間に千葉の⾃然がお出迎えします。

それでは調査結果の発表です︕︕
千葉県庁職員の海推しと⼭推しの割合は、全体では海推しが70％、⼭推しが30％という結果に。
年代別では20代、40代、50代は海推しが約7割を超えましたが、30代はほぼ均衡。60代は全員が⼭推しでした。
男⼥別では男⼥ともに海推しが約7割と優勢になりました。

海推し/⼭推しに関する調査結果

全投票数 100票中 ◆海推し 70票 ◆⼭推し 30票

＜選定理由＞

・海は⽔質が良く内房は波穏やかで南部はサンゴもあってダイビングも出来る。（50代⼥性）
・海産物や景⾊など、海岸にそって、観光しながらほぼ⼀周できる。（40代⼥性）
・海を⾒ながらの露天⾵呂と、美味しい海鮮料理。（50代男性）
・⽇本で最も多彩な波に恵まれている。
県の三⽅［東・⻄・南］を海に囲まれているのは⽇本の中で千葉県のみ。（30代男性）

海推しの回答

・標⾼は⾼くないが、初級者でも楽しめる展望のよい⼭がたくさんある。
特に冬から早春の房総の⼭がオススメ。（50代男性）
・⾸都圏でありながら、サバイバルゲームフィールドが⽇本で⼀番多くある。（30代男性）
・家族で千葉県の低⼭に良く登っていた。（30代⼥性）
・⼭の中でのキャンプ。川はきれい。空気もきれい。星空満点。⽂句なし︕︕（30代男性）

⼭推しの回答

海推しの⽅からは「海産物の種類が豊富で海鮮料理が美味しい。」といった⾷の魅⼒や、ドライビングスポット、サーフ
スポット、ダイビングスポットなどのレジャー、アクティビティ、景⾊の壮観さを賞賛する声が多く挙げられました。
⼀⽅、⼭推しは「⽔や空気が澄んでいて美味しいから」といった環境の良さや、「低い⼭が多く、家族でもハイキングを
楽しめる」など、こども連れでも家族みんなで楽しめること、またキャンプ地等のレジャースポットの多さを評価する声が
多く挙げられました。

（69％）

（70％）
（30％）

（31％）

＜まとめ＞

62票

37票

27票 26票25票 17票 5票
＜年代別詳細＞
20代 海23票/⼭4票 30代 海15票/⼭10票
40代 海13票/⼭4票 50代 海19票/⼭7票 60代 海0票/⼭5票

＜男⼥別詳細＞
男性 海43票/⼭19票 ⼥性 海26票/11票 無回答 1票
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三⽅を海で囲まれている千葉県は、海もバラエティ豊富︕「サーファーの聖地」とも⾔われている九⼗九⾥浜を思い浮かべる
⽅も多いと思いますが、他にも、磯遊び＆ダイビングにも最適なリアス式海岸の南房総、海越しの富⼠⼭の絶景が楽しめる
東京湾岸など、まだまだ知られていないマル秘スポットがたくさんあります。
千葉県の海の良さを知り尽くした千葉県庁職員が教える、お気に⼊りスポットは⼀体どこなのか︕︖ベスト３の発表です︕

“海”推しが選ぶお気に⼊りスポットランキング

国内でも数少ない登れる灯台は不動の⼈気。
九⼗九⾥にちなみ、階段の数は99段︕
これを知っているのは千葉県⼈でも少ないかも。
北⼤⻄洋航路のための最初の灯台として、明治7年
に初点灯されたこの灯台は、歴史的価値が認められ、
昨年10⽉に国の重要⽂化財に指定されました。
海蝕台地の断崖に囲まれた⽝吠埼。遊歩道で海へ
降りると、東宝映画のオープニングでお馴染み、岩礁
に荒波が砕ける迫⼒満点の光景が広がります。
近年オープンした観光施設「⽝吠テラステラス」では
地ビールのお店が登場︕⼣⽇をイメージしたコーラが
⼈気です。地元の名産のお⼟産も充実︕︕

