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鴨川観光プラットフォーム㈱

観光庁登録観光地域づくり法人

地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業
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（４）申請時に事前相談が済んでいる金融機関

千葉銀行法人営業部と事前調整を重ねている（ちばぎん地方創生融資の活用）。

ちばぎん地方創生融資とは

◼ 2015年11月、地方創生に資する新規事業に取り組む事業に対し、事業計画に合わせた柔軟に対応可能な制度として創設。

◼ 事業開始から借入金の返済が可能なキャッシュフローを生み出すまでの間、3年の元金返済据置期間に加え、

運転資金10年、設備資金20年の融資期間を設定することが可能。

◼ 従来の融資制度では取組みが難しい事業へのご融資が可能となり、地域経済の活性化に繋がっている。

資金調達例



（５）鴨川市の観光
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（５）鴨川市の観光

鴨川市の基本情報

人口：32,046人、世帯数：16,161世帯。千葉県南東部の観光都市。

1971年（昭和46年）、安房郡鴨川町、江見町、長狭町が合併し、鴨川市を新設。

豊かな自然環境や歴史的資源、これらを活かしたレジャー施設など数多くの観光資源を有し、

首都圏に近接した観光地として発展してきた。鴨川シーワールドの他、海水浴やサーフィンが有名。

東京駅から安房鴨川駅まで、JR線特急わかしお号で2時間。

東京駅から安房鴨川駅まで、高速バスで2時間20分。

東京・横浜から鴨川市内まで、車で1時間半。

出所：鴨川市観光課資料、鴨川市HP、かもナビHP、カモ旅HP、城西大学HP、日本のサーフポイントHP

大山千枚田 みんなみの里

磯釣りセンター道の駅・オーシャンパーク

魚見塚展望台

仁右衛門島

前原横渚海岸
菜の花ロード
ウォールアート

鴨川シーワールド

マルキサーフィンポイント
城崎海岸

四方木・白岩の紅葉

清澄寺

鯛の浦遊覧船

誕生寺
吉保梅の里
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（５）鴨川市の観光

◼ 前原・横渚（まえはら・よこすか）海岸
ゆるやかな美しい弧を描く海岸。『日本の渚百選』に選ばれている。
海岸線に沿って植えられたヤシの木が南国ムードを醸しだす。
１kmに渡る遊歩道もある。
マリンスポーツも盛んで、一年を通して多くの人々に親しまれている。
初日の出を拝む場所としても知られ、元旦には早朝から人が集まる。

◼ 誕生寺
日蓮宗の大本山。日蓮聖人の誕生を記念して建治2年(1276)に建立された。
県内でも最大規模の仁王門で、創建時の様子をとどめている貴重な建造物として、
平成9年に県の有形文化財に指定された。
境内に漂う線香と近くの海岸から来る磯風のかおりは、環境省認定『かおり風景百選』にも選ばれている。

◼ 鴨川シーワールド
日常生活では目にすることのない海の生き物たちと出会える場所。
自然環境を再現した展示は、新鮮な驚きや感動を与えてくれる。
シャチやイルカ、ベルーガなどのパフォーマンスは圧巻。

◼ 大山千枚田
房総半島のほぼ真ん中にあり、東京から一番近い棚田として知られている。
嶺岡の山並みのふもと、面積約３.２ヘクタールの急傾斜地に、階段のように連なる
大小375枚の田んぼがあり、日本で唯一雨水のみで耕作を行っている。
日本の棚田百選に選ばれている。

出所：かもナビHP
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（５）鴨川市の観光

◼ 魚見塚展望台
魚見塚一戦場公園内にある展望台。
女神像をシンボルとして、嶺岡山系東端の海抜約110メートル地点に位置し、
前原海岸や鴨川松島、仁右衛門島など、どこまでも続く大海原や鴨川の街並みが一望できる。

◼ 清澄寺
日蓮聖人修行の地、そして日蓮宗立教開宗の聖地。
天台宗の寺として開創されたが、その後、真言宗を経て、昭和24年に日蓮宗へ改宗し現在に至る。
「久遠寺」「池上本門寺」「誕生寺」とともに日蓮宗四霊場と呼ばれている。
国指定天然記念物の“清澄の大杉（千年杉）”をはじめ、文化財等も多く点在。
旭が森からの朝日は『日本の朝日百選』に選定されている。

◼ 鯛の浦
マダイが群泳することで知られ、国の特別天然記念物に指定されている。
天津小湊は日蓮聖人ご誕生の地であり、「鯛の浦」は日蓮聖人誕生の際の不思議なでき事の一つ。
鎌倉時代から村人はずっと鯛を“日蓮聖人の化身”と神聖し守ってきた。
遊覧船では、内浦湾の絶景スポット“大弁天・小弁天”や、
海に沈んでしまったが日蓮聖人が誕生された場所などを回遊する。

