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・国内初の人工海浜
・人工海浜としての長さ

《今回の日本一》

「いなげの浜」

「いなげの浜」＋「検見川の浜」＋「幕張の浜」
3つの浜の長さの合計、4,320メートル



　習志野市津田沼から千葉市の中心部までの沿岸は、その昔は白砂青松※の地
で、美しい干潟と19キロメートルもの海岸線が続いていました。
　当時、潮干狩りの人気ポイントだった稲毛海岸は、「千葉海浜ニュータウン
構想」により1969年（昭和44年）から本格的に始まった宅地造成のための
埋め立てによって新たな住宅都市へと生まれ変わっていきました。
　1968年（昭和43年）に埋立て地の先端に稲毛海浜公園を造る計画が生ま
れ、企画段階での提案の中には「海浜公園に昔のような砂浜を」という案も
ありました。しかし、当時の日本では人工海浜を造成した事例がなく、実施する
かは未知数でした。
　5年後の公園造成の埋立て工事完了後の調査で、防波護岸の外側に埋立て
た土が堆積して干潟ができ、人が歩ける状態だということがわかりました。
これなら、さらに砂を盛れば人工海浜が実現できると新たに設計書が作成さ
れ、1975年（昭和50年）より埋立地の沖合3キロメートルの海底から良質な
砂を運び始め、海岸線に沿って全長1,200メートル・幅200メートルの浜の
人工造成に成功しました。
　翌年4月、日本初の人工海浜「いなげの浜」として一般公開されました。

埋め立てによって失われ、プロ
ジェクトで再生された「ハマヒ
ルガオ」。毎年5月頃になると
きれいな淡いピンクの花をつ
け、訪れる人の目を楽しませて
くれます。

埋め立て開始前の稲毛海岸での潮干狩り風景。
後方のバスが停車している場所が現在の国道14号、稲毛陸
橋付近。1960年（昭和35年）撮影

休日には、東京湾上にた
くさんのヨットが帆を広
げます。

千
葉
市 「いなげの浜」は、国内初の人工海浜！

埋め立て前の美しい海岸が蘇った………

インタビューインタビュー

「いなげの浜」にはQVCマリンフィールド
約1杯半分の砂が投入されました。

千葉市都市局公園緑地部
美浜公園緑地事務所

所長斉藤　茂樹さん

　千葉市の面積のうち、約12％が埋立地です。埋立てる前の
海岸には遠浅の干潟が沖合に2kmほど広がっていました。人
工海浜は、この埋立て事業で失われた昔の海岸の復元を目指
したものだったのですね。
いなげの浜を造成するために、QVCマリンフィールドの約

1杯半分※の砂を運んできました。壮大な事業ですね。しかも、
砂浜は歳月によって浸食していきますし、自然の海岸と違い沖合に作られた人工海浜
は砂の流失を防ぐ離岸堤もないので、約10年ごとに大量の砂や砂利を新たに投入し
ているのです。
　今から37年前に誕生した美しい人工
海浜をいかにして維持し、後世に引き継
いでいくか。都市と自然の共存、豊かな
水辺空間の創造という点からも私たち
が心して取り組んでいかなければなら
ないことだと思います。

▲大勢の人でにぎわうオープン当時の「いなげの浜」。
　1976年（昭和51年）撮影

り が ん て い

はくしゃせいしょう
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※1杯分は約106万立方メートル

※白砂青松（はくしゃせいしょう）：白い砂と青々とした松（主にクロマツ）により形成され
　　　　　　　　　　　　　　　る、日本の美しい海岸風景のたとえ。

いなげの浜にある「磯の松原」は、1987年（昭和62年）に人工海浜としては国内初の
「日本の白砂青松１００選」に選定されました。



　日本は、周囲を海に囲まれている国なのでほとんどが海岸線。全国の海岸数
は５，０00カ所以上あり、そのうち人工海浜をもつ海岸は２50カ所近くあります。
　国内にある人工海浜の中で、初めて誕生したのが「いなげの浜」で、長さが
1,200メートル。
　大規模な埋立により急激に自然海浜が失われ、市民が触れ合える海がなく
なったため、新たなレクリエーション空間を創出することを目的として造成され
たのが「検見川の浜」です。その長さは1,300メートル。
　そして「幕張の浜」は、千葉県企業庁が進めていた「幕張海浜公園」の整備の
一環として造成された人工海浜で、その長さは1,820メートルです。
　3つの浜の長さはトータルで4,320メートルとなり、人工海浜としては日本一
の長さを誇ります。
　隣り合う3つの人工海浜は、それぞれに個性ある整備が進められてきました
が、総延長約6キロメートルの散歩コース「浜辺プロムナード」でつながり、私たち
に潮騒を聞きながら散策する楽しみを提供してくれています。

