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（市原市）
※市原市はゴルフ場の数で日本一の自治体



　バブル景気の1980年代半ば以降にゴルフ場の開発が急増した千葉県。2011年の統
計によると、県内のゴルフ場の数は164カ所で兵庫県に次ぐ第2位ですが、年間のゴルフ
場入場者数は約710万人と堂々の全国第1位を誇っています。ゴルフ場は他の地域にもた
くさんあるのに、千葉県のゴルフ場に多くのゴルファーたちが訪れる理由の1つは、首都圏
に位置し、都内や近隣の都市圏から日帰りでプレイできる立地の優位性にあります。さら
に東京湾アクアラインの開通で、アクセス性の良さはさらに高まり、千葉県のゴルフ場は
首都圏により近くなりました。
　また、千葉県は1年間を通じて気候が安定しているため、季節を問わずコースコンディ
ションが良好であることも、ゴルファーから愛される理由です。事実、コースコンディション
の良さが評価され、2012年千葉県下では有名プロゴルフトーナメントが年間14大会も開
催され、その大会ごとに何万人ものギャラリーが観戦に訪れていることも見逃せません。

●ゴルフ場入場者数（2011年）
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●ゴルフ場数（2011年）

・1位　兵庫県……………167

・2位　千葉県……………　164

・3位　北海道……………　163

・4位　栃木県……………　139

・5位　茨城県……………　126

資料：月刊ゴルフマネジメント2013年 1月号

※参考：海ほたるパーキングエリアの観光入込客数　790万人（2011年）
　　　　（平成23年千葉県観光入込調査報告書より）
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ゴルフ場入場者数日本一！
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千葉県ゴルフ協会
専務理事

中村一雄さん

　千葉県は温暖な気候で、1年を通じてゴルフが楽しめるということも魅力ですが、気候の
良さは、おのずと良い土壌を育て、質の良い芝生の維持管理にもつながっているのです。そ
んな美しい芝生や木々の緑の中、森林浴をしながら1日に10キロメートル近くも歩くゴルフ
は、健康的で素晴らしいスポーツだと思います。しかも、性別や年齢に関係なく生涯にわたっ
て楽しむことができます。体力があればいいというのではなく、経験に基づいた戦略や窮地
を乗り切る冷静さなどはシニアプレーヤーさんだからこそ発揮できる技巧ではないでしょう
か。そういう意味では、高齢の方が若い世代の皆さんと一緒に交流しながらプレイできる唯
一のスポーツなのではないかと思いますね。
　ご存知のように、千葉県内のゴルフ場では、男子ではブリヂストンオープン、女子では富士
通レディス・伊藤園レディスなどギャラリー動員力の高いプロゴルフトーナメントが数多く開
催されています。そんな大会を観戦するために遠方からやってくるお客様は、近隣の宿泊施
設を利用したり、トーナメント観戦のついでに千葉を観光されたり、また地域の特産品など
のお土産物を買われたりしますね。つまり、入場者数日本一の千葉のゴルフは観光立県千
葉にもとても大きな貢献をしていると思います。

優良なゴルフ場では有名な大会が開かれ、観戦客動員率も高い。
ゴルフ場は千葉の観光立県の大きな旗頭です。
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※参考：兵庫県三木市のゴルフ場の数　25カ所（2013年1月28日現在／三木市役所公式サイトより）
　　　　（三木市は、関西で一番ゴルフ場が多い市と言われています）

　千葉県のほぼ中央部に位置する市原市は、北には東京湾に面する臨海工業地域が、南には房
総丘陵に連なる山間部が広がり、面積は368.20平方キロメートルと、千葉県内では最も広い市
域をもっています。この市原市こそ、市内にあるゴルフ場の数が日本一多い市。その数は31カ所・
32コース。市内の南部地域に集中していることから、市原市のなかでもそのあたりは「ゴルフ場
銀座」とも呼ばれ、県内のゴルフ場分布図の中でも特別なエリアとなっています。周辺には養老
渓谷など自然に恵まれた田園地帯が広がり、県内や都心部から気軽に行けるゴルフ&レジャー
スポットとして知られています。