◼ 仁右衛門島
名勝仁右衛門島は、鴨川市太海浜の沖合約200mにある、周囲約4kmの島。千葉県では最も大きい。
風光明媚で源頼朝や日蓮聖人の伝説で知られ、千葉県指定名勝となっている。
風情あふれる珍しい二丁櫓の手こぎの渡し船で島に渡る。

出所：かもナビHP
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（５）鴨川市の観光

鴨川の特産品
鴨川市の沖は黒潮の恩恵を受けた良い漁場であり、古くから漁業が盛んである。
千葉県内でも有数の漁獲高を誇る鴨川漁港をはじめ、市内ではキンメダイ（千葉ブランド水産物）
アジ、サバ、ブリ、イカ、伊勢海老、アワビ、サザエなど年間を通じて新鮮な海の幸が水揚げされる。
農業も盛んであり、ミネラル分を豊富に含んだ水と土壌で栽培された「長狭米」、
固有種である「鴨川七里」をはじめ、季節ごとの旬な野菜、果物が収穫される。

おらが丼
おらがとは鴨川の方言で「我が家」という意味。
鴨川を代表するコシヒカリ「長狭米」に、農産物、海産物を載せた、各店自慢のどんぶり。
35店舗が参加している。

出所：鴨川市アンケート、おらが丼リーフレット

ふるさと納税
地場産品（農・水産品）、伝統工芸品宿泊券、体験や施設利用観光券等、
５７０種類の返礼品を取り扱っている。
参考情報ページ：https://kamotabi.jp/selectabletax/



（６）鴨川市の観光の現状
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（６）鴨川市の観光の現状 ①観光入込客数、宿泊客数、海水浴客数

◼ 近年、旅行二ーズの多様化や地域間競争の激化などもあり、本市の観光入込客数、宿泊者数、海水浴客数は減少。

◼ 2020年は新型コロナウイルス感染症により、さらに落ち込んだ。

◼ しかし、千葉県全体よりも減少幅は少なく、鴨川の根強いファン（リピーター）の存在がうかがえる。

出所：千葉県観光入込調査
※観光入込客数と宿泊客数は2019年から2020年への減少率
※海水浴客は2018年から2019年への減少率
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（６）鴨川市の観光の現状 ②GAP調査

GAP調査結果（サンプル全体）

◼ 鴨川の観光資源は、総じて「認知度」は低いが、「関心度」は高い。

◼ 「美観」や「食」といった資源への関心度は特に高い。

【改善資源】認知が高く関心が低い資源

【花形資源】認知も関心も高い資源

【変革資源】認知も関心も低い資源

【機会資源】認知が低く、関心が高い資源

出所：平成２８年鴨川市GAP調査
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（６）鴨川市の観光の現状 ②GAP調査

調査結果から読み取れる特徴

◼ 観光資源の認知度平均は22.9%と低い水準である

◼ 「鴨川シーワールド」の認知度が他の観光資源に比べ圧倒的に高い

◼ 「サーフィン」や「鯛の浦遊覧船」の認知度は比較的高いが、

それでも半数にも到達できていない。

◼ しかし、関心度は平均が79.1%と高い水準である

◼ サーフィンは他の観光資源に比べ、関心度が低い

◼ 海水浴や海釣り、豊かな自然・農水産物、

おらが丼など豊かな食に関する資源について関心度が高い

関心度に関する要因

観光資源 主なご意見

食 「過去に食べたとき美味しかった」「新鮮なものを食べたい」「食事は家族全員で楽しめる」

自然 「きれいな景気を楽しみたい」「のどかな風景を見たい」「雄大な風景が見たい」

サーフィン 「自身がやらないため関心を持てない」

鯛の浦遊覧船 「船酔いするのが嫌だ」

日蓮聖人ゆかりの寺院 「こどもが楽しめなさそう」



2019年7月
リニューアル

2020年10月
スタート

2013年
スタート
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（６）鴨川市の観光の現状 ③情報発信

2018年
スタート

鴨川総合予約サイト「カモ旅plus」鴨川ポータルサイト「カモ旅」

553千PV

達成！

Twitter

フォロワー

5,000人

達成！

Facebook

2014年
スタート

YouTube

HP、SNSを駆使し、情報発信は積極的に行っている。

Instagram



（７）旅行市場の動向
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（７）旅行市場の動向 ①国内旅行消費額

◼ 2021年の日本人国内旅行消費額（速報）は9兆1,215億円（2019年比58.4%減、前年比8.5％減）となった。

◼ 宿泊旅行消費額は6兆9,148億円（2019年比59.7%減、前年比11.0％減）、

日帰り旅行消費額が2兆2,067億円（2019年比53.8%減、前年比0.2％増）となった。

◼ 2021年10-12月期の日本人国内旅行消費額（速報）は3兆3,288億円（2019年同期比33.9%減、前年同期比20.2％増）となった。

◼ 2019年の水準にはほど遠いが、国内旅行市場は回復基調にある。

出所：観光庁 旅行・観光消費動向調査
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（７）旅行市場の動向 ②旅行者の動向

