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協会概要 協会の概要

設立年月
日

2017年4月27日

名称 南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会 ‐ 民間任意
団体

設立目的 ① 地域住民とサイクリスト双方にとって居心地の良いサイク
リング環境を整備する事

② サイクリングを通じて南房総地域の活性化に寄与する

役員・事務
局⾧

初代会⾧
高橋松吉 (MOPS監督兼鴨川自転車クラブ会⾧）

現会⾧ 瀬戸川賢二（前地域おこし協力隊、発起人）

事務局⾧
目黒吉文(南房総市地域おこし協力隊）

平群クラブ
ハウスについ
て

廃校になった保育所を南房総市より借り、試験的に運用
開所日 2017年11月18日
営業日 土・日・祭日の午前8時から午後4時まで
利用者数 2020年12月末までで約3500人

設立の動機

 南房総は「首都圏で最高のサイクリング環境」である
 綺麗な景観・景色
 走りやすい道路（少ない信号と車）
 温暖な気候
 美味しい食事
 都市圏からの近さ

↓

 しかしながら、この優位性が生かされていない
① サイクリング環境が整備されていない:情報やインフラが不十分
② 地域活性化に寄与していない:サイクリストが地域と関わりを持っていない

↓

 地元のサイクリストを中心として協会を設立（発起人は瀬戸川）

 民間主導で取り組む

 それまで南房総では取り組めなかった広域（南房総市・館山市・鴨
川市・鋸南町）での取組みに拘る

 まずは拠点として廃校を利用する
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これまでの活動実績および今後の活動予定や課題について （ハード面）
活動内容 これまでの活動実績 今後の活動予定や課題

サイクリング拠点整備
（クラブハウス）

2017年11月から平群保育所で試験的に運営（これまでに
約3500人以上が訪問）

(可能であれば）2021年4月から本格的に運営
飲食店およびシャワーを設置。簡易宿泊所等も運営を
検討

サイクリング拠点整備
（サイクリストステーション）

道の駅、飲食店から問い合わせ多数有り、協会として協力。
サイクルラック・空気入れ・工具の設置先については「サイクリス
ト応援スポット」としてマップに掲載

より広域での整備が必要
ースポットの機能の定義づけ
（トイレ、休憩場所、給水、空気入れ等）
拠点に階層を設けるのか?
ーサイクリストへの周知方法は?
ー拠点への啓蒙（サイクリストやサイクリングへの理解）
ー共通のロゴや目印

サイクルラックの配置 南房総市「地域力を育む事業」で市内30カ所に配置（重要
拠点には空気入れや工具も配置）。また道の駅等、南房総
観光連盟の特別会員14先に設置。それ以外の希望する飲
食店等には6000円で販売。全体の配置数は70箇所以上

継続的な販売予定。同時に配置先とのコミュニケーション
と啓蒙が大事

スポーツレンタサイクル 2018年2月より14台のクロスバイク、2020年2月より5台の
eバイクを加えて運営。累計貸出数はおよそ300台（推測
値）

主に公共交通とのアクセスの悪さが原因となり稼働が十
分でない。イベントを頻繁に実施したり、また宿泊施設や
交通施設と連携することを検討。また他拠点との連携に
より乗り捨てやバッテリー交換（eBike)を可能にする



4

これまでの活動実績および今後の活動予定や課題について （ソフト面）
活動内容 これまでの活動実績 今後の活動予定や課題

サイクリングマッおよ
びガイドブックの作
成

南房総観光連盟制作冊子「花海街道deじてんしゃ旅」に
協力、14のテーマ別コースを作成。
平群発着初級者向けサイクリングマップを作成。

多様なニーズに応じてルートを開発してHPに集約する予定。（例:
eBike向け、林道コース、中級・上級コース）

HPやFacebookに
よる情報の集約お
よび発信

南房総地域全般のサイクリング情報を集約すべくHPを作
成。またFacebook等で情報を発信（Facebookは現在
フォロワー数1250人）

HPではより網羅的な情報集約が必要
ー多様なコース
ーサイクリスト応援スポット
ー飲食店や宿泊場所の紹介
ーレスキュー情報
ーイベント情報、等

サイクルイベントやサ
イクル関連業務の
委託

これまで様々な行政や団体からツアーやイベントの企画・運
営そしてサイクリング事業（ルート作成、サイクルラック作成、
アンケート調査業務等）を委託され、実施

今後も選択的に業務委託を受けていく予定。ただしマンパワーにも限界
があるために今後は一定程度の取捨選択が必要となる

啓蒙活動全般 ①ガイド講習会を実施。終了した約15名が房総のサイク
ルイベントに協力
②子供向け自転車教室を実施。正しく、安全に、かつ楽し
く乗る走り方を指導
③移住・定住者向けイベントを実施。地域おこしに根差す
活動も実施

いずれの活動も継続的に実施していく予定。今後は市民への啓蒙活動
が必要となる（なぜ地域としてサイクル・ツーリズムを推進しているのか?
等）
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房総流の「サイクル・ツーリズムとは?」
サイクリスト・ピラミッド

上級

中級

初級

①サイクリング環境の整備

➁サイクリングを通じた楽しみの提供

＝地域経済活性化・経済貢献 経済貢献とは?

