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南房総地域および千葉県庁観光 ヒア リング調査報告
狩野美知子・大脇 史恵

は じめに
静岡大学人文社会科学部経済学科 の教員か らなる観光研究プロジェク ト・ チームは、今年度 は伊豆
地域 との比較対照先 として南房総地域を選び、 ヒア リング調査1を 行 った。伊豆地域 の観光関係者は、
「伊豆地域 にあって南房総地域 にない ものは温泉だ けである」 といっている。ともに周 りを海 に囲ま
れて海鮮料理 を味わうことができ、花の季節 にはお花畑 を楽 しむ ことができることか らわかるように、
首都圏の観光客 をマー ケッ トとして捉えた ときに、互いに観光地 として競合 関係 にあるといえる。ま
た、最近は南房総地域でも温泉の発掘が行われ、まさに同じような観光資源 で競争を している。
今回の調査 は、南房総地域 に加えて千葉県庁 にもお願 いをし、下記 日程2で 行 われた。
【
鴨川市観光協会および鴨川旅館組合】
日時 12013年 9月 2日

(月

)13:00〜 14:40

応対者 :鴨 川市観光協会 会長
事務局長
鴨川旅館組合

鈴木 健史氏
安田 雅輝氏
伊丹

一 茂氏

【
南房総市役所観光プロモー ション課および南房総市観光協会】
日時 :2013年 9月 3日 (火 )10:00〜 11150
応対者 :南 房総市役所商工観光部観光 プロモー ション課
副主幹 交流拠点グルー プリーダー

)

(南 房総市道 の駅連絡会事務局長

交流拠点グルー プ
南房総市観光協会

会長

福原

正和氏

井 上 歩氏
仲島 文作氏

南房総市旅館組合】
【
日時 :2013年 9月 3日 (火 )13:30〜 14:50
応対者 :南 房総市旅館組合 組合長

鈴木 康幸氏
高尾 剛人氏
渡邊 丈宏氏

1今 回のヒア リング調査を含めた 2013年 度 の観光研究 プロジェ ク トに対 し、静岡大学人文社会科学部よ り
研究資金 の助成 を受けた。 また、 ヒア リング調査 にご協力 いただ いた方 々に感 謝の意 を表する。
29月 2日 ・ 3日 の調査には、石橋太郎、狩野美知子、大脇史恵 の 3名 が参加 し、9月 24日 の調査には石
橋太郎、狩野美知子 の 2名 が参加 した。

‐
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【
鴨川市役所観光課】
日時 :2013年 9月 24日 (火 )9:30〜 11:00
応対者 :鴨 川市観光課

課長補佐

平川

新たな観光づく り係

潔氏
森

和之氏

千葉県庁観光企画課および観光誘致促進課】
【
日時 :2013年 9月 24日 (火 )13:30〜 15:00
応対者 :千 葉県庁観光企画課
観光誘致促進課

主幹 渡部 三喜男氏
班長 池田 一浩氏
班長

鈴木 賢 一氏

なお、 これまでの調査 と同様 に、事前に調査項 目を送付 した。すべての調査対象先に送付 したもの
は以下のとお りであるが、千葉県庁 、鴨川市役所、南房総市役所 といった行政機関には、以下の調査
項 目と併せて観光産業 の位置づ けについて も伺った。
・ 観光統計関連資料、観光 バ ンフ レッ トな どの収集
・ 観光振興 につ いての独 自の取 り組みや支援策な ど
・ 近隣地域、関連団体 との連 携 の状況 (広 域観光な どについて)
・ その他 (外 国人観光客、交通 アクセスの 問題、フィルム・ コ ミ ッシ ョン、東 日本大震災の
影響な ど)

1

鴨川市

(1)鴨 川市役所観光課
鴨川市での調査は、 日程調整 の都合 により鴨川市観光協会および鴨川旅館組合の調査が先に行われ
たが、鴨川市の観光 の概要をみてお くために、市役所での調査内容 を先にまとめる。
鴨川市は、房総半島の南東部 に位置する人口 35,766人 (2010年 国勢調査)の 市である。2005年 2
月に旧鴨川市と旧天津小湊町が合併 し、現在 の鴨川市となって いる。主な観光資源としては、鴨川 シ
ー ワール ド、鯛の浦遊覧船、5つ の海水浴場、マ リンレジャー といった海 をテーマ とするものと、誕
生寺、清澄寺 といった 日蓮聖人ゆか りの地に関連するものな どが あげられる。

1は 、鳴川市の観光入込客数と宿泊客数 の推移 を表 したもので ある。観光入込客数をみると、
2005年 度 (590万 人)か ら 2008年 度 (500万 人)ま で徐 々 に減少 しているものの、2008年 度 か ら
図表

2010年 度まではほぼ 500万 人で推移 している。2011年 度 は東 日本大震災 の影響で 360万 人と減少 し、

2012年 度は少 し回復 して 403万 人となって いるが、震災前 の水準には戻つて いな い。宿泊客数 も同
様に、2005年 度 (107万 人)か ら 2008年 度 (91万 人)ま で徐 々に減少 しているものの、2008年 度
か ら 2010年 度 までは 91万 人で推移 している。2011年 度は東 日本大震災 の影響で 69万 人と減少 し、
2012年 度は少 し回復 して 78万 人となっているが、 こちらも震災前の水準 には戻って いな い。
ここで、 これ らの震災 の影響を熱海市や伊東市 と比較3を してお こう。熱海市 の場合、2010年 度 の

3熱 海市および伊東市 の数値は、静岡県文化・ 観光部観光 ・ 空港振興局観光 政策課 (2013)参 照。
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図表

1

鴨川市の観光入込客数 と宿泊客数の推移
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出所 :鳴 川市観光課 資料 よ り筆者作成。

観光交流客数は 551万 人、2011年 度は 514万 人と減少 しているものの、2012年 度 には 547万 人とほ
ぼ震災前の水準まで戻っている。宿泊客数 は 2010年 度 262万 人、2011年 度 246万 人、2012年 度 269
万人と震災前の水準を上回 つている。伊東市 の場合 も、観光交流客数で 2010年 度 1,o62万 人、2011
年度 1,035万 人、2012年 度 1,077万 人と震災前の水準を上回ってお り、宿泊客数でも 2010年 度 259
万人、2011年 度 252万 人、2012年 度 261万 人と、震災前の水準を上回る値 となっている。今回のヒ
アリング調査 において驚かされたのは、この震災の影響が長引く鴨川市の観光 の実態であった。
図表 2は 、2010年 度か ら 2013年 度上期 までの鳴川市 の観光入込客数を月別 に表 した ものである。
観光客 が最も多 いのは夏休み期間の 8月 、
次 いで初詣 と花で早春 を楽 しむ観光客で賑わう 1月 である。
図表 2 鴨川市 の月別 観光入込客数
万人
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出所 :鳴 川 市観光課 資料 よ り筆者 作成。
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鴨川市では、観光客が減少する 6月 には鴨川市フェスタというイベ ン トを開催 し、秋にはプラン ド米
(長 狭米)、 伊勢海老 といった 味覚 フェアで誘客する取 り組みを行って いる。前述 の東 日本 大震災 の影