◼ 「国内旅行に行きたい」は75.9％。4人に3人はコロナ収束後の旅行を希望している。

◼ コロナ収束後の国内旅行意向は増加傾向にある。2021年5月から12月にかけて、「行きたい」は3.6ポイント上昇し、

「2年はいかない、様子見」は3.9ポイント減少した。

◼ 海外旅行の意向は伸び悩んでいる。海外に対しては慎重な姿勢が見て取れる。

出所：公益財団法人日本交通公社 新型コロナウイルス感染症流行下の日本人旅行者の動向（その19）
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（７）旅行市場の動向 ②旅行者の動向

出所：公益財団法人日本交通公社 新型コロナウイルス感染症流行下の日本人旅行者の動向（その17）

◼ 今後の旅行先の要件として、感染症対策や密の回避は必須になっている。

◼ 「人が密集していない」「感染者があまり流行していない」など、地方の観光都市にも機会があると言える。

◼ 亀田総合病院（鴨川市）は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、患者並びに皆様へのお願いと診療態勢の変更など

を常時ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより情報発信しており感染状況が確認できる。



（８）鴨川市の問題点の抽出
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ①観光資源

観光資源の魅力が低下している。
鴨川シーワールド、海水浴に続く観光資源の開発、育成に後れを取っている。

1. 整備が行き届いておらず、リゾート地の景観として不十分

2. 海水浴以外の観光資源が少ないために、観光シーズンの偏りが見受けられる
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ①観光資源

1. 整備が行き届いておらず、リゾート地の景観として不十分（1/2）

◼ 「癒しのリゾート」としてコンセプトは掲げられたものの、その方針に基づいた整備は進んでいない

◼ 地区として統一されたイメージ形成ができていない

◼ 海岸に雑草が茂っている

写真出所：鴨川市観光課にて撮影
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ①観光資源

1. 整備が行き届いておらず、リゾート地の景観として不十分（2/2）

◼ 駅から海岸までにレジャーを感じさせる雰囲気がない

◼ 市民会館付近まで来るとようやく海らしい景観が確認できる

写真出所：Googlestreetview
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ①観光資源

2. 海水浴以外の観光資源が少ないために、観光シーズンの偏りが見受けられる。

◼ 月別観光入込客数では、8月が突出している

◼ 長期休暇、海水浴に偏った集客になっている

出所：千葉県観光入込調査
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ②宿泊・観光施設

２
宿泊・観光施設（土産物店・飲食店）の活力が喪失。
景観の悪化、来訪者の利便性や満足度の低下を招いている。

1. 商店街の営業店舗（土産物店、飲食店）や商工会の会員数は減少傾向にある

2. 商店街では利用されていない店舗がそのままになっている。商店街に寂しい雰囲気が生まれている

3. 魅力的な施設が少なく、観光客・宿泊客にも認知されていない
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ②宿泊・観光施設
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本町 新町

1. 観光入込客数、宿泊者数の減少の影響を受け、商店街の営業店舗や商工会の会員数は減少傾向にある

【鴨川市商工会会員数】

平成15年度 平成19年度 平成23年度 平成28年度

【本町・新町商店街商工会会員数】

平成15年度 平成19年度 平成23年度 平成28年度

出所：鴨川市商工会内部資料
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ②宿泊・観光施設

2. 商店街では利用されていない店舗がそのままになっている。商店街に寂しい雰囲気が生まれている

写真出所：鴨川市観光課にて撮影
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ②宿泊・観光施設

3. 魅力的な施設が少なく、観光客・宿泊客にも認知されていない

【海岸周辺の飲食店】

◼ 海岸沿いに観光客向けの飲食店が少ない。観光客はホテルで飲食を済ませる

◼ 観光客向けに夜間営業している店舗はほとんど存在しない

◼ 海岸周辺に土産物等を販売する店舗が少ない

：前原横渚海岸沿いの飲食店

出所：鴨川市観光課調査情報

◼ フィッシャリーナ周辺では釣りを楽しめるが、

サポートする店舗が周辺に存在しない

◼ サーフスポットとしても有名だが、

初心者向けのスクールなどの開催は少ない

【その他店舗（釣り、サーフィン）の状況】

鴨川フィッシャリーナ

出所：公益社団法人全国漁港漁場協会

鴨川は日本近代サーフィン発祥の地

出所：鴨川市HP
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ③公共インフラ

３
公共設備、インフラ整備が遅れている。
来訪者の満足度が高まりづらい。

1. トイレ等の公共設備の衛生面に整備が遅れている。清掃頻度も低く、行き届いた清掃状態とはいいがたい

2. 海岸沿いまで来ても利用可能な駐車場がどこにあるのか認識しにくい。

駐車場が空いているにも関わらず路上駐車が散見される

3. 空き公共施設（旧鴨川市市民会館、太海フラワーセンター）、

フィッシャリーナ後背地などの遊休地の利活用が進んでいない

4. 海岸沿いのプロムナード沿いは夜間照明が消灯されてしまう
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ③公共インフラ