所在地︓千葉県銚⼦市⽝吠埼
銚⼦市観光協会HP︓
https://www.choshikanko.com/

【第１位】 ⽝吠埼＆灯台 県内最古︕「⽩亜紀」の地層が残る⽝吠埼に建つ⽩亜の灯台︕

50代⼥性

砂浜の全⻑、全国2位の九⼗九⾥浜。数ある海岸
の中で最も票を集めたのは、東京オリンピックのサー
フィン競技会場にも選ばれた「釣ヶ崎海岸」。
九⼗九⾥浜の南端に位置し、年間を通して良質な
波が打ち寄せることから、多くのサーファーに親しま
れています。釣ヶ崎海岸は、千葉県指定無形⺠俗
⽂化財「上総⼗⼆社祭り」の祭場としても、⾮常に
神聖な海岸、9⽉の祭りには、神輿を担ぐ1000⼈
もの男たちが勇壮に渚を疾⾛し、釣ヶ崎を⽬指しま
す。

【第2位】 釣ヶ崎海岸 世界初︕サーフィンのオリンピック会場に選定︕︕

オリンピック会場に選ばれて有名になりましたが、元々、有名なサーフスポット。
太平洋に向けた砂浜に⿃居が建つ⾵景は、外国⼈にも⼈気です。

40代男性

所在地︓千葉県⻑⽣郡⼀宮町東浪⾒
⼀宮町HP︓
https://www.town.ichinomiya.ch
iba.jp/machizukuri/2/408.html

太平洋の荒波に浸⾷されたリアス式海岸。
その複雑な造形に魅かれ、与謝野晶⼦をはじめとした
多くの⽂⼈墨客が訪れ、作品を残しました。
⼤正初期にここを別荘地とする計画があり、「理想郷」
と呼ばれるようになったとか。
深い⼊江を覆うように⽊々や植物が、海に突き出た岬の
先端まで茂り、静かな⼊り江の彼⽅にエメラルドグリーンの
海が広がります。
遊歩道もあり、散策するには格好の景勝地です。

【第3位】 鵜原理想郷 明治から続く、⽂⼈墨客が愛したサンクチュアリ

崖の上や波打ち際からさまざまな⾃然造形を眺められ、
鵜原海岸や守⾕海岸の砂浜では透明度の⾼い美しい海が⾒られる。

50代男性

所在地︓千葉県勝浦市鵜原
勝浦市HP︓
https://www.city.katsuura.lg.jp/for
ms/info/info.aspx?info_id=29499

⽝吠埼をはじめとした銚⼦市全域は、貴重な地質が観察できる場所として
「銚⼦ジオパーク」に認定されています。化⽯も沢⼭発⾒されていて、

千葉県内で唯⼀恐⻯の化⽯がみつかる可能性があるのもここ︕

⽩い丸型ポストは「恋が成就するポスト」として⼤⼈気︕

20代⼥性
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千葉県といえば“海”というイメージが強い⽅もいるかもしれませんが、海以外の⾃然スポットもたくさんあります︕
最近では、密を回避しやすいキャンプなどのアウトドアが⼈気ですが、千葉県にはキャンプ地や標⾼の低い⼭が多いので⼦ども
からお年寄りまで、家族みんなでアウトドアを楽しむことができます。
そんな千葉県の“⼭”推しが選ぶお気に⼊りスポットランキングの発表です︕

“⼭”推しが選ぶお気に⼊りスポットランキング

⽯を切り出した岩肌がギザギザで鋸（のこぎり）の刃の
ように⾒えることからその名がついた「鋸⼭」。
⼭頂付近にあるスリル満天の絶景スポットとしても有名
な「地獄のぞき」と呼ばれる展望台からは、東京湾や
房総半島、富⼠⼭などが⼀望できます。
房州⽯の産地だった鋸⼭には、ジブリ映画にちなんだ
「ラピュタの壁」と呼ばれる⽯切り場があり、そそり⽴つ岩
と森がせめぎあう空間は、まさに天空の城︕
その他、鋸⼭の⼀部「⽇本寺」の境内では⾼さ30mの
「百尺観⾳」や、1,553体の⽯仏が並ぶ「千五百羅漢
道」が楽しめます。