響 を 2010年 度 と 2012年 度 の値で比較 してみると 5月 か ら 8月 の期間の落ち込みが大 きいが、2013
年度 の 5月 は大幅 に回復をして いる。ただ し、秋か ら冬 (9月 か ら2月 )に かけては、2012年 度が震
災 の年よ りもさらに落ち込んでお り、このあた りが鴨川市の震災 の影響 の特徴 といえるかもしれな い。
宿泊客数で見て も、ほぼ 1年 を通 して震災前の水準に戻つていない。
鳴川市にお いては、もともと観光 を市の重要な産業 として位置付け、旧鴨川市 と旧天津小湊町の合
併 を機 に、両地域をつな ぐ「鴨川市観光振興基本計画―鴨川ホ リスティックツー リズムー」(以 下、
「基
本計画J)を 2006年 3月 に策定 した。ホ リスティックツー リズムとは総合的な観光 とい う意味の造語
で、従来 の観光業 と全産業が一体 となった街づ くりを進める中での新 しい形の 「観光」 を目指すもの
である4。 ただ し、この 「基本計画」については、当時の観光関係者たちとともに策定 したにも関わ ら
ず、今回別途行った鴨川市観光協会でのヒアリング調査 において、
「行政と民間のベク トルが一緒でな
い」という不満 の声が聞かれた。また、観光を市 の重要な産業と捉えて いるが、これまで鴨川市は「観
光 に苦労 して こなかった地域」であったため、現在各地で取 り組まれている 「着地型プ ログラムを開
発する取組み に関 しては後発的な地域であ り、
滞在型のコンテンツ作 り、
仕組みづ くりが課題であるJ
とい う声も聞かれた。
鴨川市では、 この 「基本計画」の施策の一環 として、ガイ ド組織 の養成 に取 り組んで いる。2008
年か ら 2年 間のプログラムでガイ ド養成講座 を開始 し、現在 3期 生が 2年 目の年を迎えて いる。講座
を修 了すると認定ガイ ドとな り、これ らのガイ ドは鴨川ホ リスティックツー リズム認定ガイ ド協会 に
所属する。現在、 この協会加盟ガイ ド 14名 と業務 としてガイ ドを行 うガイ ドが 3名 お り、 日蓮聖人
の史跡を中心 とした歴史ガイ ドとして活動 している。
観光 の仕組みづ くりについては、鴨川市観光課 と観光協会 らが協力 して、実行委員会形式の鳴川市
観光プラットフォーム推進協議会 (以 下、「協議会」)を 組織 し、観光 の総合窓 口 「カモ旅」を運営 し
「カモ旅」とは、宿泊施設、体験ツアーのオンライン予約サイ トである。この「協議会Jで は、
ている。
第 3種 旅行業 の資格を取得する予定であり、ゆくゆくは この予約サイ トで得 られる 5%の 販売手数料
を利用 して、鴨川市 の観光 の販売促進活動を行 つた り、観光 プラッ トフォームの充実を図った りした
いと考えて いる。なお、鴨川市は この 「協議会」に年間 500万 円の補助金を支出して いるが、手数料
収入が得 られるようになれば補助金を打ち切る予定である。
広域観光 の取組み については、2008年 に館山市・ 鴨川市・ 南房総市・鋸南町 の 3市 1町 か らなる
南房総観光圏が観光庁 の事業 として認定され、神奈川方面から来訪す る観光客を念頭 に、東京湾フェ
リー を利用 した観光 コースの作成に取組んだ。観光圏の認定か ら外れた現在は、館山市 を中心 に観光
サイ ンの統一やバンフレッ トの合同作成 に取 り組んで いる。これ ら南房総地域にお いて、観光入込客
が多 いのは、臨海学校や教育旅行 の誘客、体験メニューづくりに取 り組む南房総市である。鴨川市は
これ まで団体旅行 の観光客が中心であったため、こういった ことに特 に取 り組んで こなかった。また、
来訪者の 3〜 9割 が 自家用車の利用となって いるが、鉄道やバスでの来訪者の二次交通が不便である

4「 基本計画」には、「従来型 の『観光 』と新 しい形のオルタナテ ィブツー リズムを一体的に捉えた、ホ リ
ステ ィックツー リズムの振興を目指 してJい るとある。鴨川ホ リスティックツー リズム の基本理念 として、
「鴨川の 自然、歴史文化、農業、漁業 、暮 らし、芸能、芸術の資源 を活か した 『感耕』ので きる『暮 らし
創造型ツー リズム』を発信」、「鴨川市 の漁業、農業、サー ビス産業の多角的経営を発展 させる多様なツー
リズムを創造」 といった ことな どが挙げ られている。
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ため、駅前の観光案内所で電動アシス ト自転車 のレンタルを行っている。
フィルム・コミッションについては、観光課では担当せず、経済振興の取組みの中で商工課が担当
して いる。外国人誘客 については、英語、 中国語、韓国語 のパンフレッ トを作成 し、韓国中心に取 り
組 んできたがあまり成果が出ず、現在 はタイ、マ レー シアに取 り組 もうという話もある。
新 しい取組み としては、農家民泊がある。現在 7軒 の農家が旅館営業 と飲食店営業 の許可をとり、
体験メニュ=を セ ットにした宿泊を受け付けて いる。ただ し、各農家 の宿泊定員が 10名 前後である
ため、大規模な教育旅行は受け入れ られな い。 この農家民泊の申 し込みは、今年 8月 に 200件 、9月

100件 (24日 までの申し込み)と なって いる。千葉県内、横浜市内の学校や台湾、フィー ジーか らの
申 し込みがある。

(2)鴨 川市観光協会および鴨川旅館組合
鴨川市 を訪れる観光客の 7〜 8割 が首都圏か らの来訪である。団体客 は東北地方、東海地方か ら来
訪す る。小規模旅館 の宿泊客は、千葉県北部 を中心 に、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県 か ら来て
いる。震災後は団体客を乗せたバスが来な くな り、大規模旅館 ほどダメージが大きく、小規模旅館 ほ
どダメー ジが小さかった。
観光庁 の報道発表資料 (2012年 6月 29日 )5に よれば、千葉県 の震災直後 の 2011年 4月 期、5月
期 の延 べ宿泊者数 の前年比は、▲591%、 ▲378%と 全国一の落 ち込み となっている。もちろん、交
通網 の遮断、計画停電 の影響、ディズニー ラン ドの開鎖 といった様 々な要因が考 え られる。特 に、鴨
川市を含む外房地域は放射性物質 の風評被害があ り、その後 も海洋汚染のため、旅行業者が房総地域
へ の送客 を避けて いたという事情 もあった。 じやらん、楽天 トラベルのインターネ ッ ト・サイ トでも
下落率がほぼ最上位 に位置 し、震災前の宿泊客数 と比較すると、震災直後で▲30〜 40%、 2012年 が
▲20〜 30%、 2013年 が▲10%程 度 の状況である。実際、鴨川市内の宿泊施設でも、2013年 6月 に震
災前の状況 に戻った宿泊施設もあるが、宿泊施設全体 としては、やは り▲10%と いった状況である。
観光協会 では、観光協会の協会長が 2013年 4月 に就任 された ということもあり、現在取 り組んで
いる課題を中心 にヒアリング調査が行われ、課題 として以下 の 3点 が挙げられた。第 1に 、観光協会
を取 り巻 く環境の整備 である。 これまで、行政 (鴨 川市役所)と 民間 (観 光協会)の 足並みがそろわ
ず 、バラバラに活動 してきた6が 、2013年 3月 の市長選挙で、観光 に関 して行政 と民間が同じベ ク ト
ルで活動できる人が市長となった。 これによ り、財政面で豊かな行政と智恵を持つ 民間が一体 となっ
て観光 に取 り組む環境が整ってきた。
第 2は 、鴨川市 の観光 のコンセプ ト7作 りである。現在、観光協会が中心 とな り、鴨川 の観光 のコン
セプ トは何か、将来のイメージを決定 して事業を進められ るように観光 のコンセプ ト作 りを鴨川市に
提案 している。第 3は 、財政面の強化である。現在、観光協会 は市か らの補助金 と協会員の会費で運
営 されてお り、収益を生み出す事業を行って いな い。 これを改善 し、収益事業 に携わって安定的な収