1. トイレ等の公共設備の衛生面に整備が遅れている。清掃頻度も低く、行き届いた清掃状態とはいいがたい。

【前原エリア公衆トイレの仕様】

◼ 和式トイレ。古めかしい印象を受ける

◼ 子どもや外国人旅行客には使いづらい

◼ バリアフリー対応はなされていない

【前原エリア公衆トイレの清掃状況】

◼ ほぼ1日1回の清掃頻度。

◼ 7～8月の繁忙期以外は、一度汚れてしまうと翌日まで汚れた状態のまま

◼ トイレの衛生状況が良くないことは、多くの方から意見が挙がっている

1週間あたりの清掃回数
（回）

ゴミが散見されるなど、
利用マナーの問題も。

出所

写真：鴨川市観光課にて撮影
グラフ：鴨川市観光課資料

1日1回程度
の清掃頻度
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ③公共インフラ

P

P

S

S S

S

S

S

S

2. 海岸沿いまで来ても利用可能な駐車場がどこにあるのか認識しにくい。

駐車場が空いているにも関わらず路上駐車が散見される。

【前原横渚海岸までの案内サインの数】

◼ 要所となる交差点に案内サインがない

P ：市営駐車場

：海岸の案内サインS

【駐車場までの案内表示】

◼ 海岸までの案内しかないため、駐車場位置が認識しにくい

◼ 駐車場の看板が認識しにくく、利用可否が判断しにくい

【駐車場とプロムナード沿いへの駐車】

◼ 駐車場に空きはあるが路上駐車が散見される。

：駐車場までの案内ルート例
：案内サイン等の必要性が示唆される交差点

県道から前原横渚海岸の駐車場に向かうルート

写真出所：Googlestreetview

写真出所：Googlestreetview

出所：鴨川市観光課資料
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（８）鴨川市の問題点の抽出 ③公共インフラ

鴨川市立太海小学校
（民間活用事業者決定済）

フィッシャリーナ後背地

鴨川市民会館（廃屋）

3. 空き公共施設、フィッシャリーナ後背地などの遊休地の利活用が進んでいない

太海フラワーセンター（廃屋）



（９）課題抽出と課題解決の方向性
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（９）課題抽出と課題解決の方向性 ①分析サマリー

旅行市場の動向

◼ 2021年10-12月期の日本人国内旅行消費額（速報）は3兆3,288億円、2019年同期比33.9%減、前年同期比20.2％増となった。

2019年の水準にはほど遠いが、国内旅行市場は回復基調にある。

◼ コロナ収束後の国内旅行意向は75％。2021年5月から12月にかけて3.6ポイント上昇した。

◼ 今後の旅行先の要件として、感染症対策や密の回避は必須になっている。「人が密集していない」「感染者があまり流行して

いない」など、地方の観光都市にも機会があると言える。

鴨川市の観光の
現状

◼ 東京から車で1時間半、特急電車で2時間。首都圏に近接した観光地。鴨川シーワールド、海水浴やサーフィンが有名。

◼ 鴨川市の観光入込客数、宿泊者数、海水浴客数は減少。2020年はコロナの影響で、さらに落ち込んだが。しかし千葉県全体

よりも減少幅は少なく、鴨川の根強いファン（リピーター）の存在がうかがえる。

◼ 鴨川の観光資源は、総じて「認知度」は低いが、「関心度」は高い。紅葉や千枚田などの「美観」や地元農水産物を使った

「食」といった資源への関心度は特に高い。

鴨川市の観光資
源の問題点

観光資源の魅力が低下している。鴨川シーワールド、海水浴に続く観光資源の開発、育成に後れを取っている。

◼ 整備が行き届いておらず、リゾート地の景観として不十分。

◼ 海水浴以外の観光資源が少ないために、観光シーズンの偏りが見受けられる

宿泊・観光施設（土産物店・飲食店）の活力が喪失。景観の悪化、来訪者の利便性や満足度の低下を招いている。

◼ 商店街の営業店舗（土産物店、飲食店）や商工会の会員数は減少傾向にある

◼ 商店街では利用されていない店舗がそのままになっている。商店街に寂しい雰囲気が生まれている

◼ 魅力的な施設が少なく、観光客・宿泊客にも認知されていない

鴨川市の宿泊・
観光施設の
問題点

公共設備、インフラ整備が遅れている。来訪者の満足度が高まりづらい。

◼ トイレ等の公共設備の衛生面に整備が遅れている。清掃頻度も低く、行き届いた清掃状態とはいいがたい

◼ 海岸沿いまで来ても利用可能な駐車場がどこにあるのか認識しにくい。路上駐車が散見される

◼ 空き公共施設（旧鴨川市市民会館、太海フラワーセンター）、フィッシャリーナ後背地などの遊休地の利活用が進んでいない

◼ 海岸沿いのプロムナード沿いは夜間照明が消灯されてしまう

鴨川市の公共イ
ンフラの問題点
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（９）課題抽出と課題解決の方向性 ②現状と課題、課題解決の方向性