所在地︓千葉県安房郡鋸南町鋸⼭
鋸⼭⽇本寺HP︓
http://www.nihonji.jp/keidai

【第１位】 鋸⼭ 眺望抜群︕下を覗けば地獄・・・︕︖

50代男性

千葉県を代表する⼭です。ロープウェイを利⽤することもできて、
⾒どころも沢⼭あり、⼦供から⾼齢者まで⼿軽に登⼭を楽しむことができます。

50代⼥性
頂上からの眺望は、イタリアのシチリア島にあるタオルミーナを彷彿とさせます。

⼭頂が岩⽯のため、千葉県内で唯⼀“岳”がつく⼭。
その魅⼒はなんといってもゴツゴツとした切り⽴つ岩肌。
標⾼336メートルの⼭の途中には、ロープや鎖をたよりに
よじ登るポイントがあり、本格的な登⼭気分が楽しめ
ます。
⼭頂は360度の⼤パノラマ︕︕
⼿前に⽥畑や⺠家、その向こうに富⼭、東京湾、三浦
半島が眺められ、空気が澄んでいると富⼠⼭が⾒えます。
伊予ヶ岳にはその昔、天狗が住んでいたという伝説
も・・・。

【第3位】 伊予ヶ岳 別名︓房総のマッターホルン

標⾼は低いながらも途中には鎖場があるほか、
⼭頂からは東京湾や富⼠⼭も⼀望でき、達成感が味わえる。
房総の⼭々は冠雪しないので、真冬でも安全に登れるのがよい。20代男性

所在地︓千葉県南房総市荒川ほか
南房総いいとこどりHP︓
https://www.mboso-etoko.jp/cgi-
bin/co_kaniHP/info.asp?uid=1376

春はツツジ、秋は紅葉の名所として有名です。
「養⽼渓⾕温泉郷」と呼ばれる千葉県でも有数の
温泉地で、周辺にはたくさんの温泉宿や温泉付きのキャ
ンプ場もあります。
周辺にあるSNS映えスポット、世にも不思議な「向⼭
トンネル（通称:2階建てトンネル）」や、洞窟から差し
込む光が⽔⾯に反射してハートの⾵景を⽣み出す
「濃溝の滝」も必⾒♪
昨年8⽉にリニューアルオープンした「⼭の駅 養⽼渓⾕
喜楽⾥」で、お⼟産を買うのをお忘れなく︕

【第2位】 養⽼渓⾕ 都⼼に近い隠れた秘境

キャンプや川遊びが楽しめて、川も空気も綺麗。星空も満点で⽂句なし︕︕
30代男性

所在地︓千葉県夷隅郡⼤多喜町〜市原市
養⽼渓⾕観光協会HP︓
http://www.youroukeikoku.com/
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ここではランキングとは少し趣を変えたスポットのご紹介をしましょう。その名も『密回避フォトジェニックスポット』。
これまで⼤々的にはメディアに取り上げられてこなかった為、密を避けて絶景を堪能できる知る⼈ぞ知る⽳場のスポットです。

知る⼈ぞ知る『密回避フォトジェニックスポット』 in Chiba

No.1 No.2

No.3 No.4

No.5 No.6

九⼗九⾕（雲海）

関宿城と富⼠⼭

御宿海岸（⽉の砂漠記念像）

野島埼灯台（⽩いベンチと星空）

屛⾵ケ浦（⼣景）

⼩湊鐵道（菜の花と桜）
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今回のアンケートではスポットの他に飲⾷店と宿泊施設についても回答を募っていました。
海推し、⼭推しお気に⼊り飲⾷店と宿泊施設の中で、事務局が注⽬し厳選した４選をご紹介します。
まずは飲⾷店の発表です。