※このイラストは、千葉市基本図（平成21年3月）
　1／25000を元に、若干の加工と着色を施した
　人工海浜のイメージです。

「検見川の浜」には、人工海浜としては日本
初となる営巣が確認された「コアジサシ」が
毎年夏になると集団でやってきます。
※平成5年、コアジサシは千葉市の「市の鳥」
　に制定されました。

「幕張の浜」の一部は干潟を形成しているの
で、四季を通じて、いろいろな水鳥がやっ
て来ます。夏に多く見かけるのはシギの仲
間で、砂中の餌ものを捕まえるための長い
くちばしが特徴です。

▲ウインドサーフィンのメッカとなっている「検見川の浜」。（海水浴は禁止されています）

4,320mは、人工海浜としての長さ日本一！
「いなげの浜」・「検見川の浜」・「幕張の浜」の3つの長さを合わせて………

▲希少な渡り鳥とされる「コアジサシ」 ▲ミユビシギ

えいそう
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クロマツ6万本を植栽
　千葉市制施行60
周年に当たる1981
年（昭和56年）には、
かつての白砂青松を
再現し、緑あふれる
豊かな街を後世に残

そうと「磯の松原造成事業」が計画され、市民参加で
人工海浜にクロマツの苗6万本が植えられました。
当初は3,000名参加で3万本の予定でしたが、応募
者増加により、植栽面積を2倍に広げ、6万本の植栽
を行うことができました。

足場がいいから安心！
親子連れに人気の釣り場

　「検見川の浜」
には、砂浜を囲む
ように左右から2
本の突堤が延び
ています。この突
堤が釣り場となっ

ていて、足場が良く、柵も付いているので子供でも安
心して釣りを楽しめる人気スポットとなっています。
夏はシロギスやメゴチが仕掛けをちょっと投げるだ
けで釣れます。駐車場もあるので、ドライブがてら子
供連れでも気軽に利用できます。

　稲毛海浜公園で
は、2011年（平成
23年）から樹木の
剪定や花壇の手入
れなどを行うボラ
ンティア活動が行
なわれています。
美しい海浜公園は

自分たちの手で守ろうと、約30名の有志の方々が毎
週木曜と金曜の午前中に集い、手分けして作業に当
たっています。
●まつかぜクラブ（植木ボランティア）
●ひまわりの会（花づくりボランティア）
　問い合わせ／美浜公園緑地事務所
　　　　　　　TEL.043-279-8440
●花美フレンズ（園芸ボランティア）
　問い合わせ／三陽メディアフラワーミュージアム
　　　　　　　TEL.043-277-8776

公園美化を自分たちで！
ボランティア活動も活発

▲まつかぜクラブの皆様
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●全国の主な人工海浜
◎東 京 都（長さ約1,600m）　
　葛西臨海公園「葛西人工海浜」
◎岡 山 県（長さ約1,500m）　
　倉敷市「沙美（さみ）海岸」
◎福 岡 県（長さ約1,400m）　
　福岡市「シーサイドももち海浜公園」
◎広 島 県（長さ約1,200m）　
　安芸郡坂町「ベイサイドビーチ坂」
◎和歌山県（長さ約1,200m）　
　和歌山市「片男波（かたおなみ）海水浴場」
◎東 京 都（長さ約800m）　
　お台場海浜公園「おだいばビーチ」
◎沖 縄 県（長さ約700m）　
　豊見城市「豊崎美らＳＵＮビーチ」

▲海水浴は禁止されていますが、海岸の隣には千葉ロッテマリーンズの本拠地QVC
　マリンフィールドがあり、幕張メッセや幕張新都心の高層ビル群も徒歩圏内です。

かつての白砂青松を再現！

人工海浜をさらに美しく
そして楽しく

は く し ゃ せ い し ょ う
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知ってる? 知らない?

●千葉市の人工海浜
　インフォメーション！

散策ついでに出かけたいグルメスポット

人工海浜沿いには魅力の施設がいっぱい！
?