現状と課題
本市は豊かな自然環境や歴史的資源、これらをいかしたレジャー施設など数多くの観光資源を有し、首都圏に近接した観光地として発

展してきた。
近年、旅行ニーズの多様化や地域間競争の激化などもあり、旅行者は減少傾向にある。こうした中で、自然災害や新型コロナウイルス

感染症のまん延等を契機に、人々の価値観や生活様式は大きく変化し、それぞれの観光地も様々な魅力を有した「選ばれ続ける旅行地」
になるための戦略づくりを進めていくことが求められている。
加えて、少子高齢化や人口減少の進行により、国内旅行市場が縮小する中で、インバウンドの誘致など、新たな客層の開拓や長期間滞

在など新たな観光需要への対応に向けた受入れ体制の整備、人材育成などにも積極的に取り組む必要がある。
一方で、コロナ禍においては、感染拡大を抑えるため、地域住民が近場で過ごすマイクロツーリズムや、休暇先でテレワークを行う

ワーケーションなどによる誘客の推進も必要となる。
また、近年目覚ましい発展を遂げる情報通信ネットワークは、情報発信の仕組みを大きく変えた。今後は、これまで活用してきたポス

ターやパンフレットといった紙媒体と、更に増加が見込まれるインバウンドや個人旅行者向けにSNS等による情報発信の強化を図るとと
もに、全市的な情報戦略として、地域イメージの確立やブランディング等にも取り組んでいく必要がある。

基本方針、課題解決の方向性
上記課題は公共性の要素が強いため、今後の観光に関して危機感を共有する事業者が集結し、観光客受入に向けた個々の事業者の範囲

を超えた改修・改善を含めた、観光地改革に向け動き出す。
魅力ある観光まちづくりに向け、観光統計調査やマーケティングデータに基づく、来訪者ニーズにあった戦略的な観光プロモーション

を行い、誘客を推進する。
道の駅等をはじめとする既存施設の一層の魅力アップを図るとともに、街路灯の更新や観光公衆トイレの整備、有料化も含めた市営駐

車場のあり方の検討なども実施する。
新たな魅力づくりでは、海辺の魅力づくり事業を推進するため、整備した魅力体験広場の活用を図るとともに、旧市民会館周辺の活用

方針について民間事業者参入に向けた取組を行う。また、プロ野球キャンプ地としての知名度や充実したスポーツ施設を活用したスポー
ツツーリズムなど、本市の強みをいかした新たな観光・交流資源の開発などにも取り組んでいく。加えて、コロナ禍においても有効なマ
イクロツーリズム等の推進や、今後も拡大が見込めるインバウンド誘客を推進する。
また、鴨川観光プラットフォーム株式会社を主体として、｢心と身体が満たされる癒しのリゾート鴨川」をコンセプトとする地域ブラ

ンディングやシステム的な情報発信を行うとともに、旅行者の利便性の向上を図るため、観光の総合窓口としての機能も充実させていく。
さらに、観光地域づくり候補法人（登録DMO）としての機能を強化するとともに、官・民の役割を明確にし、持続可能な観光地域づく
りを推進する。
加えて、スポーツを活用した人の流れを作り、地域の活性化を図るため、地域スポーツコミッション「一般社団法人ウェルネスポーツ

鴨川」の育成・支援を図り、相互に連携しながら地域資源と掛け合わせた取組を戦略的に推進する。
今後も魅力的な観光地として、観光に求められるトレンドや観光を取り巻くあらゆる要素との連携を図り、本市の特性と強みを最大限

にいかした観光地を目指す。

出所：第２次鴨川市総合計画第４次５か年計画
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（９）課題抽出と課題解決の方向性 ③鴨川市総合計画にて予定されている事業、施策

観光振興施策全般の総合的な推進
◼ 観光まちづくりの舵取り役である観光地域づくり候補法人（登録DMO）鴨川観光プラットフォーム株式会社の活動を積極的に支援す
るほか、行政との役割分担の下、両者が一体となって観光まちづくりを推進する。