広報事務局注⽬の海推し&⼭推し飲⾷店 厳選４選

◆海推しお気に⼊り飲⾷店
ボリューム満点の新鮮⿂介が味わえる︕

「保⽥漁協ばんや」

1つ⽬は鋸南町保⽥漁業協同組合直営のお⾷事処「保⽥漁協
ばんや」です。朝獲れで鮮度抜群の⿂介類をふんだんに盛り込んだ
ボリューム満点の漁師料理が漁協特価で堪能できます。
お店おすすめのメニューは⼤名造り刺やサバの油淋唐揚げなどで、
その⽇の天候や⽔揚げ状況によってメニュー内容が変わるお楽しみ
要素もあります。

美味しくてボリュームがすごくてメニューも豊富。
温泉にも⼊れる。

50代⼥性
所在地︓千葉県安房郡鋸南町吉浜99-5
営業時間︓平⽇9:30〜17:45（LO17:00）

⼟⽇祝9:30〜19:30（LO18:45）
定休⽇︓本館 年中無休 新館・ばんやの湯 ⽕曜⽇
保⽥漁協ばんやHP︓https://banya-grp.jp

⼤正8年創業︕伝統の味を守り続ける︕
「館⼭中村屋」

2つ⽬は⼤正8年に創業した「館⼭中村屋」です。
1階では特製のオリジナルクリームがたっぷりと⼊ったクリームパンや、
ボリュームのあるつぶ餡がどっしり⼊った特製あんパン等を販売。
2階はレトロな雰囲気のカフェになっており、名物のチキンバスケット
やカリ（カレー）が⾷べられます。

特製あんパン、クリームパンは派⼿さはないけれど
昔ながらの味を伝えていて絶品です。

40代男性
所在地︓千葉県館⼭市北条1882（館⼭駅前店）
営業時間︓8:00〜16:30
定休⽇︓⽕曜⽇
館⼭中村屋HP︓ http://www.nakapan.com

◆⼭推しお気に⼊り飲⾷店
昔ながらの伝統⾷や⾃然⾷が楽しめる︕

「蔵精(くらしょう)」
国産⿊⽑和⽜の⼭武⽜が⾷べられる︕

「精⾁⼯房・お⾷事処 まんまや」

東⽇本⼤震災の影響で福島県飯舘村から⼭武市に避難してきた
⼩林牧場⽣産の国産⿊⽑和⽜「⼭武⽜・までいの⽜」の料理が
味わえるお⾷事処まんまや。「までい」とは福島の⽅⾔で、「丁寧に」
「こころを込めて」等の意味があり、飯舘村の⽣産者が⼿塩にかけて
育て上げた「⼼」をお客様に伝えたいと命名されたそうです。
精⾁⼯房でもあり、購⼊もできます。

千葉県産野菜が発酵のちからで多彩な
味わいのフルコースに︕筍のステーキは圧巻。
⾏くたびに新しい味を発⾒できるお店です。

50代男性

所在地︓千葉県夷隅郡⼤多喜町桜台32
営業時間︓昼 11:30〜14:30(予約制) 夜17:30〜21:00(予約制)
定休⽇︓⽉曜⽇・⽕曜⽇（臨時休業あり）
蔵精（くらしょう）HP︓ http://kurashow.com

地元産⿊⽑和⽜の⽜カツ定⾷が美味しい。
60代⼥性

所在地︓千葉県⼭武市⽇向台7-27
営業時間︓11:30〜13:30 17:00〜21:00
定休⽇︓⽔曜⽇、⽊曜⽇
TEL︓0475-88-2855
精⾁⼯房・お⾷事処まんまやHP︓http://madei.jp/

