
  

中部運輸局海事振興部                  平成 30 年 1２月 2６日 

                                                            定例記者懇談会発表 

 

 

 

 

 

マリンチック街道のモデルルートを募集します! 

～プレジャーボートに乗ってマリンレジャー・観光を楽しもう～ 

 

 「マリンチック街道」とは、ボートクルーズ、沿岸観光等を含んだマリン観光のモデルル

ートです。プレジャーボートによるクルージングだけでなく、海の駅等に寄港・上陸して

近郊の観光地やグルメスポット等を巡るもので、ボートユーザーに加えて旅行者やグルメ

愛好家等の幅広い人がマリンレジャーを楽しむことができます。 

 国土交通省では、「C to Sea プロジェクト」の開始を契機に、マリンチック街道の整備

に着手し、昨年度は小樽・横浜・広島・福岡・天草の 5 つのモデルルートを選定しました。 

 今般、マリンチック街道が広く全国各地に普及されることを目指し、地域の海に関心を

持っている方々の知識やアイデアによるマリンチック街道のモデルルートを募集します！ 
 

 

１．応募の方法・締め切り 

 応募用紙を国土交通省ＨＰ内のマリンチック街道のサイトなどから入手し、必要事項

を記入して、marintische@c2sea.jp あてに電子メールにより提出してください。 

・ マリンチック街道のサイト（http://www.mlit.go.jp/maritime/marintik.html） 

 応募締め切り 平成 31 年 1 月 31 日（木） ※次年度以後も適宜募集の予定 

 くわしくは、別紙 2 の応募要領をご参照ください。 
 

2．モデルルートの登録 

 応募されたモデルルートがマリンチック街道として登録された場合は、応募者に対し

て登録通知書をお送りします。 

 マリンチック街道は、周知広報のため、国土交通省のホームページ、雑誌等の様々な

広報媒体に掲載されます。 

 

3．応募・登録に関するお問い合わせ 

 国土交通省海事局船舶産業課舟艇室 マリンチック街道担当 

TEL：03-5253-8634 メールアドレス：marintische@c2sea.jp 

 

４．添付資料 

別紙 1 マリンチック街道の概要 

別紙 2 マリンチック街道 応募要領 

参考資料 C to Sea プロジェクトの概要 

連絡先： 

国土交通省 中部運輸局 海事振興部 

船舶産業課 松井、薄井 

TEL 052-952-8020 

 

資料 5 

C to Sea プロジェクト 
海や船が「楽しく身近な存在」に
なるための取組み。 
ポータルサイト「海ココ」→ 



マリンチック街道の概要

ボートフィッシング

マリンレジャー体験

海の駅

観光スポット

クルージング

クルージング
＆帰港

陸路移動
クルージング

＆上陸

インスタ映えポイント

グルメ

「マリンチック街道」は、プレジャーボートによるクルージングだけでなく、海の駅等に寄港・
上陸して近郊の観光地やグルメスポット等を巡るもので、従来のボートユーザーに加えて、旅行
者やグルメ愛好家等の幅広い人がマリンレジャーを楽しむことができます。

クルージング

海事産業施設

クルージング

クルージング

インスタ映えポイント

クルージング
＆上陸

国土交通省海事局においては、より多くの人に海や船の楽しさを知ってもらう「C to Seaプロジェクト」を開始したことを契
機に、同プロジェクトの１つとして「マリンチック街道」の整備を図ることとしました。
平成29年度には、マリンチック街道の登録基準及び５つのモデルルートを選定しました。
今般、広く全国各地にマリンチック街道が普及されることを目指し、地域の海に関心を持っている方々の知識やアイデアを集
結させるため、一般の方々からモデルルートを募集します！