6観 光庁ホームベー ジ 「宿泊旅行統計調査 J

wπ mlit

(http鶴 〃

gojp/kankocho/slryou/totteyshukuhakutoukei html、

2014年 2月 12日 間覧)参 照。

6前 項 で述べたよ うに、2006年 3月 に策定 された 「鳴川市観光振興基本計画 ―鴨川ホ リスティ ックツー リ
ズム ー」 (10年 計画)は 、当時の観光関係者 とともに行政が策定 したにも関わ らず、年月が経 つ間 に連携
に観断が出てきたようである。

7「 ある宿泊施設が 2011年 に実施 したインターネ ッ ト・ アンケー トによれば、鴨川 といえば、鴨川 シー ワ
ー ル ドのイメー ジしかなかった。これは、鴨川市 としての コ ンセプ トがな い と考え られる。Jと い う発言が
ヒアリング調査時に開かれた。
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入を得る必要がある。このための仕組みが、前述 の 「カモ旅」である。8月 19日 に立ち上 げた宿泊予
約サイ トでのインターネッ ト販売は 9月 2日 時点で 200名 の予約実績がある。
鴨川市 の観光資源 としては、フラワーセ ンター、南房総花街道

8、

誕生寺

(日

蓮聖人誕生の地)、 大

山千枚田9な どがあるが、現在、観光案内所で案内できるのは施設 の紹介 のみである。これ らの観光資
源 を組み合わせ、商品化 を図 りた いと考えている。ただし、鴨川市の場合、二次交通をどうするかと
いった問題がある。旅館組合では、 自前のマイクロバスを使った湯め ぐりを行った。JRデ ィスティ
ネー ションキ ャンペー ン10の 時には二次交通を付けたが、参加者が少なかった。 これは、企 画を作る
のに手 いっぱいで、宣伝の時間や予算が足 りなかったとい う反省点があがっていた。
観光客 のピー クは海浜 リゾー トで賑わ う夏である。次 いで花の季節 の 2月 ごろであり、ゴールデン
ウィー クを除くと、4〜 6月 はオフシーズンとなっている。10月 、11月 には団体客が訪れ るが、養老
渓谷 (大 多喜町)の 紅葉 に客 をとられている。
旅館組合では、現在、地場産品の洗 い出 しと商品化に取 り組んでいる。入浴剤、お米、お花畑、鴨
川七里 (枝 豆の一種)、 アジサイ といったものの商品化である。菜の花畑 を中心 に宣伝を行 い、12〜 3
月中旬には花摘みの宿泊客 を呼び込んでいる。菜 の花畑で栽培された菜の花米 を旅館で提供するとい
った試みもなされている。また、鴨川七里を復活させてオーナー制度を導入 し、収穫時 の秋 には旅館
組合 で枝豆狩 りも実施 している。宿泊客のメインは海を求める滞在客だが、海をメインとした商品が
作れて いな いことが課題である。新 しい試みとして、亀田総合病院11(1000ベ ッ ド)の 人間 ドック受
診 のための宿泊客 に、旅館組合 のチラシ配布 を開始 した。なお、外国人はイ ンターネ ッ トで予約を行
う個人客が中心で、東京在住 の外国人と思われる。

2.南 房総市
(1)南 房総市商工観光部観光 プロモーション課および南房総市観光協会
①観光産業の位置づけ (産 業構成、雇用など)

8年 前 (2005年 度)に 市町村合併があり、7つ の町村12が 一っ になって南房総市が誕生した。商工
観光 に関 して、合併以前には各町村に 2〜 3人 程度の担当者がいたのだが、合併を経て 4年 前か らは
南房総市商工観光部という今の形の組織が これを担うようになった。南房総市商工観光部には、商工
観光課と観光プロモー ション課がある。商工観光課は海水浴、イベン ト、商工を担当 し、観光プロモ
ーション課はプロモーションを中心に担当するとともに 「道の駅」を所管 している13。
8日 本風景街道 の 1つ 。2013年 10月 25日 現在、日本風景街道には全国で 131ル ー トが登
録されて いる。
9日 本 の相田百選 の 1つ 。
102007年 2月 1日 〜4月 30日 に行われた。鴨川では、「春 の花 と伊八 の神社仏閣め ぐり
」を企画 した。こ
れは、「波を彫 らせた ら日本 一」といわれた武志伊八郎信 由が残 した神社仏閣の装飾彫刻 を見て回るもので
あった。
11鴨 川市にある日本最大規模 (大 学病院を除く)の 私立総合病院。
12富 浦町、富山町、三芳村、 白浜町、千倉町、丸山町、和田町か ら成る安 7町 による
房
村
合併 によって 、
2006年 3月 20日 に南房総市が誕生 した。 (出 所 :「 南房総市ホームペー ジ :歴 史」
httpノ w‐ cityminamibOso chiba jp/Oooooo1221 html、 2013年 12月 1日 閲覧)
13 南房総市商工観光部による資料 『南房総市の観光 』(201210版
)の 4ベ ー ジか らは、次 のよ うな こと
が窺 える。
商工観光課は、①商工業の活性化と新産業の育成 【
a戦 略的企業誘致/b商 業の活性化 (プ レミアム付商
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できるだけ観光に力を入れて、それによって他産業 (た とえば建設業等)に も好循環がある ことを
期待 して いる14。 南房総市総合計画 (2008年 〜2018年 )に よると、将来像 として 「地域づく りの根
『み らい』を構築 していくため、人・ 自然・
幹である『ひと』が、それぞれの『ゆめ』を大切に育み、
産業・ 歴史な どをひとつ に合わせ、『魅力の郷 南房総』を創ろうと願 う。
」 ことが示されてお り、そ
「
のための重点プロジェク トとして 観光都市・環境都市の実現Jが 挙げ られて いる15。 南房総市では
観光 を このように位置づけて いる。
南房総市の産業構成 に関する正確なデータはないそ うだが、第 3次 産業従事者が多 く、中でも観光
関係 の産業へ の従事者が多 いとい う。

②観光振興についての独自の取り組みや支援策など
宿泊施設数は昭和 50年 代がピークだった。宿泊客および日帰り客の客数が落ちており、2010年 度
図表

3

南房総市 の 観光入込客数 と宿泊 客数 の 推移
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出所 :南 房 総 市観 光課 資料 よ り筆 者 作成。