直接的貢献:飲食、宿泊

間接的貢献:ヘルス・ツーリズム、教育旅行、
サテライト・オフィス、二地域居住、移住等

サイクル・ツーリズムに対する
サイクリストの期待

循環

 「循環」するサイクル・ツーリズムを組み立
てることが可能?（初級者・中級者・上
級者共にサイクリングを楽しめる地域特
性）

 「東京からの日帰り圏内」では最高のサイ
クリング地



主要な活動実績 その１
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日付 内容 主催 当協会役割
平群クラブ
ハウス役割

参加者数

2017/4/27 協会発足

2017/11/3～５ インバウンドツアー（香港） 岡ツアーズ
ツアーの企画、

ガイド
4

2017/11/18 平群クラブハウスオープン

2017/11/25 インバウンドツアー（主にドイツ人）
岡ツアーズ

（南房総市モニター）

ツアーの企画、

ガイド
発着場所 9

2017/12/26 サイクルラック制作 当協会・房総神社ライド 共同制作 制作場所 9

2018/1/6～７
B.B.BASE運行記念 「高橋監督と一緒に走る」

ツアー
ちば南房総

ツアーの企画、

ガイド
立寄り 4

2018/2/4 「南房総の神社を巡る御朱印集め」ツアー ちば南房総
ツアーの企画、

ガイド
発着場所 7

2018/2/17
「船上から望む房総半島クルーズと春の房総半

島サイクリング」ツアー
東京湾フェリー 協力 立寄り 150

2018/2/18
「高橋松吉と走る！かも春サイクリング」ツ

アー
鴨川観光プラットフォーム

ツアーの企画、

ガイド
立寄り 20

2018/3/4
「花と海岸線をめぐる南房総ヘルシーライド」

ツアー
南房総健康ラボ

ツアーの企画、

ガイド
発着場所 24



主要な活動実績 その２
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日付 内容 主催 当協会役割
平群クラブ
ハウス役割

参加者数

2018/3/11 「地球いきいきプロジェクト」ツアー JTB ガイド 80

2018/3/17
「初めてのスポーツバイク体験サイクリング」

ツアー
南房総健康ラボ

ツアーの企画、

ガイド
発着場所 20

2018/4/5 横浜独逸学園 ツアー 当協会
ツアーの企画、

ガイド
発着場所 37

2018/4/22 鴨川クリテリウム JBCF 協力

2018/5/12 ガイド講習会 当協会 企画、進行 講習場所 10

2018/5/27 平群マルシェ 南房総リパブリック 出店

2018/5/28～31 しまなみ海道視察 房総神社ライド ツアー参加 7

2018/8/5 インバウンドツアー（ドイツ、香港等） 当協会
ツアーの企画、

ガイド
発着場所 6

2018/8/18
「オリンピア高橋松吉と走る房総サイクルロー

ド」ツアー
鴨川観光プラットフォーム

ツアーの企画、

ガイド
立寄り 5

2018/9/1 「房総神社めぐりあい巡拝サイクルツアー」 房総神社ライド ガイド 28

2018/9/2 「リンプロジェクト」ツアー ちば南房総
ツアーの企画、

ガイド
立寄り 9



主要な活動実績 その３
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日付 内容 主催 当協会役割
平群クラブ
ハウス役割