ランチは、海鮮三昧！ランチは、海鮮三昧！

【別紙1】



マリンチック街道の概要（選定済みの５つのルート）

小樽 横浜 広島 福岡 天草

あまくさ海の駅

イルカウォッチング

湯島 島の民宿
でランチ

あまくさ海の駅

天草五橋で
ボートフィッシング

風の塔

羽田空港

よこはま・かなざわ
海の駅

京浜運河

横浜みなとみらい

象の鼻パーク

よこはま・かなざわ
海の駅

鹿島の段々畑

のうみ海の駅

ひろしま・かんおん
海の駅

旧海軍兵学校

宮島厳島神社

ひろしま・かんおん
海の駅

ベイエリアの
街並み

海の中道マリーナ

ふくおか・マリノア
海の駅

能古島

玄界島

ふくおか・マリノア
海の駅

小樽市鰊御殿＆
日和山灯台

ニッカウヰスキー
余市蒸留所

おたる海の駅

青の洞窟＆窓岩

忍路臨海実験所

おたる海の駅

※3時間ルート
（他に6時間ルートあり）
※3時間ルート

（他に6時間ルートあり）

：上陸ポイント
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横浜
よこはま・かなざわ
海の駅

約1,100隻のボートやヨットを
保管する日本最大級のマリーナ。
複数のボートショーや体験プロ
グラムの会場にもなっていて、幅
広いユーザーに海とプレジャー
ボートの魅力を知る機会を提供
しています。隣接する「三井アウトレットパーク横浜ベイサイド」でショッピン
グや食事を楽しめば、マリンレジャーにプラスアルファの遊び方ができるで
しょう。駅から徒歩約10分というアクセスのよさもうれしいです。

