
ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

2017.7（次回発行／2017年8月21日）取材協力・写真提供・撮影協力／千葉県県土整備部道路環境課　一宮町産業振興課　九十九里町教育委員会事務局社会教育係　
　　　　　　　　　　　　　　　蓮沼ウォーターガーデン　九十九里オートキャンプ場太洋と海　道の駅オライはすぬま　海の駅九十九里　

県道30号飯岡一宮線
旭市から長生郡一宮町
までの約60kmを紹介！

寄り道して見つける千葉の魅力

千葉県PRマスコット
キャラクター　チーバくん
千葉県許諾 第Ａ3-9号

今回の道

LINEからも「道で発見！ちば」を
配信しています。

公式アカウント

《道で発見！ちば》今月の誌上クイズ！
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「道で発見！ちば」の第22回をご覧ください。

① 愛 知 県 常 滑 市
② 三 重 県 志 摩 市
③ 和 歌 山 県 和 歌 山 市

　県道30号と平行する県道408号飯岡九十九里自転車道線は、太平洋沿岸
に整備が進む太平洋岸自転車道の一部。全長1,200kmにも及ぶこの自転車
道は千葉県銚子市から加太（かだ）海岸へ至る計画ですが、加太海岸があるの
はどこでしょう？　次の3つの中から正解を1つ選んでください。
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県道30号飯岡一宮線「旭市吉崎」付近

《背景》一宮町 釣ケ崎海岸

九十九里海岸への観光やドライブの途中に立ち寄りたい！
休憩とお食事、そして買い物ができるマルチスポット。

●道の駅オライはすぬま

2

人気の商品BEST3駅長ご推薦！

山武いちごジェラート（コーン）
1個　￥380
山武産の完熟いちごを贅沢に
使ったジェラートは、地元の農
家さんと共同開発した自信作。
カップ入りは¥350

※価格はすべて税込です。

九十九里浜のちょうど真ん中・片貝漁港が目の前の好立地！
いわし漁で栄えた町の歴史を紹介する「いわし資料館」も併設。

●海の駅九十九里

2

人気の商品BEST3駅長ご推薦！

※価格はすべて税込です。

ぜんな（地はまぐり）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
500g　￥650

九十九里浜産の３～５cmの
小さめのはまぐり。味噌汁や
酒蒸し、パスタなど調理方法
多彩で冷凍保存も可。

ごまめちゃん
1袋（50g）　￥350

カタクチイワシの田作り。
砂糖と片栗粉でコーティ
ングしました。おつまみ
やおやつに。

いわし団子
1パック　￥290

九十九里浜で獲れた背黒イ
ワシを1匹ずつ下処理し、ネ
ギや生姜を混ぜた逸品。団子
汁や鍋でヘルシーに！

●営業時間／
　産業会館（情報コーナー）
　 　　　　　　　9：00～ 17：00
　・物産館『喜太陽』9：00～ 19：00
　　　　　（冬季9：00～ 18：00）
　・レストラン『蓮味』
　 　11：00～ 15：00　ランチ
　 　15：00～ 17：00　軽食
●休館日／ 1月1日除き　年中無休

●所在地／
　道の駅オライはすぬま
　山武市蓮沼ハ4826　
　TEL.0475-80-5020

●営業時間／
・直売コーナー　9:00～ 18:00
・フードコート　10:00～ 17:00
　　　　(16:00ラストオーダー )
・いわし資料館　9:00～ 18:00
●休館日／年末年始のみ

●所在地／
　海の駅 九十九里
　九十九里町小関2347-98　
　TEL.0475-76-1734

　打ちつける波の音や潮騒が聞こえるほど海岸寄りにある「海の駅九十九里」。九十九里
浜の魅力を味覚と文化・歴史の両面から情報提供をしていこうと2015年（平成27年）に
オープンしました。入り口で迎えてくれるのは、水槽
に泳ぐ約3,000匹のマイワシたち。九十九里町の伝
統産業・いわし漁の文化を紹介する「いわし資料館」
へ誘います。す。す 目の前の片貝漁港で水揚げされたばか
りの魚介類が並ぶ「鮮魚直売所」や採れたて野菜、水
産物加工品が買える「直売コーナー」、地元産食材を
使った食事が味わえる2Fフードコートも是非立ち寄
りたい食事処です。す。す

　県道30号線から右折してまも
なく、九十九里海岸から成田空
港方面を結ぶはにわ道路沿いに
ある道の駅です。す。す 施設名のオラ
イはすぬまの「オライ」とは、この
地域の方言で「我が家」を意味し
ます。す。す「のどかで心地良い我が家
へようこそ」というおもてなしの
心が感じられます。す。す 施設内には
地元で栽培された季節の農産物
や海辺の町ならではの水産加工
品、採れたて野菜などが陳列棚
を埋め尽くしています。す。す 地元産の美味しいお米目
当てに訪れるお客さまも多いとか。また、オリジナ
ルメニューを豊富に提供しているレストラン「蓮
味」では、人気の「いわし丼」のほか、「おらい定
食」や九十九里の珍味「なめろう定食」など家庭
的な食事が用意されています。す。す