1つ⽬は千葉県夷隅郡⼤多喜町にある「蔵精」です。⾃然農法や
有機栽培で育てられた安⼼の野菜を中⼼に、昔ながらのこだわりの
味噌、醤油、酢を使ったヘルシーな和⾷料理や⾷物繊維とミネラルが
豊富な炊き⽴て⽞⽶などが楽しめます。お店のホームページでは、
ご主⼈の普段の仕込みや仕⼊れの様⼦などを垣間⾒ることもできます。
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続いて、事務局が注⽬した海推し、⼭推しのお気に⼊り宿泊施設４選をご紹介します。

広報事務局注⽬の海推し&⼭推し宿泊施設 厳選４選

◆海推しお気に⼊り宿泊施設
絶景のオーシャンビュー︕
「ホテル洲の崎 ⾵の抄」

海推しお気に⼊りの厳選宿1つ⽬は「ホテル洲の崎 ⾵の抄」です。
房総半島の南端、館⼭。東京湾の⼊⼝を⾏き交う船の安全を
⾒守りつづける⽩亜の洲崎灯台に抱かれるように佇む⼀軒の湯宿
で、海眺めの客室、海のタラソたっぷりの本格温泉、珠⽟の懐⽯
料理と⾄福の旅を楽しむための必須要素が「⾵の抄」には全て揃っ
ています。

年に１回程度、泊まりに⾏きますが、
温泉・⾷事共に満⾜度が⾼いです。

20代男性
所在地︓千葉県館⼭市洲崎198-1
ホテル洲の崎 ⾵の抄HP︓http://sunosaki.com

南房総で極上の休⽇を︕
「鴨川館」

2つ⽬は2019年4⽉にリニューアルオープンした「鴨川館」です。
「ゆったり、⾃由に」をコンセプトにくつろぎの海辺の客室、湯景⾊に
⼼躍る温泉 潮騒・なぎさの湯、南房総の海の幸、極上のリラクゼー
ション、海を⽬前とした絶好のロケーションなど、南房総の魅⼒が詰め
込まれた宿です。⼈気の鴨川シーワールドまで徒歩3分︕

ちょっと県内で贅沢したいと
友⼈との⼥⼦旅で⾏きました。

20代⼥性
所在地︓千葉県鴨川市⻄町1179
鴨川館HP︓https://www.kamogawakan.co.jp

◆⼭推しお気に⼊り宿泊施設
⼥性のためのアウトドア空間︕

「REWILD RIVER SIDE GRAMPING HILL」

広々とした温泉が付いていて「快適にキャンプがしたい︕」
というわがままな⼥⼦にもピッタリ。

夜になると敷地内がライトアップされてロマンチック♡20代⼥性

所在地︓千葉県夷隅郡⼤多喜町粟⼜183-1
REWILD RIVER SIDE GRAMPING HILL HP︓
https://rewild-camping.com

硫⻩露天⾵呂に︕炉端焼きも︕
「いろりの宿 七⾥川温泉」

2つ⽬の厳選宿は「いろりの宿 七⾥川温泉」です。⾃然の中にある
⼭中の⼀軒宿で、千葉県では珍しい源泉かけ流しの硫⻩泉の露天
⾵呂が楽しめます（⽇帰り⼊浴も可）。もう⼀つの名物が館内の
囲炉裏で炉端焼きを楽しめること。メニューにはアジや⾦⽬の開き等
がある他、好きな⾷材を持ち込んで焼いて⾷べることもできます。

部屋数が少なく、静かに過ごせる。
囲炉裏で焼く⼭菜や川⿂を堪能できる。20代男性

所在地︓千葉県君津市⻩和⽥畑921-1
⽇帰り⼊浴営業時間︓8:00〜22:00
定休⽇︓毎⽉第1,3⽔曜⽇
いろりの宿 七⾥川温泉HP︓
https://shichirigawa-onsen.com