観光・交流資源の整備充実
◼ 温泉資源のイメージづくりやプロモーション活動を支援し、観光客の誘致と地域の活性化を促進する。
◼ 安全で快適な海水浴場を提供するため、ライフセーバーによる監視救助体制の確保や、快適に利用するための設備などを整備する。
◼ 市営駐車場の適切な維持管理やあり方の検討を行い、市民や観光客の利便性向上に努めるとともに、受益者負担の原則から有料化を検
討する。

◼ 観光公衆トイレの施設整備や周遊ルートの整備、案内看板の設置などを進め、観光関連施設の充実を図る。
◼ 来訪者が快適に利用できるよう、観光公衆トイレの適切な維持管理に努る。
◼ 観光客が夜間でも安心して過ごせる環境を確保するため、街路灯協会の活動を支援し、まちなみ景観の美化と明るいまちづくりを促進
します。また、老朽化の著しい鴨川地区の街路灯の設備更新に取り組む。

◼ 道の駅に求められている休憩機能、情報発信機能、一次産業との連携による多面的な機能の充実を見据え、オーシャンパークの計画的
な施設改修を行う。

◼ 安心・安全で魅力ある海岸づくりを目指すため、関係機関との連携の下、海岸の美化活動を推進する。
◼ 前原・横渚海岸を中心とした海辺エリアにおいて、エリアマネジメントセンターの整備の検討や、魅力体験広場の整備を進めるととも
に、通年型のイベント誘致や様々なレクリエーション機会の提供などにより、海辺利用者の増加と地域活性化に取り組む。

観光イベント等の充実
◼ 観光関連団体が実施するイベント等への支援を行うことで、本市の魅力向上と一層の観光誘客を図るとともに、市民の観光まちづくり
への参画を促進する。
様々な主体が実施する全国的な知名度を有するイベント等を誘致し、一層の観光誘客を図る。

出所：第２次鴨川市総合計画第４次５か年計画
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（９）課題抽出と課題解決の方向性 ③鴨川市総合計画にて予定されている事業、施策

受入れ体制の強化
◼ 観光振興の中核的な役目を担う関係団体の活動を支援する。
◼ 南房総観光連盟、外房観光連盟、富津市と安房地域の連携による宿泊・滞在型観光推進協議会など、広域連携により房総地域全体の観
光誘客を推進する。

◼ 観光地域づくり候補法人鴨川観光プラットフォーム株式会社の活動を支援し、観光のワンストップサービスを提供する体制などの強化
を図ります。

• 学校や塾を対象に、臨海学校や林間学校の誘致に取り組む。
• 旅行者が、乗ることに魅力を感じられる移動手段（例：馬車・トゥクトゥク）の導入を検討して渋滞緩和に繋げる。

地域イメージの確立及び観光関連情報のシステム的な発信
◼ 観光宣伝キャンペーンへの参加や独自のキャンペーンによる情報発信に努め、観光誘客に取り組む。
◼ 映画やCMなどの制作者に対し、ロケ地の情報提供や支援を行うフィルムコミッションを推進し、本市の宣伝とイメージアップを図る。
◼ ふるさと大使制度を活用し、本市の有する豊かな地域資源を広く宣伝周知することにより、本市のイメージアップと観光振興を図る。

インバウンドの推進
◼ 外国人観光客の受入れに対応できる人材の育成と環境の整備を図るとともに、旅行会社などと連携した誘致活動を行う。

千葉ロッテマリーンズのキャンプ等の誘致
◼ 千葉ロッテマリーンズの鴨川キャンプを引き続き誘致し、「スポーツ観光交流都市・鴨川」を全国へ情報発信することにより、地域の
活性化を図ります。また、球団や後援会組織との連携の下、各種イベントや地域交流を行い、市民スポーツの振興を図る。

スポーツコミッションによる地域活性化の推進
◼ スポーツを活用し、人の流れを作り、それにより地域の活性化を図るため、地域資源と掛け合わせた取組を戦略的に推進する。また、
地域スポーツコミッションの育成・支援により、スポーツビジネスの確立と地域産業の振興、市民のスポーツ習慣化による健康で質の
高い生活、スポーツ観光都市の活性化を目指す。

出所：第２次鴨川市総合計画第４次５か年計画
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（９）課題抽出と課題解決の方向性 ④前原・横渚海岸のゾーニングイメージ

【アクティビティ・エントランスゾーン】
JR安房鴨川駅東口から海岸に続く道は、海を身近に感じ、レジャー気分・リ
ゾート気分を醸し出す沿道整備、街かど整備を行うエントランスゾーンとする。

【アクティビティ・プロムナードゾーン】
サーフィン、海水浴、カヌー、ビーチバレー、ヨガ、フラ、散策など、海岸･砂
浜を使った様々なビーチアクティビティを展開するとともに、プロムナード及
び沿道の改修、統一デザインの舗装を行うことでリゾート気分を醸し出すゾー
ンとする。