3

1

▲たくさんの水産加工品が並ぶ店内

▲併設している「いわし資料館」展示室

▲採れたての新鮮野菜が並ぶ店内

山武の海の塩
1袋（80g）　￥324

九十九里海岸で汲み上げた
海水を機械を使わぬ製法で
天日干ししたカルシウムが豊
富で、旨みを感じる塩。

3

九十九里で獲れたイワシに
衣をつけて揚げ、オリジナ
ルのタレで甘辛く仕上げた
人気メニュー。

いわし丼
1人前　￥700

山武市
マスコットキャラクター

SUNムシくん

1

（味噌汁・小鉢・お新香・デザート付）（味噌汁・小鉢・お新香・デザート付）
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不動堂IC

片貝海岸入口交差点

焼はま街道
〈通称〉

東金九十九里有料道路
真亀IC/JCT

白里IC

白子IC

長生IC

九十九里有料道路
※現在通行止め

▲スタート地点
　すぐ近くに
　ある標識

飯岡みなと公園

▲九十九里町「作田」付近を走る
　「県道30号飯岡一宮線」

東浪見交差点

飯岡バイパス東口交差点

　県道30号飯岡一宮線は、旭市の国道126号と分岐する「飯岡バイパス東
口交差点」を起点に、一宮町の国道128号と交差する「東浪見交差点」を終
点とする延長約60kmの主要地方道※です。路線のほとんどが、九十九里浜
の一番近くを走る道路で、1988年に「千葉県道路愛称制定委員会」により
「九十九里ビーチライン」の愛称が付けられています。また、「飯岡みなと公
園」を起点とする「県道408号飯岡九十九里自転車道線」と九十九里町片
貝まで並走しています。
　「飯岡バイパス東口交差点」をスタートした車は、旭市・匝瑳市・横芝光
町・山武市と潮騒が聞こえる4つの街の海岸沿いを走り、5番目の街、九十九
里町へと進みます。「海の駅九十九里」がある「九十九里町片貝」を過ぎたあ
たりからは、県道30号線よりさらに海沿いを走る「九十九里有料道路」（現在
工事中）と並走します。やがて路線は、九十九里町から大網白里市・白子町・
長生村を経て9番目の街、一宮町に入ります。九十九里有料道路と別れ、海
岸沿いの町並みを進むと、英語表記の看板が印象的なサーフショップが目
立ち、リゾート地の雰囲気に。さらに進むと左側には、2020年に開催される
東京五輪のサーフィン競技会場に決定した「釣ケ崎海岸」があります。ここか
ら、約250m先がゴールの国道128号と交差する「東浪見交差点」です。

JR外房線

緩やかな曲線を描く九十九里浜と
平行して走る「県道30号飯岡一宮線」。

九十九里オートキャンプ場
太陽と海匝瑳市

▲
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▲国道128号と交差するゴール地点の
　「東浪見交差点」手前付近

▲九十九里浜に咲く
　「ハマヒルガオ」の花

千葉県道408号
飯岡九十九里自転車道線

　旭市から九十九里町に至る一般県道に認
定された自転車道です。九十九里浜の景観を
楽しみつつ潮の香りを感じながらサイクリン
グができるのは、この道の最大の魅力。県道
30号飯岡一宮線の路線上には、このサイクリ
ング道を案内する誘導標識が数多く掲げら
れています。
※現在、海岸基盤整備（復興）工事に伴い一部区間
　終日通行止め規制を実施しています。

自転車
で

行こう
！自転車
で

行こう
！自転車
で

行こう
！

●問い合わせ／県土整備部道路環境課　
　　　 　　 TEL.043-223-3142

　

●起点／旭市下永井（飯岡みなと公園）
●終点／山武郡九十九里町

※堆砂により通行注意箇所あり
延長34.6km

▲生活道路の一部にもなっている、サイクリングロード

と ら み

そうさ

▲県道30号沿いにある看板

（未整備区間あり）

Special  Spot

　昔から荒波に侵食されてきた飯岡海
岸。昭和初期、2人の少年が海岸に石を
積んで侵食を防ごうとした行動が護岸
工事推進の引き金に。長い歳月を経て
「なぎさリフレッシュ事業」として穏やか
な海辺に変貌した飯岡海岸。2000年
（平成12年）、護岸竣工碑として石を積
む少年のモニュメントが建てられました。