⼭といえばやっぱりキャンプ︕ということで、⼥性でも⼿軽にアウトドアが
楽しめる「REWILD RIVER SIDE GRAMPING HILL」を選出。
場所だけ借りるプランから道具⼀式をレンタルできるプランまで豊富な
宿泊プランが⽤意されています。キャンプファイヤーや川遊びといった
アクティビティや同敷地内にある⽇帰り温泉などの設備も充実しています。
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千葉県海/⼭の魅⼒トークセッション

シークロップDS 代表
成⽥ 均 さん

30年以上、館⼭市坂⽥で
ダイビングスクールを運営。
ダイビングの経験は２万本
以上を有し、世界的フリー
ダイバーの故ジャック・マイヨー
ル⽒とも交友が深かった。

【海推し代表】 【⼭推し代表】
今回の参加者

千葉県⽴保健医療⼤学
⽥中 宏明 さん

旅 ⾏ と 鉄 道 が 趣 味 で 、
3年間で⽇本全国の8割の
鉄道路線を乗り潰すほどのめ
り込んでいる。海だけでなく、
⼭への関⼼も⾼く、普段から
千葉県の⾃然の魅⼒を広め
たいと思っている。

千葉県⽣物多様性センター
⼤⽊ 淳⼀ さん

104年ぶりに千葉県で上位
蜃気楼の撮影に成功した
経歴を持つ蜃気楼愛好家。
毎朝、九⼗九⾥に赴き 、
趣味の朝⽇撮影を⾏って
いたところ偶然にも上位蜃気
楼を発⾒。

⽇本焚き⽕協会 事務局⻑
三橋 晃⼤ さん

⽇本焚き⽕協会設⽴メンバー
で30年以上アウトドアに親しん
でおり、県内アウトドアスポット
の深い知識を有する。
⾼校ま で 千 葉 市 で暮ら し 、
仕事でも千葉と密接な関係性
にある。

千葉県 印旛⼟⽊事務所
堀江 政司 さん

富⼠登⼭と富⼭町（南房総
市）でのハイキングツアー参加
をきっかけに⼭好きに。
実家のある⼤多喜町の街並み
をこよなく愛する。

千葉県の海と⼭ってどちらも魅⼒的で甲⼄つけがたいですよね。そこで広報事務局では、さらに海・⼭の魅⼒について深掘りするべく、
千葉県の海推し代表と⼭推し代表の⽅々をお呼びして、オンライントークセッションを開催しました。
それぞれの⽴場から余すことなく語ってもらった、いまだ知られざる千葉県の魅⼒を特別にご紹介しましょう。

・千葉県の海は⿂種が多くて、ポイントごとに海中の表情が異なる。
・北⾵が吹けば外房で、南⾵が吹けば内房で潜ることができてお客様を裏切らないのが千葉県の海の魅⼒。
・世界的に⾒ても魅⼒的なダイビングスポット。
・もともとサンゴが⾒られる温暖な海だが、近年、クマノミが越冬し、海藻が減るなどの変化があり懸念される。
海の環境を引き継ぐためには、海だけでなく⼭のことも考える必要がある。

成⽥さん 屈指の魅⼒をたたえた豊かな海

〜海推し代表ʼs Opinion〜

・県⺠も他県の⼈も千葉には海のイメージがある。
・鉄道で房総半島を⼀周した時に外房線の⾼台から⾒た海の景⾊に忘れがたい感動を受けた。
・千葉県にも海岸近くを⾛る内房線や外房線、⼭間を⾛る⼩湊鐵道やいすみ鉄道、久留⾥線など、魅⼒的な鉄道
路線が多くある。⼭間部には⾥⼭の⾵景や⾮⽇常を感じる秘境駅もあることをもっと多くの⼈に知ってもらいたい。