品券)/c中 小企業の経営基盤強化・安定化支援 (資 金の利子補給、新たな設備投資支援)】 、②観光資源を
d魅 力ある海岸利用の推進 (海 水浴場設、キャンプ場)/e協 同による公園・緑地の
活かしたまちづくり 【
管理 (観 光施設美化ボランティア)】 を担当する。
観光プロモーション課は、③観光交流拠点施設等の機能強化 【
f観 光交流拠点施設等 の機能強化 (道 の駅
施設の再編)/g魅 力ある海岸利用の推進 (ビ ーチスポーッ (サ ーフィン)、 エコハイキング)】 、④観光資
h観 光商品開発/i観 光プロモーション (『 花』と『食』
源 を活か したまちづくり 【
)/」 観光受入体制の整
備 とホスピタリティの向上 (体 験プログラムの拡充、花の景観づくり)/k都 市と農漁村との交流 (中 間
支援組織・機能の強化)】 を担当する。
①は商工会と連携しながら、②およびЭの gは 観光協会と連携 しながら、そ して③ の fと ④は指定管理
および直営管理する道の駅と連携しながら、それぞれ推進 している。 これが南房総市の観光推進体制であ
る。
14 南房総市市長 の石 井裕氏は市長 2期 目の 抱負 として、南房総市ホ ー ム ベー ジを通 じて 2010年 5月 13
日付で 「協働のまち づ くり・ 農商工連携の観光振 興・ 地産地消の推進 ・ 子 どもたちの学力向上な どを引き
続 き重点 に取 り組みます」 と述 べ て いる。
(出 所 :httpノ vvw,ciじ minamiboso chiba jp/Oooooo1708 html(2013年 12月 1日 閲覧 )。 )
15 南房総市商 工観光部資料 『南房総市 の観光 』3ペ ー ジよ り。
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以前 の水準にまで戻 した い というのが今の最大の 目標であるとい う16。 南房総市では観光振興 のため
に、以下のようなさまざまな取 り組みを展開している。
・ 株式会社ちば南房総 17
南房総市内の 「道 の駅」運営会社 (第 ニセクター)で ある、株式会社 とみうら、株式会社部 の里、
株式会社丸 山町振興公社の 3社 が、2012年 10月 1日 に合併 した。この合併 による社名変更で、株式
会社 とみ うらが株式会社ちば南房総 となった。 これは、道 の駅の管理・ 運営、特産品の加 工、販売、
卸、観光農園、着地型旅行商品販売を主たる業務とする組織であ り、2013年 1月 3日 現在 の正社員
は 17名 である。
株式会社ちば南房総は第 3種 旅行業 の免許を取得 してお り、株式会社ちば南房総が窓 日とな りその
営業部門 と企画部 門 (南 房総市観光プ ロモーシ ョン課が担当)の 両方が関わ り合 いなが ら、さまざま
な観光商品を作っている。たとえば JR東 日本 とともに 「び ゅう商品」を企画す ることもある。そ し
て JRの 企画会議には、南房総市担当者も第ニセ クター担当者 も立ち会うことがある。
株式会社 ちば南房総の前身である株式会社 とみ うらは元 々富浦エ リアを拠点 としていたため、この
地域 に関す る強みは有 している。他方、富浦エ リア以外 の部分 については、各地域がそれぞれ有 して
いる特色を活かせるように行政がフォローす ることで、それぞれの地域にあった ものを活かせるよう
にして いる。
・ 道 の駅
旧安房 7町 村が合併 して南房総市 になる前か ら、それぞれの町村が道の駅を持って いたために、南
房総市内 には計 8か 所18に 道 の駅がある。 これは全国的にも高山と並んで数が多 い。 これに加えて農
業の産直所 も 30か 所ほどある。
産直所 は地元民による和J用 も多 く、道の駅についても地域の人も利用せよとアピール している。 こ
うして、たとえば 「道 の駅富楽里 とみやま」では、休祝 日は観光客の利用が多 いものの、平 日の利用
は 7〜 8割 が地元民によるものであ り 15時 には野菜が売 り切れるほどとなって いる。
南房総市の道 の駅へ の取 り組みの歴史 は古 い。1998年 に全国で道 の駅がスター トしたのだが、「道
の駅 とみ うら・枇杷倶楽部」は全国で最初に認定された道の駅 (全 国で第 1期 登録)の ひとつである。

16 2001年 度以降 の南房総市 へ の観光入込客 と宿 泊客 について、図表 1か ら次のよ うな ことが 窺え る。2003
年度 までは、観光入込客 は 650万 人強、宿泊客は 120万 人前後、そ して両者 の合計 は 780万 人前後で推移
していた。 しか し 2004年 度 に客数が急降下 し、宿泊客は 600万 人を割 り、観光入込客は 100万 人を割 っ
た。それ以降は客数 の増減は一進 一退 の様相で、合計 も 600万 人前後 とい う推移であった。2009年 度 には
観光入 れ込み客 の増加が寄与 して合計数が い ったん上向 いた ものの、その後 2010年 度そ して 2011年 度 に
は再び、全て の客数が逓減 している。

17 株式会社 ちば南房総 の資本金お よび資本準備金は全額、南房総市が出資 している。 役員 としては 2013
年 (平 成 25年 )1月 4日 現在、代表取締役社長 として南房総市長が、代表取締役副社長 として 富浦地 区代
表 。安房農業協同組合 理事が、取締役 としては、南房総市観光協会長 、観光 カ リス マ 、三芳地区代表 、南
房総市商 工観光部長、南房総市観光 プ ロモー ション課長、南房総市観光 プ ロモー シ ョン課 グル ー プ長 、株
式会社ち ば南房総統括部長、丸 山地区代表・ 株式会社ち ば南房総営業販売部長が、名 を連ねて いる。
(出 所 :株 式会社ちば南房総資料 『枇杷倶楽部 プ ロジェク ト』よ り。
)
18以 下 の計 8か 所である。「道 の駅富楽里 とみや まJは ハ イウェイオアシスであるとともに特産品販路の
拠点、「道 の駅 とみ うら枇杷倶 楽部」 は集客 システム拠点 (商 品開発力&ラ ン ドオ ペ レー シ ョン〉、「道 の駅
おお つの里花倶 楽部」は花の流通拠点、「道 の駅 三 芳村部 の里」は三芳地域の観光拠点、「道 の駅 白浜野島
崎」は白浜地域 の観光拠点、「道 の駅ち くら潮風王国」は特産品販路の拠点・外房地域 の集客支援拠点、「道
「道 の駅和田浦 WA・ 0!」 は和 田地区 の観光拠点 として、
の駅 ロー ズ マ リー公園」は丸山地域の観光拠点、
それぞれ位置づ け られている。 (出 所 :南 房総市商 工観光部資料『南房総市 の観光 』(201210版 )、 16ペ ー
ジよ り。)
‐8‑

・ 道 の 駅 とみ うら 「枇杷倶楽部」 19
特産 の 「枇杷 (び わ)」 と、た くさんの 出会 いの ある 「倶楽部」 となる願 い を込 めて命名 され た この
施設 は 、 1993年 11月 27日 に開設 された。 これ は もともと、 1日 富浦町 (現 南房 総市 )と 株 式会社 と
み うら (現 株 式会社 ちば南房総 )の 両者 が 関与す る複合 的な組織体 に よって運 営 されて い た。産業 ・
文化 の 振興・ ITを 担 当す る公共部 門 と、販 売・ 卸 ・ ツア ー誘致・ 加 工・農場 に 関 わ る営業部 門 か らな
る組織 によつて運営 されてお り、オー プ ン 当初 は 、公共部 門を富浦町枇杷倶楽 部課 が 、営業部 門 を株
式会社 とみ うらが 、それ ぞれ 担 つてい た。 現在 は 、公共 部 門を南房総市観 光商 工 部 プ ロモー シ ョン課
が担 当 し、株 式会社 とみ うらか ら名 を改 めた株 式会 社 ちば南房総が営業部 門 を担 当 して い る。 また 、
オー プ ン当初 は 富浦町長 が 、現在 は南 房総市長 が 、 この組織 の代表 取締役社長 で ある20。
まず は特産 の 「房州 び わ」 を活かす ため の 取 り組 み か らス ター トし、 この取 り組み を通 じて他 の取
り組 み を展 開す る上 で も必要 となるノ ウハ ウを蓄積 して いつた。以下 で詳述す るが、オ リジナル 商品
と体験 の 両面展 開 を行 つてい る。
a.特 産品 「房州 びわJを 活 か したオ リジナル 商品 の展開
枇杷 が特産 とは い え、 その実 を 目にで きるの は 、実際 は 5〜 6月 の み で ある。 このため、今 までは
ほ とん ど廃棄 処分 されて い た 出荷規格外 の房州 びわ による加 工 品を作 る こ とを通 して 、観光客 には