※市原市はゴルフ場の
　数で日本一の自治体

市原市

●市原市のゴルフ場分布図
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CPGカントリークラブ
支配人

飯塚 信太郎さん

　市原市内は、いわゆるゴ
ルフ場激戦区です。それぞれ
に個性豊かなゴルフコース
があり、各ゴルフ場ごとに独
自性を磨きながら切磋琢磨
しています。
　「ゴルフ場銀座」と呼ばれ
る地域だからこそ、お客様に
選ばれるゴルフ場でありた
いとサービスやコースメンテ

ナンスなどに取り組んでいます。だからこそ、市原
市内のゴルフ場全体が共に良い影響を与え合って
いるのではないかと思います。
　東京湾アクアラインの開通で、市原市のゴルフ
場へは都心から30～40分の距離になりました。当
クラブへいらしゃるお客様も半数以上は都内から
来られる方という状況です。ゴルフというスポーツ
を、より身近に感じていただき、気軽にお出かけい
ただける市原のゴルフ場の存在をもっと多くの皆
さんに知っていただきたいと思います。

「ゴルフ場銀座」と呼ばれる激戦区だか
らこそゴルフ場全体が切磋琢磨する。
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　館山自動車道・富津竹岡イ
ンターチェンジから3キロメー
トルにあるゴルフクラブ。関東
では数少ない海を見ながらプ
レーできる、戦略的設計の18
ホールが広がっています。とり
わけ、海抜100メートルの高
台にあるコースから眺める東
京湾の眺望はダイナミック。

大型船の往来の向こうには対岸の神奈川県横須賀が一望でき、空気が
澄み切った晴天の日には富士山も見渡せます。

東京湾を見下ろす高台にある絶景ゴルフコース

隨縁カントリークラブ 竹岡コース
富津市竹岡4277-2　TEL.0439-67-2611　　

ずいえん

　ゴルフ場が日本一たくさん
ある市原市にあって、充分な
距離をもつ広大な丘陵コース
が特徴のあるクラブ。ゆった
りとしたアンジュレーションの
中で、思い切った長打を楽し
むことができます。特にアウト
5番ホールのロングホールは、
レギュラーティーから600

ヤードを超えるほど長い名物ホールとして知られています。

レギュラーティーから600ヤード超えのロングホール

セントレジャーゴルフクラブ千葉
市原市小草畑５７７　TEL.0436-89-2215　　

　ゴルフの起源がどこにあるかは、
イギリス、オランダ、フランス、イタ
リア、中国などさまざまな説があり
ます。12世紀にスコットランドで楽
しまれていた、石を野うさぎの巣穴
に入れる遊びが原型だという説ま
であります。
　しかし、最も現在のゴルフに近い
のはオランダが発祥で、それがス

コットランドに渡り、多くの人々に楽しまれ、世界に広まっていったとい
う説が評価されています。やがて明治34年（1901年）、英国のアーサー・
へスケス・グルーム氏が神戸の六甲山で日本初のゴルフのショットを打
ち、その後日本でもゴルフが広まっていったと伝わっています。

ゴルフは、起源が定かではないほど、歴史の
古いスポーツです！

世界ゴルフの総本山と称される英国スコット
ランドにあるR&A（ロイヤル・アンド・エンシェ
ント・ゴルフクラブ・オブ・セントアンドリュース）
ゴルフクラブ。



2013.4（次回発行／2013年5月23日）取材協力・写真提供・撮影協力／千葉県ゴルフ協会　　グレートアイランド倶楽部　 鶴舞カントリー倶楽部　 CPGカントリークラブ 　隨縁カントリークラブ　竹岡コース　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セントレジャーゴルフクラブ千葉　 房の駅　　中国料理 蘭樹龍　