【アクティビティ・ロコズゾーン】
地元住民が快適に生活するための生活道路、排水路、緑地、照明などのインフ
ラ整備を行い、趣のある街並みの雰囲気を醸成し、古くからの商店と新しい
ショップが入り交じる賑わいと交流のゾーンとする。※ロコズ=ローカルズ(地
元住人)

【アクティビティ・パークゾーン】
ウォールアート
新たな鴨川の観光コンテンツとして造成。
広域交流のゾーン。
市民や観光客が本市の魅力を体験することのできる交流拠点等として、地域の
賑わい創出を目指す施設として整備する。

前原・横渚海岸エリアは以下のようなゾーニングをイメージしている。
JR安房鴨川駅から海岸まで、海岸線一帯とプロムナード、市街地、鴨川市魅力
体験広場、それぞれに機能を持たせたゾーニングを行う。賑わい、健やかな日常、
交流、リゾートを共通のテーマとして、一貫性に配慮したデザインで整備を行う。
リゾート、レジャーを楽しむ景観、雰囲気を醸成する。

出所：「鴨川市魅力体験広場」利活用事業公募型プロポーザル実施要領



（10）直近の取組み
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（10）直近の取組み ①地域が目指す方向性

1

2

3

「KAMOGAWAWELLNESSVILLAGE～都会ときどき鴨川～」をコンセプトに、

前原横渚海岸を拠点とし、既存観光拠点の高付加価値化を面的に行う。

「関係人口の増加×観光消費額の増加」を生み出し、既存観光拠点を再生する。

鴨川が目指すべき姿＝KAMOGAWAWELLNESSVILLAGE

周辺の観光事業者

当海岸の観光事業者

鴨川市全体の事業者

前原横渚海岸

海岸を活用したイベントの実証、タクシー、バスの実証事業等により、

「観光客の増加」×「消費額の増加」を生み出す基点づくりを行う

前原横渚海岸”WELLNESSBEACH”

宿泊事業者、観光事業者が既存観光施設の高付加価値化改修、

感染症対策設備の導入を短期集中で行い、エリア全体の

「関係人口の増加」×「観光消費の増加」を加速させる。

宿泊事業者、観光事業者、交通事業者等の再生を行い、

農業事業者、漁業事業者へ効果を波及させ、

鴨川市全体の商業再生、促進へとつなげる。
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（10）直近の取組み ②鴨川市観光の再生コンセプトおよびターゲットの設定

コンセプト「KAMOGAWAWELLNESSVILLAGE
～都会ときどき鴨川～」

コンセプトの設定

「都会ときどき鴨川」＝都会の忙しさを忘れて、

時々、ウエルネスリゾートの鴨川を訪れる（*1）

◼ コンセプトに基づく3つの提供価値

身体的価値
鴨川を訪れると、健康が増進する、美容が保たれる、元気になれる

精神的価値
鴨川を訪れると、家族の笑顔が増える、日常をリフレッシュできる

社会的価値
鴨川を訪れると、自分の居場所や人の温かさを感じられる

【鴨川市観光コンセプトとの整合性】
プロジェクトコンセプトは、鴨川市の観光コンセプト
「心が満たされる、癒しのリゾート鴨川」と整合させる必要がある。
「良質な日常の提供」によって観光客の心が満たされ、
癒しがもたらされることから、プロジェクトコンセプトは
観光コンセプトに適っていると考えられる。

*1：ウエルネスとは
身体、精神、社会的な健やかさを維持・発展させるための行動。
健やかな状態を、病院等での治療といった一時的な機会に委ねるのではなく、
生活全体を良質なものにすることで実現させる考え方。

1

2

コンセプトの波及イメージ

前原横渚海岸において「良質な日常」の具現化

◼ あたたかい人のつながり
◼ 自然の中での運動
◼ 景観の整備されたおしゃれなカフェ
◼ おいしい野菜・海産物

良質な日常のイメージを周辺エリアへ波及させ、

「心が満たされる、癒しのリゾート鴨川」を実現

エリアの拠点

当海岸周辺エリア

◼ 帰ってきたい第二のふるさと
◼ 暖かく癒されるまち
◼ 自分を取り戻せる場所
◼ 田舎リゾート

前原横渚海岸
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（10）直近の取組み ②鴨川市観光の再生コンセプトおよびターゲットの設定

3年 6年

既存観光客であるファミリー層に加え、アクティブシニアをターゲットに加えながら、

アフターコロナ期のインバウンドをターゲットとする。

ターゲット選定の軸

◼ 地域の方々に広く開いた拠点とするためにも、他の観光客を排除しないターゲットであること

◼ 目標としている「観光客の増加」と「消費額の増加」の双方を実現できること

◼ 他の施策との連携がしやすいなど、町としての方向性に合致すること

ターゲットの幅

期間

短期的には、既存観光客であるファミリー層をベースとしながら、アクティブシニアを

ターゲットに加える。そして、中長期的には外国人層へもターゲットを広げていく

アクティブシニア層(*1)