1

年 中 llZオ 巴を感 じて もらえるよ うにす る取 り組 み を進 めた。 こ うして地 場産 の枇杷 を原料 としてオ リジ
ナル 商品 を開発す る ととともに、 そ のブ ラ ン ド化 を進 めて い る。現在 では

40ア イテ ム を超 えるオ リ

ジナル 商 品を展開 してい る。
オ リジナル 商 品は差別 化 につ なが る こ とか ら集 客 にお い て効果 を発 揮す るともとに、 これ は 当地域
の 多様 な主体 が連携す る こ とに よって 実現す る取 り組 みである こ とか ら、地域 の生 産者 お よび製造業
者 をは じめ とす る商工 事業者 に対す る経済効果 に もつ な がってい る。
そ して道 の駅 とみ うら 「枇杷倶楽部」 は 、観光 商品化す る さい にその 関与 が必 要 とな る出先 のつ な
ぎ役 の役割 を果 た してい るのであ る。枇杷倶楽部 の構成員 には様 々 な母体か らの 出身者 がい る こ とよ
り、 この 強み が活 か され てい るのだ とい え る。
b 「一括受発 注 システム」 の構築
道 の駅 とみ うら 「枇杷倶楽部」の担 う出先 のつ な ぎ役 とい う役割 は、「一 括受発注 システ ム」 と名付
け た集 客交流 モ デ ルの構 築 に もつ なが ってい る。 一 括受発注 システ ム とは 、地 域資源 を活かそ うと生
産者や 商 工事業者 と連 携 を図 りな が ら、農業体験 (び わ狩 り、苺狩 り、花摘み等 )や歴 史、景観 と食
事 を組 み合 わせ 、東 ねて一 括 で観光会社 に販 売す る こ とであ る。 これ は 、世界遺 産や特級 の観 光資源
が な くて も、近 隣 の市町村 も含 めた小 さな観 光資源 を束ね るこ とで団体客 を誘 客 しよ うとす る試 みで
あ り、実際 に 日帰 りの観光 バ ス誘致 に成 功 してい る とい う。
この ため、団体 を受 け入れ られ るよ うな商 品づ く りに取 り組 んで い る。 体験 には農 業 の協力 が必 要
で あ り、食事 につい ては大 きな食事処 が な い た め、地元 の 民宿 による協力 が必 要 となる。初 めは 客 が
求 めるものが何 であるのか手探 りであつた し、生産者側 もた とえば人 を農 地 に入れ た くない /入 れ る
こ とがで きない な どの抵 抗 が あ つたか も しれ ない。 中で も 「花」 につい ては一 番苦労 した とい う。花
摘 み客 の靴 の裏 に よつて雑 菌 が持 ち込 まれ た り、服 に擦れ て葉 が痛 んだ りとい った 問題 が発 生 したた
め 、一 般 の農園 での花摘み 体験実施 は諦 め 、直営 の農 園 のみ での実施 とす る こ とに した。 この よ うな

19本 項 の 内容 は 、 ヒア リン グ内容 に加 え 、 資料『南房総市の『道の駅』
』(20137改 定版)に 基づき補筆 し
た。

20株 式 会社 ち ば南 房 総 資料 『 枇杷 倶 楽 部

プロジェク ト』 より。
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試行錯誤 を通 じて、行 政側 に もやがて商 品化す るアイデアや ノウハ ウの蓄積 ができた。
この シス テ ムのため道 の駅 とみ うら 「枇杷倶楽部」 と各主体 との 間では、次 のよ うなや り取 りがな
され て いる。観光会社 との 間では、企画提案、送客 ・ 料金精算、ク レー ム処理が行われて い る。観光
客 に体験 プ ログラムや食事や観光 な どの商 品 を提 供す る主体 との 間 では、 計画 の立案 、 送客 の配分、
ク レー ム 処理 、 料金 の支払 いが行われて いる。
一 括受発注 システム による送客 の手数料 は、枇杷倶楽部が 3%、 旅行会社が 10%と な って い る。道
の駅 とみ うら 「枇杷倶楽部」 と しては この商品 での採算は合 っていないが、 来訪者 による物 品購入 に
よって コス トとの 帳尻 を合わせて い るという。
・ 南房総市観光 プ ロモ ー シ ョン課 による営業
」TB、 は とバス、クラブツー リズムな ど、あ らゆる相手 (旅 行業者 )を 対象 として営業 に出て い る。
団体客 が ほ しい とい う ことがそ の理 由のひ とつである。
そ して、 旅行業者が作 るバ ンフ レ ッ トに当地が 掲載 されて い るか否 かが プ ロモー ションを左 右す る
大 きな要 因で ある と認 識 して い る こと も、理 由 のひ とつである。バ ンフ レッ トは旅行業者が コス トを
負担 して作 るものである。 旅行客が旅行 を企 画す るさいに、 コー スの参考 と して 旅行業者作成 のバ ン
フ レ ッ トを活用す るな らば、そ こに掲載 されて いれ ば当地 も行 き先 の候補 に挙 がるチ ャ ンス を得 る こ
とができる。 この ため、バ ンフ レッ トに掲載 され るよ うア ピール をす るのである。
なお、以下 の話 も聞 いたので、補足 として ここに記す。
東京湾 アクアライ ンの 開通後 には 5,000台 のバスを誘致す ることができたが、そ の時が ピー クで現
在 は減少 して いる。tTR東 日本 のび ゅう商品 による客 は、来 るまでは個人旅行 とい う側 面 が強 いが、
来訪後は団体客 に準 じた扱 いができるとい う特徴 を備 えて い る。他 方、道 の駅 の客 は近 年 、団体客か
ら個 人客 へ とシフ トしつつ ある。
③南房総市観光協会 につ いて
南房総市観光協会 と南房総市 の間 で、 役割 を分 けて取 り組み を行 って い るわ けではな い とい う。観
光協会 の 自己資金 で実施 して いるのは花火 のみ で、それ以外 はほ とん ど市か らの助成金 を受 けて の取
り組 みである。
「南房総観光連盟 Jに よって、 1(1)で も触 れたよ うに広域 観光 に も取 り組 んで い る。 南房総観
光連盟は、南房総市、館 山市、鳴川市、鋸南 町 といった 3市 1町 と、観光協会 か ら成 り、南房総市商
工観光部観光 プ ロモー ション課が事務局 を担 当 して いる。 これ らの広域地域 間 の相補 効 果 を狙 つて、
プ ロモー シ ョン等で連 携 を深 めよ うとして い る。それ とい うの も、 これ ら 3市 1町 の 間 に行 政 として
の 区分 はあって も、観光客 は これ らを