　ゴルフ場入場者数が日本一の千葉県では、さまざ
まな機会にゴルフに親しんでもらうためのイベント
が開催されています。その1つが、千葉県ゴルフ協会
と加盟する県内のゴルフ場が連携して行っている
小・中・高校生の初心者や初級者を対象とした「ちば
けんジュニアゴルフ教室」です。県内を「北部」「中部
東」「中部西」「南部市原」「南部内房」の5つの地区に
分け、それぞれの地区にあるゴルフ場を会場に、ゴル
フの基本や初心者でもボールを簡単に打つことがで
きるスナッグゴルフや本物のコースを指導者と回る
ラウンドレッスンなどを楽しみながら学べる教室。参
加者の年齢やレベルに合わせて指導が受けられると
あって、春休みや夏休みに開催される教室には、県内
ばかりか都内からも申し込
みが寄せられます。ゴルフ
に興味をもってもらうと同
時に、才能豊かなジュニア
たちの育成をめざします。

　また、大人の初心者を対象にした「ちばけんゴルフ
教室」では、エチケット・マナー・ルールなどの基本か
ら、グリップ・スイング・パッティングなどの指導が受
けられます。これからゴルフを始めようと考えている
方々にはお薦めの教室です。

◆開催スケジュールや内容は
　http://www.chibaken-golf.com/

知ってる? 知らない?

●市原市周辺
　インフォメーション！

?
ゴルフってこんなに楽しい！
ジュニアや初心者向けの教室を開催し、
ゴルフ大国・千葉をさらに活性化！！

　さすが、ゴルフ場の
数が日本一多い市原
ならではのお土産。そ
の名も「ゴルフ最中」。
ゴルフボールに見立
てた皮の中には、風味
の良い粒あんがいっ
ぱい詰まっています。

市原市内2カ所の「房の駅」にて販売しています。

◎ゴルフ最中………………1個　￥110（税込）

草　刈　房の駅　
市原市草刈194-14　TEL.0436-76-7123　　
営業時間／午前8時30分～午後8時（年中無休）　

新生（あらおい）房の駅　
市原市糸久2-232-1　TEL.0436-37-8801　　
営業時間／午前8時30分～午後8時（年中無休）　

　五井駅前の「龍花園」
でチーフを務めていた
店主が独立して開いた
繁盛店。創業当時から
変わらぬ人気の逸品は、
野菜やイカ、エビなどの
入ったあんかけソース
がクセになる「五目焼き
そば」。この味とボリュー

ムでこの値段なら、支持されるのも納得です。

◎五目焼きそば…………1人前　￥700（税込）

中国料理蘭樹龍（らんきりゅう）　
市原市海士有木172-1　TEL.0436-36-2181　　
営業時間／午前11時30分～午後9時（毎週水曜定休）　

早朝の市原市内のゴルフ場

市原市で見つけたお薦めグルメ

▲多いときは100人もの参加者が集います

▲千葉県プロゴルフ会の指導で基礎から学べます

▲青空の下でナイスショット

　千葉県ゴルフ協会が「千葉県民の日」の協賛事業
として開催している恒例イベントが、「ゴルフフェスタ
CHIBA」。今年で23回目を迎え、県内のゴルフファン
の間では、定着した催事となっています。毎年7月末
から9月初旬の42日間を「ゴルフフェスタ」期間とし、
千葉県在住、または県内に勤務しているゴルファー
であれば、期間中、協会に加盟する県内130以上の
ゴルフ場で特別料金にてプレーができます。通常で
は予約の取れない名門クラブがコースに含まれてい

るのもフェスタが支持されている理由。参加者には
チャリティー募金に参加してもらい、福祉活動用車両
の寄贈の他、昨年は東日本大震災被災地への義援金
を贈り、被災地の復興にも貢献しました。

●ゴルフフェスタCHIBA2013は、7月29日（月）～
　9月8日（日）の予定です。
　問い合わせ／TEL.043-201-1240
　　　　　　　（千葉県ゴルフ協会）

毎年恒例の「ゴルフフェスタCHIBA 」