日本在住の外国人 訪日外国人個人旅行客

ファミリー層（既存観光客）

地域の方々（すべての人々）

地域の住民も楽しめるということが絶対要件

*1:比較的健康に関心が高いシニア層、孫がいる年代であり、世帯所得は比較的高水準という特徴を有する
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（10）直近の取組み ③-１取組事例「鴨川市魅力体験広場」利活用事業

事業の方向性
鴨川市魅力体験広場について、市民や観光客が本市の魅力を体験することのできる交流拠点、地域の賑わい創出を目指す施設として整
備事業を行う。当該事業を民間の資金、創意工夫、技術的能力及び経営能力を活用することにより実施する。

行政財産の概要
ア施設名称：鴨川市魅力体験広場（フィッシャリーナ後背地）
イ所在地：千葉県鴨川市前原字前浜 359 番 69 及び 359 番 73
ウ敷地面積実測：8,612.01 ㎡（公簿面積：8,611 ㎡）

公募締切及び選定結果
令和３年10月27日（水）17時に民間事業者からの公募を締め切り、令和3年11月30日に「鴨川市魅力体験広場」利活用事業事業予定者
選定委員会を開催し、提案事業の審査を行った。評価点数６割以上の得点を満たした事業者を選定した。

出所：「鴨川市魅力体験広場」利活用事業公募型プロポーザル実施要領
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（10）直近の取組み ③-１取組事例「鴨川市魅力体験広場」利活用事業

選定事業者の提案事業
• クラフトビールの製造販売（新たな観光商品の開発）
• ベーカリー＆カフェ（地元住民の長時間滞在）
• 浜焼きバーベキュー（場所の特性を活用した新鮮な海産物）
• お土産品の販売（既存会社事業の拡張）
• チャレンジショップ（地域事業者の出店の場の提供）

イメージパース

今後のスケジュール
令和4年度 建設工事の着工予定

出所：鴨川市HP
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（10）直近の取組み ③-２取組事例 KamogawArt Project

実施概要
「新たな観光コンテンツを展開し、鴨川市の観光魅力の向上を図る」「ローカルフード開発および飲食店キャンペーンを行い、
来訪の動機付けを図る」「実証ツアーを実施し、観光コンテンツとしての利活用を検証する」、これらを目的に2021年9月～
2022年2月にウォールアート制作、ローカルフード開発を行った。

豊かな海の生き物たちと、広大な海を旅しそれぞれの旋律で唄うクジラを描いた作品。
クジラの横にある花束を持って撮影するのがポイント！
その他にも展望テラスの壁全体に描かれた海の中の生き物たちとの撮影も忘れずに！

ウォールアート
①鴨川オーシャンパーク：中川和寿作

出所：鴨川市HP
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（10）直近の取組み ③-２取組事例 KamogawArt Project

「WELCOM TO KAMOGAWA」の隣に描かれた
のは「Happiness Power」。
水玉模様は幸せのボールをイメージしており、水
玉に紛れて表情豊かな可愛い魚が描かれている。
斜めからカメラを向ければ映え写真が撮れること
間違いなし！

ウォールアート
②横渚海岸：バルサミコヤス作

レインボーカラーが目を引くフォトスポット。縦2.5m 横約70mの巨大なアートは、離れて見ると鴨川への来訪者に向けてのメッ
セージ「WELCOM TO KAMOGAWA」が現れる。カラフルで写真映え間違いなしのウォールアートを制作したのは、千葉県出身
の芸術家バルサミコヤス氏。写真の撮り方のポイントも伝授してくれている。

出所：鴨川市HP
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（10）直近の取組み ③-２取組事例 KamogawArt Project

ウォールアート
③ガラス工房アルコス：牧野直作

ガラス工房の壁一面に描かれたのは、ガラスアーティストのソーザさんと共に構築したデザイン。
鴨川の自然に住むサギをモチーフにオリジナルパターンで表現されている。

出所：鴨川市HP
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（10）直近の取組み ③-２取組事例 KamogawArt Project

ウォールアート
④二夕間海岸：zazzu作

「1000の星が降る海岸」二夕間海岸の波の音と、壮大な光景にインスピレーションを受けて描かれた作品。
空に水に空気にしみこんでいく異空間に二タ間海岸の夕日が1匹の魚に姿を変えて泳ぎ出す。
見上げるとたくさんの星たちがしんしんと降り積もる…。傘をさしているように撮影してみて！

出所：鴨川市HP



鴨川観光プラットフォーム株式会社

代表取締役 鈴木 健史

千葉県鴨川市横渚1459番地5

お問い合わせ先

℡ 04-7093-2461

Mail pf-office@kamotabi.co.jp
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