南房総 "と 総括 りに認識 して いるか らである。上 記 の

3市

1

町 はそれぞれ、 内房な い し外 房 に位置 づ け られ る。 内房 の 良さと外房の良さを活か しつつ、客 の 目線
に立 って、これ らを どう結 び付 けるかが大切である。このため 3市 1町 で 情報 の共有化 を進 めて、 い
い もの"を 皆 で共有 し、さ らには良いと思われ る周辺 の観光資源 も結 び付 けて有効 活用 して、何 らか
の形で生きる道 を探 して いかな い とい けな いと考 えて いる。
なお南房総市 が 誕生 した 8年 前 (2005年 度 )に は このよ うな考 え方 を して いなか ったが、徐 々 に い
い もの"に 焦点を当て る今 のよ うな考え方 にな ってきた。 すなわ ち、全て に対 して 平等 ではな く、「や
る気 Jに 対 して 平等であるべ き、という考 え方である。「や る気Jに 対 して、とい うのは 「投資効果 の
ある ところ」 に対 して、 という意味で ある。た とえば 「枇杷」 も美味い ものだ け に焦点 を当て るので
あ り、全 部 ではな い。 こ うして地域 の 中での競争意識 をうまく作 ろ うとしている。
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④その他

a

フ ィ ル ム・ コ ミ ッ シ ョ ン

南房 総市 にフ ィル ム・ コ ミ ッシ ョンは ないが、南房総市役所 の担 当者 がそれ に相 当す るよ うな役割
を果 た してい る。南房 総市 か らの売 り込み は してい な い に も関わ らず 、南房総市は映画や ドラマ 等 の
撮影地 として多 く活用 され て い る。た とえば 2012年 の撮影 実績 は 46件 あ り、これ は 千葉 県内 4位 の
件 数 で ある。 ロケ地 に決 ま った理 由 としては、イ メー ジに合 つたか らとい うことが圧倒 的 に 多 い。
南房 総市役所 には 、撮影場所 として使 つていい ところ の さば きや ノウハ ウが 蓄積 されて い る。撮影
者側 の 間 にも、南 房総 市は面倒 見が いい とい う情報 が流れ てい る様子で あるとい うこ とだ った。
最近 で い えば、「サ マー ヌ ー ド」とい う ドラマ で も撮影場所 を提供 してい る。 この ドラマ の 「ロケ地
巡 り」 を 目的 とす る観光客 の来訪 も見 られ る。 自然 、景観 、歴史 とい った観光資源 につい て 、今 まで
は あま り観光 商品 として活用 してい なか っ たが 、 これか らはこれ らの観 光資源 をで きるだけ活用 す る
よ うな取 り組 み を進 めて い こ うと考 えてい る。

b

交通 ア クセス
自家用車 を利用 しての来訪者 が 多 く、恐 らく 7割 以 上がそ うである と考 え られ る。 ひ とつ には東京

か ら内房 は

1時 間 30分 で来 て しま う近 さであるこ と、 こち らに来 てか らの二 次交通 を考 え ると車で

な い と不便 であるこ と、 が理 由 と して考 え られ る。
このため、 た とえば海水浴客は 日帰 り客が 多 い とい うこ とだ つ た。
客層 としては家族連れ がター ゲ ッ トとい うものの 、広 く捉 えてお り絞 り込んで い るわ けではな い と
い うこ とだ つ た。 家族連れ をター ゲ ッ トとす るのは 、交通 アクセス に関す る実態 と関係 してい るのか
も しれ な い。

c.近 年 の 関心
市長 は今 、「ス ポー ツ・ コ ミュニ ケー シ ョンJに 興味 を持 つてい る とい う。7町 村 が合併 して 南房総
市 にな つたわ けで あるが 、元 々 それぞれ の 自治体で体育館 を有 してお り、 このため南房総 市には体育
館 が複数存在す る。 これ らを有 効活用 したい とい う考 えである。使 う人 の年齢 は低 い方 をター ゲ ッ ト
と考 えて い る。 た とえば岩井地 区では宿泊で きる体 育館 を持 って い るこ とか ら、 これ を活 か して若 い
人 向け の活用 がで きな いか と思 っ て い る。
また今、「森林 セ ラ ピー 」の可能性 に着 目 し、そ の コー スづ く りにつ い て検討 してい る。 この取 り組
み は、 ス トレス の沼 ま ってい る若 い

OL向 け と想 定 してい る。 た とえば現在 は長野や群馬 方 面に森林

セ ラ ピー に行 つてい る人た ち がい る。 そち らの方面 につい ては冬 は雪で 閉 ざされ森林 セ ラ ピー がで き
な いが 、南房総市ではそ の よ うな心配 はな い。 こ う した長 野や群馬 に行 つてい た人 たちの獲得 も狙 つ
ている。
お金 があま りな い若 い人 たち 向け に 、 キ ャ ンプ場 の さらな る活用 も考 えてい る とい うこ とだ つた。

(2)南 房総 市旅館組合
①組合 としての活 動 の現状
元 々、南房総市全体 と しての旅館組合 はなか った。 千倉町旅館組合や 白浜町旅館組合 とい う地 区 レ
ベ ルでの旅館組合 はあつた ものの 、内房 の方 には旅館組合 はなか った。
今 か ら 3年 ほ ど前に、有志

3人

(南 房総 市旅館組 合組合長 の鈴木氏 は この 中の一 人 )で 南房総 市全

体 として の旅館組合 を立 ち上 げ よ うとい うこ とにな った。 ただ し、千倉町旅館組合 は新 し く立 ち上 げ
た この旅館組合 に加 わ らず 、今 も何軒 かの旅館 が 千倉町旅館組合 に残 つたままである。 ゆえに正 確 に
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は 、南房総 「市」旅館組合 でな く、南房総旅館組合 とい うこ とにな る。南房総市旅館組合 には 、千倉・
白浜 エ リア、岩井 ・ 富浦 エ リア 、和 田・ 丸 山エ リア といらた各地 区 か ら計

20軒 がカロ盟 してい る。 当

組 合 の財源 につ い ては 、補助金 は受 けてお らず 、独 自財源 に よ つて運 営 してい る。

なお南房総市にある観光関係 の組合 として旅館組合以外については、民宿組合、観光協会、温泉組
合 がある。観光協会 は指導的な立場でイベ ン ト等を実施する、取 りまとめ的な存在である。温泉組合
は旅 館組合 とは双子のよ うな存在であるが、旅館 の 中には温泉 のない ところ もあるので、旅館組合 と
温泉組合に分 かれてい る。 なお温泉組合は入湯税を基に、市の補助金 ももらって運営 している。
②交通アクセス と客の特徴について

90%以 上の人 が車で来訪する。東京か らの高速バ ス を利用する客も多い。
昔 の 白浜は大型旅館 が多 く、団体旅行 も多かった。 しか し今 では、団体客を対象 とした大型旅館 の
多 くが駄 目になってお り、大型旅館で地元資本によつて運営 されているところはない。 白浜にもチ ェ
ー ン店 (た とえば伊東園な ど)が 入 つてい る。