参加者数

2018/9/23 平群マルシェ 南房総リパブリック 出店

2018/10/8 初心者向け自転車メンテナンス講座 当協会 企画、講習 講習場所 8

2018/10/28 ATTバイクパッキングツアー 鴨川観光プラットフォーム ツアーの企画 発着場所 18

2018/11/9～11 CYCLEMODE出展 サイクルモード実行委員会 出展

2018/11/19～21 American School in Japan ツアー 岡ツアーズ
ツアーの企画、

ガイド
立寄り 15

2018/11/23 伏姫秋まつり「子供向け自転車教室」
冨山地域づくり協議会「ふ

らっと」および当協会
企画 講習場所 26

2018/12/1
「ガイドと巡るきみつ里山サイクリング」ツ

アー
君津市

ツアーの企画、

ガイド
24

2018/12/8 ガイド講習会（第1回） 当協会 企画、進行 講習場所 15



主要な活動実績 その４

9

日付 内容 主催 当協会役割
平群クラブ
ハウス役割

参加者数

2018/12/22 「平群地球の温かみポタリング」ツアー 南房総観光連盟
ツアーの企画、

ガイド
発着場所 18

2019/1/11～15 台湾サイクルイベント参加、旅行会社にPR 南房総観光連盟
ツアーに参加、

旅行会社にPR

2019/1/20
B.B.BASEイベント 「輪廻のラグランジェ」ツ

アー

輪廻のラグランジェ鴨川推

進委員会
ガイド 90

2019/1/26 ガイド講習会（第2回） 当協会 企画、進行 講習場所 18

2019/2/16 ガイド講習会（第3回） 当協会 企画、進行 講習場所 9

2019/2/17 「里山・里海サイクリング」イベント 千葉県サイクリング協会 協力 発着場所 289

2019/2/20 サイクルラック制作 当協会・地元の有志 共同制作 制作場所 11

2019/2/23 「E-bike山間ノンストップ」ツアー 南房総観光連盟
ツアーの企画、

ガイド
発着場所 13

2019/2/24 E-bike試乗会 当協会 企画、進行 発着場所 32

2019/3/3～４
B.B.BASEイベント 「ろんぐらいだぁす！」ツ

アー
南房総市観光協会 ガイド 18

2019/4/17 横浜独逸学園 ツアー 当協会
ツアーの企画、

ガイド
発着場所 34



主要な活動実績 その5
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日付 内容 主催 当協会役割
平群クラブ
ハウス役割

参加者数

2019/6/2
「北条海岸Beachiマーケットを目指してポタリ

ングしよう！」ツアー
当協会 企画、ガイド 発着場所 16

2019/6/15～16
B.B.BASEイベント 「ろんぐらいだぁす！」ツ

アー
JR東日本×城西国際大学 ガイド 0

2019/8/24～25 鴨川サイクルまつり2019
一般社団法人ウェルネス

ポーツ鴨川
出店

2019/11/3
「北条海岸Beachiマーケットにサイクリングで

行こう！」ツアー
当協会 企画、ガイド 発着場所 13

2019/11/10 平群ヨガ＆ライド 当協会 企画、ガイド 発着場所 10

2020/1/6 サイクルラック製作 当協会・地元の有志 共同制作 制作場所 6

2020/2/16 「里山・里海サイクリング」イベント 千葉県サイクリング協会 協力 発着場所 50

2020/2/24
スポーツバイク×「里山フルーツ狩り＆料理体

験サイクリングツアー」

一般社団法人ウェルネス

ポーツ鴨川
協力 12

2020/3/21
「ガイドと巡るきみつ里山サイクリング」ツ

アー ※新型コロナウイルスの影響により中止
君津市

ツアーの企画、

ガイド
30

2020/3/28
RIDE FOR BOSO ステーションライドin 南房総

※新型コロナウイルスの影響により延期

Station Ride in南房総実行

委員会
協力 0

2020/9/12 「南房総の暮らしサイクリング＆イベント
南房総市地域おこし協力隊

移住チーム、当協会
企画、ガイド 発着場所 6

2020/8～ 定例E-Bikeライド 当協会 企画、ガイド 発着場所 5

2020/10/31 里山収穫＆料理体験サイクリングツアー
一般社団法人ウェルネス

ポーツ鴨川
協力、ガイド 8

2020/11/28 うまくた発着 里山周遊ツアー 木更津市 協力、ガイド 27



別添1:動画URL

11

私達の動画をご覧になってください

南房総サイクルツーリズム協会PR動画（前篇）
https://www.youtube.com/watch?v=sqUlXNgNe40&t=72s

南房総サイクルツーリズム協会PR動画（後篇）
https://www.youtube.com/watch?v=T0Ihe063t-
k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38Rttc-
7wBAHRGFw2y28wD-VgHMzVI80i-
GhkAtITb2DBQphWlr7hlUEQ

千葉県南房総オリンピック自転車競技キャンプ誘致PV
ダイジェスト
https://www.youtube.com/watch?v=kbgWwqoGXd4



別添2:FacebookおよびHP URL
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私達の日々の活動はFacebookをご覧になってください

南房総サイクルツーリズム協会Facebookページ
https://www.facebook.com/minamiboso.cycle.tourism/

南房総サイクルツーリズム協会Facebookグループ
https://www.facebook.com/groups/147821362493751/?sou
rce_id=135154163905300

南房総サイクルツーリズム協会ホームページ
http://minamiboso-cycle-tourism.jp/