▲九十九里浜に咲く
　「ハマヒルガオ」の花

Special spot
撮影ポイント
Special spot
撮影ポイント

▲九十九里浜の
　展望塔（不動堂海岸）

《裏表紙でご紹介》

《裏表紙でご紹介》

※「主要地方道」と「一般県道」の違いは、本誌パート1の第5回で解説しています。

表紙撮影
ポイント



● 釣ケ崎 海 岸

●所在地／長生郡 一宮町　釣ケ崎海岸
●問い合わせ／一宮町産業観光課　

※くわしくはWebサイトをご覧ください。　 
　http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/2/408.html

※くわしくはWebサイトをご覧ください。　 http://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000336.html

※入園料など、くわしくはWebサイトをご覧ください。　 
　http://watergarden.hasunuma.co.jp/index.html

▲「伊能忠敬先生出生之地」
　 記念碑

よ ち

しょうげんぎ

寄り道寄り道

　九十九里浜の最南端にある釣ケ崎海岸は、その良質な波を求めてプロサー
ファーなども集うサーフィンのメッカ（通称・志田下ポイント）。波の質やサーフィ
ンの国内・国際大会も数多く開催されてきた実績が評価され、2020年東京オリ
ンピックのサーフィン会場に決定されました。また、上
総十二社祭りの浜降り神事が行われる神聖な場所で
もあり、海岸には大きな鳥居があるのも象徴的です。

　九十九里浜は「はまぐり」と「イワシ」の名産地。
特に「はまぐり」は「本蛤」と呼ばれる天然物なら
ではの貝の食感と旨みが食通を虜にします。
県道30号を走行中、沿道に「焼はま街道」の看
板を見つけました。九十九里浜の中程の片貝海
岸から不動堂海岸、そして白里海岸に続く約5km
の県道沿いは、約20軒ほどの焼はまぐり店が点在
する通称「焼はま街道」。各店が自慢の「焼はまぐり」を
競い、その「焼はま」で地域の活性化に頑張っています。県道30号も、はまぐりの
名産地・九十九里にちなみ「県道99号」にしたいという熱い思いで地域振興に取
り組んでいます。

名物・焼はまぐり店が集う「焼はま街道」！ ●伊能忠敬記念公園

●蓮沼ウォーターガーデン

●九十九里オートキャンプ場「太陽と海」 　潮風を感じながら開放感いっぱいの休日が楽しめるキャン
プ場です。す。す 早起きすれば、関東でいち早く朝日が見られるとい
うのも、嬉しいロケー
ション。オートキャンプ
場のほか、コテージな
どの宿泊施設もあるの
で、女性やキャンプ初
心者にもお薦め。近く
には海水浴場、プー
ル、釣り場、温泉など遊
び場も豊富です。す。す

▲海岸の鳥居

▲コテージ（テラス付）

●所在地／九十九里オートキャンプ場太陽と海
旭市東足洗2746-10　TEL.0479-74-7515

●所在地／蓮沼ウォーターガーデン
山武市蓮沼ホ368-1　TEL.0475-86-3171

　江戸後期の有名な地理学者であり、測量家でもあった伊
能忠敬は1800年（寛政12年）から1816年（文化13年）の17
年間日本全国を歩いてまわり、実測による我が国初の日本地
図を作成しました。「大日本沿海輿地全図」（伊能図）と呼ばれ
た実測地図は、大正時代までの約
100年間、正式な日本地図として
使われました。伊能忠敬が生まれ
た九十九里町小関には、町制施行
40周年と伊能忠敬生誕250周年
を記念して建設された県指定史跡
の「伊能忠敬記念公園」がありま
す。天体を測る象限儀を掲げた
伊能忠敬の銅像がシンボルです。

　蓮沼海浜公園内にある千葉
県最大級のプール施設で、広
大な敷地には、「水の一生」を
テーマにした18種類のユニー
クなプールがあります。その中
でも、「スプラッシュシェイカー」
「サンダースライダー」「トル
ネードツイスト」が人気。九十九
里浜を眺めながら滑る「渓流下り」も遊び心満載です。今年は、2歳児か
ら遊べる「トドラーキッズスペース」が新登場しました。

寄り道寄り道

●営業時間／ 8:30～ 17:00
●チェックイン／ 13:00～ 18:00
●チェックアウト／ 8:30～ 11:00
●要予約／ご利用月の4か月前（1日～）　
　　　　　電話予約が優先になります。

※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。
　http://tandu.jpTEL.0475-42-1427

●所在地／山武郡九十九里町 小関２６８９
●問い合わせ／九十九里町教育委員会事務局社会教育係　

TEL.0475-70-3193

▲トドラーキッズスペース

▲うみ（波のプール）

●営業時間／７月８日（土）～９月１８日（月・祝）まで　
●休園日／９月平日
●営業時間／９：００～１７：００　
　※８月５日、６日、１１日～１６日は９：００～１８：００