20年 前ならば、海があるだけで人が集まった。 しか し現在は、オ ンシーズン とオフシーズンがかつ
て とは逆にな って きてい る。今では 10月 終わ りか ら 5月 までがオンシーズン となっているが、 これ
は 「花の房総」 とい うイメージによる。雪が降 らず 、花があるため、近年 では例年 2月 頃の客数 が一
番多 くなってい る。 このよ うにオンシーズンは自然 の ものによつて集客がで きてい る。オ フシーズン
の谷 をいかに埋めるかに工夫 が必要 となってい る。
③行政 に望む こと
旅館組合長による表現であるが「 伊豆は高級の革靴 で も行けるが、房総には ビーチサ ングルで行け
る"と い うイメージ」 だとい う。 っま り、伊豆には高級旅館 があるが、房総は民宿 が多いので ビーチ
サ ンダル でも行けるイ メージ とのこと。 このため、房総 に対するイメージア ップが必要ではないか、
せめて運動靴を履 くくらいの レベル にイメー ジア ップ したい とい うことだった。
観光協会 としての取 り組みには 日帰 り客の誘致 も含まれてお り、またむ しろ、 日帰 り客の誘致 のた
めの取 り組みの方 が実際多い とい う。 つま り、宿泊につながらない企画が多い とい うこ とである。ゆ
えに、旅館組合 としては、来訪者 を何 としても宿泊 に結 び付けたいので、独 自の取 り組みが必要 とさ
れているのが現状 である。
1日 の うちに地元 に落 とす金額で考 えると、地元客 はスーパーでの買い物に 2,000円 を使 うが、宿
泊客は 20,000円 ものお金を地元に落 とす存在 であると考 えてい る。 日帰 り客はその地域 にどれだ け
のお金を落 としてい くのであろ うか。 む しろ日帰 り客 は、来訪 して、現地で可能な限 りのパ ンフ レッ
トを集めて、その 日の帰 りには もはや不要 となったパ ンフ レッ トを道の駅で捨てて帰るとい う行動を
取る人が多い。 こ うしてパ ンフレッ トが ゴ ミとな り、 しか もゴ ミが大量に出ることになる。 このよ う
な認識を語 ることで示唆的に問題意識 を提示 していた。
④組合 として力を入れてい ること、お よび今後 の課題
旅館組合 としては来訪者 を宿 泊に結び付けるべ く、夜 のイベ ン トや早朝のイベ ン トを考 え実施する
こ とに取 り組んでい る。統計 はとっていない ものの、 こ うした取 り組みが実を結んでお り、 さらには
リピー ター も増 えてきているとい うことだつた。
具体的にはたとえば次のよ うなイベ ン トを継続 して行 つてお り (い ずれ も開催場所は白浜 フラワー
パー ク)、 好評 を得てい るとい う。 これ らは南房総での興味あるイベ ン トの 1位 と 2位 とされてい る
ものである。
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第 1に 、温泉組合との共催で 「南房総 蛍ファンタジア」を 6月 頃 に開催 している21。 これは 「海
ホタル」と「里ホタルJ(源 氏ホタル)と い う二つのホタルを一緒に見る機会 を提供するイベ ン トであ
る。この時期 にイベ ン トを開催するのはオフシーズンの誘客を狙ってのことで あり、
好評を博 して年々
客 が増えている。元々の趣旨としては子供にホタル と触れあってほしいとい う思 いがあ り、記憶に残
れ ば大きくなってさらに自身の子 どもを連れてきて くれるだろうとい う考えもあった。なお、このイ
ベ ン トを宿泊につなげるために、 開催時間を 20時 か ら 21時 の間 とするという工夫を凝 らしている。
これは このイ ベ ン トを見るためには宿泊が必 要とな る時間設定である。 しか も、宿で夕食 とお酒をゆ
っくり楽 しんでもらってか ら出てきて もらうという想定で、開催する時間帯を設定 しているのである。
客層 としては、ファミリー層やカップル の集客 につ ながっている。大型旅館 の中にはこのイ ベ ン トを
団体 の集客 につなげて いるところもある。
第 2に 、「房州海老まつ り」 というイベ ン トにも力を入れて いる。1日 100名 限定で 10月 に数回実
施 してお り22、 lo年 以上続けて いて メディアでも紹介されてお り、当地の一つの 目玉イベ ン トともな
って いる。伊勢海老の漁獲高 日本一が実 は南房総であり、「房州海老Jと 呼ばれるこの海老は 日本一早
い解禁 日を誇 る。 これを活か してのイベ ン トである。 自分 で釣って、直火で焼 いて食べ る、また房州
海老の味1曽 汁 も味わって もらう、という楽 しみを提供 している。南房総市旅館組合宿泊者には割引料
金が設定 されている。
なお上記 のようなイベ ン トの他 にも、旅館組合 としては宣伝 に協力するなどのバ ックアップをする
という関わ りで、個人 によって 開催 されて いるイチジク狩 りな どのイベ ン トもある。
南房総市が東京都内で実施 した南房総 のイメー ジに関する調査によると、最近は実は「花Jよ りも、
「体験」 や 「イベ ン ト」 の方が集客源 となっている、とい うことが明 らかになって いる。 こうした こ
とか ら、旅館組合 としてもイベ ン トには今後 ともに力を入れていくことが重要であると考える。
イベ ン トの今後であるが、新 しいイベ ン トを増やす ことにはお金がかかるので、今やっているイベ
ン トのバ ージョンアップや定着を図る ことに当面は力を入れていきたいという。手を広げるよりも、
各 日にお客を呼べ るイベ ン トの充実 を図ることに力を入れて いきたい。
⑤ その他
集客す るために何 をやって もいい とい うわけではない、と考えている。旅館 は旅館 、ホテルはホテ
ル として の特徴があるはずである。宿泊す る側 の心構え としてもそれぞれにお けるマナーやルールが
あるはずであるが、今ではそれが崩れてきて いる。受け入れ側の応対 も、必 要 に応 じて考えるべきで
な いか。それが房総 のイメー ジとして定着するのであ り、
イメージは宣伝で作るものではないという。
南房総 の一般論ではな いと前置 きされた上であるが、目指す宿はオ ンリー・ ワンの宿 とい うことだ
った。海以外何もないここでやってい くためには、オンリー・ ワン、 ここに行 きたいという宿 にな ら
な いと生き残れな いということだった。
東 日本大震災 の影響を受けて落ち込んだ客足の回復 については、3万 円台 の価格帯 の宿泊客は戻っ
ているが、1万 3千 円台位 の価格帯 の客が戻って いな いということだった。

212013年 の ケー スでは、 5月 17日 か ら 6月 23日 の毎週 金・ 土 日曜 日とい う期間で開催 された。
221o月 の各 日曜 日限定開催 とされ、2013年 の ケー スでは、10月 6日 、 13日 、20日 、27日 の 、各 日午前
10時 か ら先着 100名 限定で開催 された (雨 天中止 の場合あ り)。
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千葉県庁

千葉県は、成田空港 とデ ィズニー ラン ドという誘客に関わる大きな施設を有する県である。開通当
初 は通行料が 4000円 と高 く利用率が悪かったアクアライ ンも、社会実験 によ り現在 800円 の通行料
となってお り、交通量がかな り増加 している。 このアクアラインを利用 して木更津 にあるアウ トレッ
トに訪れ る人 も増えている。 この千葉県は、県知事が 2002年 2月 に 「観光立県」宣言を行 い、2008
年 3月 には 「千葉県観光立県 の推進に関する条例」を制定 し、 同年 10月 「観光立県ちば推進基本計
画J(5カ 年計画)を 策定 していることか らもわかるように、観光 に力を入れて いる県である。この基
本計画は 2012年 度 に終了していることか ら、現在 は新たな観光基本計画を千葉県総合計画 と併せて
策定するために、「ちばの観光掘 り起 し隊地域プロック会議28」 を開催 している。2011年 には観光を
担当す る部署を観光企画課 と観光誘致促進課の 2つ に分け、誘致専門官も配置 して観光誘致 に力を入
れている。千葉県商工労働部観光企画課 (2012)に よれば、2011年 度の観光入込客数 133,353千 人、
宿泊客数 12,529千 人となっている24。 これ らの観光客 の半分以上が県内か らの来訪で、東京都・神奈
川県・ 埼玉県が合わせて 34%と なっている。
震災 の影響は、海岸沿 いの地域の観光客はまだ回復 して いないが、県全体 としては震災前の状態に
ほぼ戻 つている。海岸沿 いは津波 の被害 と放射性物質の風評被害25か ら、震災 前 と比較 して海水浴客
が半減 している。潮干狩 りの観光客 の被害 も大きい。