⽥中さん 鉄道から⾒る海の景観に感動

▼久我原駅▼いすみ鉄道▼久留⾥線

▼ゴマハギの幼⿂▼クマドリカエルアンコウ▼館⼭市坂⽥の海（⽔深10m〜15mの様⼦）
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・南房総のハイキングツアーで⼭の上から⾒た海の景⾊に感動して⼭が好きになった。
・おすすめは鋸⼭。マザー牧場といった観光地でも⼭の魅⼒を感じられる。
・実家のある⼤多喜町は房総丘陵に位置し、城下町の⾯影を残した街並みの魅⼒を発信してみたい。

堀江さん ⼭で感じる⾃然が魅⼒
〜⼭推し代表ʼs Opinion〜

・九⼗九⾥の朝⽇を撮影。年に10回ほどしか⾒られないだるま太陽のほか、お椀型や四⾓い太陽も⾒られる。
冬の海ほたるでは360度⾒渡す限り蜃気楼が撮影できる。
・北陸で⾒られることで有名な上位蜃気楼や太陽が沈むときにグリーンに光るグリーンフラッシュなどが
千葉県でも⾒られることを発⾒。
・千葉県を都⼼から⼀番近い蜃気楼スポットとして売り出したい。

⼤⽊さん 蜃気楼に⾒る海の魅⼒

・千葉の⼭は誰もがノスタルジーを感じる⾥⼭。
・温暖なため⼀年を通してキャンプが楽しめる。
・東京近郊では珍しい砂浜のキャンプ場もある。
・⼭間のキャンプ地でありながら徒歩３分で海も楽しめるようなキャンプ場もあり⼭と海の魅⼒を同時に楽しめる。 これ
からの春に向けては、⼤多喜町名物の朝採れ筍と旬の地⿂を焚き⽕で焼いて⾷べる等シンプルに楽しんでほしい。

三橋さん ⼭と海を同時に楽しむ

▼上位蜃気楼（タンカーが上に反転して⾒える）

▼⼤多喜町の街並み ▼⼤多喜城

▼だるま太陽 ▼グリーンフラッシュ

▼メガネ岩 ▼焚き⽕で焼いた筍▼焚き⽕の様⼦
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＜本資料に関する報道関係者様からのお問合せ先＞
千葉県広報事務局 （広報代理︓フロンティアインターナショナル内） 担当︓ 北川・⾦⼦

TEL︓03-5778-4844 ／ FAX︓03-3406-3565 ／ E-mail︓frontier-pr@frontier-i.co.jp
北川(070-2197-8790)、⾦⼦(070-2197-8841) 

今回ご紹介した「海推し＆⼭推しお気に⼊りスポット/飲⾷店/宿泊施設」マップ

⼀宮町
「釣ヶ崎海岸」

銚⼦市
「⽝吠埼&灯台」
「屏⾵ケ浦」

勝浦市
「鵜原理想郷」

鋸南町
「鋸⼭」

「保⽥漁協ばんや 」

⼤多喜町
「養⽼渓⾕」
「蔵精」

「REWILD RIVER SIDE GRAMPING HILL」南房総市
「伊予ヶ岳」
「野島埼灯台」

館⼭市
「館⼭中村屋」

「ホテル洲の崎 ⾵の抄 」 鴨川市
「鴨川館」

君津市
「九⼗九⾕」

「いろりの宿 七⾥川温泉」

海推し代表、⼭推し代表、それぞれの⽴場と経験からのトークは個性に満ち溢れていて、とても説得⼒あるものでした。
また、トークセッション全体を通して、以下の2点を特に感じました。

トークセッションを終えて

◆海の魅⼒に対して⼭の魅⼒がまだまだ知られていない
◆海と⼭が密接な千葉県はそれぞれの魅⼒は別々のものではなく、お互いが魅⼒を⾼めあっていること

今後は単発のスポットの魅⼒だけでなく、海と⼭のシナジー効果による総合⼒も千葉県の魅⼒であるということを、
強みにして情報発信をしていきたいと思います。

⼭武市
「精⾁⼯房・お⾷事処 まんまや」

野⽥市
「関宿城」

御宿町
「御宿海岸」
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