▲スプラッシュシェイカー

一宮町
キャラクター

一宮いっちゃん

キャラクター

山武市マスコット
キャラクター

SUNムシくんSUNムシくん

あさピー

旭市イメージアップ
キャラクター

露天風呂

http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/2/408.html
http://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000336.html
http://watergarden.hasunuma.co.jp
http://tandu.jp
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① 房 総 横 断 道 路
② 房 総 縦 断 道 路
③ 外 房 黒 潮 横 断 道 路

　今回のゴール地点の東浪見交差点で県道30号は、国道128号と交差します。
国道128号は、本誌第7回で愛称名を「外房黒潮ライン」として紹介しましたが、
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いわし漁で栄えた町の歴史を紹介する「いわし資料館」も併設。

●海の駅九十九里
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人気の商品BEST3駅長ご推薦！

※価格はすべて税込です。

ぜんな（地はまぐり）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
500g　￥650

九十九里浜産の３～５cmの
小さめのはまぐり。味噌汁や
酒蒸し、パスタなど調理方法
多彩で冷凍保存も可。

ごまめちゃん
1袋（50g）　￥350

カタクチイワシの田作り。
砂糖と片栗粉でコーティ
ングしました。おつまみ
やおやつに。

いわし団子
1パック　￥290

九十九里浜で獲れた背黒イ
ワシを1匹ずつ下処理し、ネ
ギや生姜を混ぜた逸品。団子
汁や鍋でヘルシーに！

●営業時間／
　産業会館（情報コーナー）
　 　　　　　　　9：00～ 17：00
　・物産館『喜太陽』9：00～ 19：00
　　　　　（冬季9：00～ 18：00）
　・レストラン『蓮味』
　 　11：00～ 15：00　ランチ
　 　15：00～ 17：00　軽食
●休館日／ 1月1日除き　年中無休

●所在地／
　道の駅オライはすぬま
　山武市蓮沼ハ4826　
　TEL.0475-80-5020

●営業時間／
・直売コーナー　9:00～ 18:00
・フードコート　10:00～ 17:00
　　　　(16:00ラストオーダー )
・いわし資料館　9:00～ 18:00
●休館日／年末年始のみ

●所在地／
　海の駅 九十九里
　九十九里町小関2347-98　
　TEL.0475-76-1734

　打ちつける波の音や潮騒が聞こえるほど海岸寄りにある「海の駅九十九里」。九十九里
浜の魅力を味覚と文化・歴史の両面から情報提供をしていこうと2015年（平成27年）に
オープンしました。入り口で迎えてくれるのは、水槽
に泳ぐ約3,000匹のマイワシたち。九十九里町の伝
統産業・いわし漁の文化を紹介する「いわし資料館」
へ誘います。す。す 目の前の片貝漁港で水揚げされたばか
りの魚介類が並ぶ「鮮魚直売所」や採れたて野菜、水
産物加工品が買える「直売コーナー」、地元産食材を
使った食事が味わえる2Fフードコートも是非立ち寄
りたい食事処です。す。す

　県道30号線から右折してまも
なく、九十九里海岸から成田空
港方面を結ぶはにわ道路沿いに
ある道の駅です。す。す 施設名のオラ
イはすぬまの「オライ」とは、この
地域の方言で「我が家」を意味し
ます。す。す「のどかで心地良い我が家
へようこそ」というおもてなしの
心が感じられます。す。す 施設内には
地元で栽培された季節の農産物
や海辺の町ならではの水産加工
品、採れたて野菜などが陳列棚
を埋め尽くしています。す。す 地元産の美味しいお米目
当てに訪れるお客さまも多いとか。また、オリジナ
ルメニューを豊富に提供しているレストラン「蓮
味」では、人気の「いわし丼」のほか、「おらい定
食」や九十九里の珍味「なめろう定食」など家庭
的な食事が用意されています。す。す
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▲たくさんの水産加工品が並ぶ店内

▲併設している「いわし資料館」展示室

▲採れたての新鮮野菜が並ぶ店内

山武の海の塩
1袋（80g）　￥324

九十九里海岸で汲み上げた
海水を機械を使わぬ製法で
天日干ししたカルシウムが豊
富で、旨みを感じる塩。

3

九十九里で獲れたイワシに
衣をつけて揚げ、オリジナ
ルのタレで甘辛く仕上げた
人気メニュー。

いわし丼
1人前　￥700

山武市
マスコットキャラクター

SUNムシくん

1

（味噌汁・小鉢・お新香・デザート付）（味噌汁・小鉢・お新香・デザート付）

正解は→① 房 総 横 断 道 路

http://www.oraihasunuma.com
http://uminoeki99.com