◎週替わりランチセット………………￥1,600（税込） ◎パスタなどのメニューから1品…￥1,680（税込）～

●日　時／8月3日（土）19:30～ 20:30　※荒天中止
●場　所／幕張海浜公園(千葉市美浜区美浜1)
●アクセス／JR京葉線「海浜幕張駅」より徒歩15分
●問い合わせ／千葉市民花火大会事務局
　　　　　　　電話 043-222-0300
　　　　　

●日時／7月28日（日）   ●対象／小学3年生～中学3年生
●費用／￥500(保険代）   ●募集人数／ 24名

子供たちに、マリンスポーツが楽しめる千葉市の海をもっと
身近に感じてもらいたいと企画された楽しい体験教室です。

SUPは大きなサーフボードの上に立ち、カヌーのように漕ぐ
スポーツ。風のない穏やかな水面を散歩してみよう。
●日時／8月18日（日）  ●対象／年齢制限無し
●費用／￥500(保険代）  ●募集人数／ 20～30名

　幕張の浜、約200mの
沖合で、幅600mにわた
って打ち上げる花火は
12,000発。昼間は音楽ラ
イブやスイーツを食べ歩
く「幕張スイーツ巡り」も
実施します。

花と緑に囲まれた周囲の景観を眺めながら豊かな気分で寛げる
レストラン。オープンエアのカフェコーナーもあるので、お天気が
いい日は、テラス席でお茶やランチを楽しむのもお薦めです。メ
インをお肉かお魚のどちらかを選べるランチセットは、デザート
まで付いたセットメニューで、満足度の高い人気の逸品です。

ヨットハーバー管理棟の3階にあるイタリアンレストラン。窓の
外の東京湾にはヨットが浮かび、リゾート気分で食事のひととき
が楽しめます。天気が良ければ富士山も眺められます。食事は、
パスタやピッツア、リゾット、ラザーニャなどのメニューから1品
を選ぶスタイルで、食べ放題の前菜も種類が豊富です。

レストラン　ブリランテ　
三陽メディアフラワーミュージアム併設（稲毛海浜公園内）
TEL.043-298-8100　
[営業時間] 10：0０～１7：0０　[定休日] 毎週月曜日

14種類のプールで楽しむ！
稲毛海浜公園プール
７月２０日（土）～９月１日（日）　　
●問い合わせ／千葉市みどりの協会
　TEL.043(247)2771

家族や仲間とBBQパーティーを！
稲毛海浜公園バーベキュー場
１月４日～１２月２８日の指定期間　　
●問い合わせ／千葉市みどりの協会
　TEL.043(247)2771

1,500人収容の本格的屋外コンサート場！
野外音楽堂
利用時間／９：００～１７：００　　
●問い合わせ／千葉市みどりの協会
　稲毛記念館　TEL.043(277)4534

1,600種48,000株の植物を愛でる！
三陽メディアフラワーミュージアム
入館料／大人300円小・中学生150円
●問い合わせ／千葉市みどりの協会
　三陽メディアフラワーミュージアム
　TEL.043(277)8776

稲毛の歴史を展示、日本庭園もある！
稲毛記念館
入館料／無料
●問い合わせ／千葉市みどりの協会
　稲毛記念館　TEL.043(277)4534

イタリア料理　ヴェスプチ　
稲毛ヨットハーバー管理棟3階
TEL.043－279－0770  [定休日] 毎週火曜日　
[営業時間] 11：30～ 21：00 （14：30～ 17：30はティータイム）

2013幕張ビーチ花火フェスタ

キッズ　ウインドサーフィン体験教室

SUP(スタンドアップパドル）体験教室

11：00～15：00 食べ放題の前菜やデザート・コーヒー付き

▲Aランチセット
　牛肉の赤ワイン煮

▲魚介のニンニク、オリーブオイル和え
　スパゲティ　￥1,980（税込）

▲お好きな物が食べ放題の前菜

※写真はイメージです。

▲Ｂランチセット
　カジキマグロの網焼き
　フレッシュトマトとバジルオイル
　のソース　

幕張新都心の憩いの場！
幕張海浜公園　花の広場
入園料／無料　休園日／無し
●駐車場／園内および周辺の商業施設
　　　　　に多数あり

2012年のようす

http://www.k-b-u.jp/kazepj/infopage.html

★親子での参加も大歓迎！★親子での参加も大歓迎！

※ウインドサーフィン・SUPのいずれも機材はすべて用意
　します。水着とバスタオル、濡れてもいいシューズのみ
　ご用意ください。

●問い合わせ／検見川ビーチ連盟
　　　　　　　電話043-279-8630
　　　　　　　(ウインドサーフィンショップ　ダック内）
                 　 Eメール　kemigawa@k-b-u.jp
　　　　　

※各教室とも募集定員になり次第、締め切りとなります。