2013年 に首都圏中央連絡 自動車道

(以 下圏央道 )が 開通 して 自動車で の来訪が増えたが、交通 の便

が良くなったため 日帰 り客が増えて いる。東京湾アクアラインと圏央道を活用 した観光振興 に取 り組
んで いるが、勝浦市や鴨川市か らは、この圏央道 につなが る道路の整備を求める声が あがっている。
観光振興 のための取組みとしては、受入れ体制 の強化、情報発信 の強化、国際観光 の強化 とい う 3
点 に力を入れて いる。
受入れ体制の強化 の取組みでは、観光 トイ レの整備、宿泊滞在型の観光 の促進、サイクルツー リズ
ムの推進 に取 り組んでいる。以前に観光客に対するインターネッ ト・ アンケー トを行 ったところ、千
葉県のよくな いところとして トイ レがあげられた。2009年 に就任 した森田知事 の観光地再訪 のために
はきれいな トイ レが重要であるとの考えか ら、公衆 トイ レの改修経費に対する助成にかな りの予算枠
26を
27を

設けて いる。千葉県は、日本一標高差の低 い県であることか ら、毎年 10月 に「ッール・ ド・ちば」
開催 し、これにも力を入れている。 これはス ピー ド競技ではなく、房総半島の景色を楽 しみなが

らサイクリングする ことを目的とした大会である。また、各観光協会、各市町村 の行政 に携わ る人、
観光施設 の人、一般企業の人たちを対象 に観光 リーダーの養成 にも力を入れて いる。すでに 4〜 5年
実施 しているが、養成講座を修了した人のその後 の活動をフォローできていないことが課題 となって
いる。

23東 葛飾、ベイエ リア、北総、九十九里、南房総、かずさ・臨 の 6プ ロ
海
ックか ら成る。
24静 岡県文化・ 観光部観光・ 空港振興局観光政策課 (2013)に よれば、
静岡県 の 2011年 度観光交流客数
(千 葉県 の観光客入込客数 と同じ意味)129,660,931人 、宿泊客数 16,841,873人 となってお り、観光入込
客数では千葉県 のほうが多 いが、宿泊客数では静岡県のほうが多 くなっている。
25農 産物は放射性物質 の基準値を上 回つて 出荷制限が行われた
時期 もあったが、海水浴のための基 準値 は
クリアしていた。
26観 光 トイ レ美化を中心 とした施設整備事業のための予算は 1億 4千
万円。
272006年 か ら開催され、1日 〜3日 の全 6コ ースが設定 されている。コース上の の にサ
道 駅
イクルステー
ションが設け られ、 自転車 の修理が可能 となっている。
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国際観光の強化 の取組みでは、東アジアと東南アジアを中心とした地域 に知事が出向いて トップセ
ールスを行って いる。成田空港を単なる通過点にしないために、成田空港
周辺 の観光地を案内して い
る。千葉県 にどのような観光資源があるのか知 られていないため、具体的に観光資源や施設を紹
介す
る必要 がある。現在、中国や台湾か らの来客が多 く、韓国か らは少な い。タィを中心 とした
東南アジ
アも増加の傾 向 にある。また、海外か ら大学生を招待 し、SNSや faceb00kと いったソーシ ルメ
ャ
デ
ィアを使って情報発信をしてもらう事業を計画 している。2013年 9月 に台湾か ら 10人 の学生を招 い
て実施 したが、2014年 2月 にはタイか らも学生を招 く予定である。
千葉県内に観光専門の大学が 10校 近 くあることか ら、今年度 の新規事業として、大学生による観
光客増加に向けたアイデアコンテス ト28を 実施す る。 このコンテス トを通 じて大学との連携 の道 も模
索 したいと考えて いる。
フィルム・ コ ミッションの取組みは、2002年 に千葉県 フィルム・ コミッション (以 下、FC)が 立
ち上げ られたのが最初で、その後、市町村単位 の FCが 立ち上げられ、現在 6団 体が活動 している。
千葉県

FCの 事務局としての仕事は、ちば国際 コンベ ンション・ビューロー に委託 している。東京都

か ら近 いとい うことか ら実績数そ の ものは多 くあるが、最近はメデ ィア側 の予算が削減されて いるこ
とか ら、FCを 通 さず直接ホテル等の施設に交渉されることが多 くなってきた。

終わ りに
今回は、伊豆地域の比較対照先として南房総地域 を選んだわけだが、いわゅる 「観光地化 された伊
豆」、鴨川シー ワール ドを除くと「自然のままの房総Jと いうのが正直な感想であった。そのあた りが
「伊豆は革靴で、房総にはビーチサンダルでとい うィメージ」 という言葉 に表現 されていると考えら
れる。 このことを伊豆地域の立場か ら考えるな らば、南房総地域に対 しては、観光地 として 「より洗
練化」す ることが競争優位 とな りえるかもしれな い。
この地域 の東 日本大震災の影響が長引いて いる実態 には驚かされたが、鴨川市では震災以前は特 に
誘客に力を入れな くて もそれな りに観光客が来て いたのか、伊豆地域よ り危機感がないように思われ
た。
房総半島は伊豆半島と比較す ると、 アクアライ ンを利用する ことによ り首都 圏か らの交通 の便がよ
く"、 気軽 に訪間できるとい う点が、伊豆地域 に優 って いた。ただ し、現地で の二次交通がなく、特
に内房か ら外房 まで広が る南房総市ではその不便さを痛感 した。半島観光 につ きものであるこの二次
交通 の確保は、 いずれ の地域にお いても重要な問題であろう。
南房総市では、行政と一体 となった道 の駅 とみ うら 「枇杷倶楽部」に関す るヒア リング調査 も計画
したが、残念なが ら日程が合わず、市役所の方か らのみのヒアリング調査となった。 ここの活動は全
国でも注 目を集め、視察の申し込みが年間 100件 ほどあるとい うことであったが、お話 を伺ったとこ
ろ、 どこにも真似ができないものだ ということを感 じた。なぜな ら、行政がかな り主体 的 に運営 に関
わってお り、そ こには 「行政だか らす べてに公平 に」という発想よ り、「とにか くやる気 のある点

(と

ころ)を 支援する。支援する点を増や して いけば、 いずれは面になる」 とい う発想が感 じられたか ら
28「 学 生ちばたび コ ンテス ト」。
29東 京駅 か ら南房総市の各地域 を経 由 して 安房 白浜 を往復す る高速バ ス
1日 18便 、東京駅か ら鴨川市 を往 復す る高速バス

(日

(」 Rバ ス 関東 「なのはな 号 J)が
東交通および京成バ ス「アクシー号」)が 1日 20便 。
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で あ る。
千葉県庁 の ヒア リン グ調 査 で 印象的 であったのは 、 トイ レの改修 に多額 の補助金 を出す制 度 であつ
た。 きれ い な トイ レだけでな く、 バ リア フ リー トイ レや授 平し
やおむ つ 交換 ので きる多 目的室 を含 めた
トイ レヘ の改修 は、観光客 の 再訪 を促すだ けではな く、様 々 な客層 の観光客 を呼び 寄せ るためにも必
要不 可欠 な もの であろ う。
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