アクセス

よこはま・かなざわ海の駅
（横浜ベイサイドマリーナ）

車：首都高速湾岸線・杉田
ICから約5分
電車：JR根岸線・新杉田
駅でシーサイドラインに乗
り換え。鳥浜駅まで約5分、
同駅から徒歩約10分

〒236 0007
神奈川県横浜市金沢区白帆1番地 
TEL.045 776 7590　https://www.ybmarina.com/

コテージ仕様の客室の前にマリーナの
風景が広がるリゾート感覚にあふれた
隠れ家的なホテルです。シェフ自慢のメ
ニューが楽しめるレストランにも注目。

ベイサイドマリーナホテル横浜

おなじみのブランドの商品をお買い得価
格で購入できるショップや、潮風を感じ
るレストランがいっぱい。ご家族連れや
カップルにもおすすめです。

三井アウトレットパーク
横浜ベイサイド

31フィートのヨットにインストラクターと
受講生が乗り込み、ヨットの醍醐味を
味わいます。年間を通じて行われていま
すが、人気が高いので予約はお早めに。

ISPAセーリングクルーザー
体験セーリング

よこはま・かなざわ
海の駅

シーサイドライン

横浜ベイブリッジ

横浜

新杉田駅
杉田 IC

首都高速湾岸線

根
岸
線

鳥浜駅

マリンチック街道の整備基準

マリンチック街道に関する
問い合わせ先
国土交通省海事局船舶産業課
TEL.03 5253 8634

選択条件 ※以下の寄港地、見学地を2つ以上含むこと

必須条件

安心・安全 誰でも不安なく楽しむための安全情報を提供

海域・距離 比較的穏やかな海域の日帰り周遊ルート

海の駅 2つ以上の海の駅またはビジター桟橋に寄港

グルメスポット 地元の人のみぞ知る（!?）レアなグルメを紹介

陸上観光スポット 上陸して楽しめる陸上観光スポットを紹介

写真撮影ポイント 船上からしか見られない魅力的な撮影ポイント

トイレ情報 上陸して行けるトイレ情報を案内

フィッシングポイント マリンレジャー体験（PWC、カヌーなど）

海事産業施設（造船所、大型船桟橋等）

景勝地、歴史的遺構

海洋学習・体験学習 その他（魅力的な独自のアイデア）

映画、ドラマの撮影地

多くの方 に々海や船の楽しさを満喫していただくために、
誰もが安全かつ気軽に楽しめるクルージングルートを提案するのが、

C to Seaプロジェクト「マリンチック街道」の取り組みです。
下記の整備基準に基づいて、今後、「マリンチック街道」が

全国各地に整備される予定です。

よこはま・かなざわ海の駅（横浜ベイサイドマリーナ）

5㎞0



3 第二海堡

2 浦賀水道

Model Route Map

「航海用電子参考図（new pec）」から転載（一財）日本水路協会承認 第290105号

東京湾アクアラインの換気塔施設
として造られた人工島で、まさにフ
ネでしか見に行けないスポット。三
角形の塔がヨットの帆をイメージさ
せます。

ショートコースは1→6に進みます

三浦半島と房総半島に挟まれた海
峡。ここに設定されている航路を
横断する場合は、航路に直角に近
い角度ですみやかに横断しなけれ
ばなりません。

次 と々飛来してくる旅客機を真下か
ら見上げます。機種が判別できる
ほどの近さで、ジェットエンジンの
音も相まって迫力満点です。

太平洋戦争の時に、本土決戦に備
えて造られた人工島、第二海堡を
船上から見学します。周辺には浅
瀬もあるので航行には注意が必要
です。

東京都港区から品川区、大田区、
川崎市を経て横浜市鶴見区の大黒
埠頭まで続く運河の総称。見慣れ
たはずの街並みも、海から見ると
新鮮です。

きさらづ海の駅（0438-23-2091）
に寄港して上陸。「活き活き亭」
（0438-22-5666）で海鮮BBQを
堪能したら、再び東京湾に出航し
ます。

東京湾のほぼ中央を横断し、神奈
川県川崎市と千葉県木更津市とを
結ぶ有料道路。休憩施設の海ほた
るは観光スポットとなっています。

みなとみらいには、ぷかり桟橋、
ランドマークタワー、コスモワール
ドなど、“インスタ映え”するポイン
トが目白押し。お見逃しなく。

パーク内の桟橋にボートを着けて
上陸。桟橋の利用は要予約（京浜
フェリーボート045-201-0821）。
象の鼻カフェでパフェを堪能したら
出航。

2 浦賀水道

3 第二海堡

4 きさらづ海の駅

5 東京湾アクアライン
1 11

よこはま・かなざわ海の駅

10

象の鼻パーク

4

5

きさらづ海の駅

東京湾アクアライン

7 羽田空港

8 京浜運河 6 風の塔
9

横浜みなとみらい 21

木更津「活き活き亭」の海鮮BBQ横浜ベイブリッジ 山下公園の〈氷川丸〉 象の鼻パフェ

東京湾

富津岬

5㎞0

ロ
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海の駅駅 トイレト グルメ食 上陸ポイント陸 撮影ポイント撮

撮 6 風の塔 撮

7 羽田空港 撮

8 京浜運河 撮

9 横浜みなとみらい 21 撮

10 象の鼻パーク 陸

11

1

よこはま・かなざわ海の駅

よこはま・かなざわ海の駅

撮

食ト駅

食 陸

撮

ト駅

食ト



“マリンチック街道”
応募要領

①応募要領 ・・・ 1,2
②【別紙】登録基準 ・・・ 3
③【様式１】応募用紙 ・・・ 4,5

国土交通省海事局船舶産業課舟艇室

【別紙2】
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ƊƇ̧̛̰˾̀ˬᜎᦇէᬹʴᆵᆋ 

 「マリンチック街道」とは、プレジャーボート等によるマリンレジャーの普及推進及び沿岸地

域の観光振興を図ることを目的として、各地域の海に関心を持っている方々の知識・経験を

活用して整備を行う、ボートクルーズ、沿岸観光等を含んだマリン観光モデルルートです。 

 これまでのプレジャーボート等による楽しみ方においては、クルーズや釣り等の海上周遊

のみで終わるものがほとんどであり、観光や食事へのこだわりはあまり深くありませんでし

た。 

しかしながら、近年、ビジター桟橋を有する「海の駅」が日本各地に整備（全国 167 駅

（2018 年 11 月現在））されてきたこともあり、単に海上周遊だけでなく、海の駅等から上陸し、

訪問する陸上スポット（観光地、グルメ等）をルートに加えることによって魅力的な沿岸観光

ルートの設定が容易になりました。 

地域の海に関心を持っている方々の知識やアイデアを集結したマリンチック街道を全国各

地に整備することにより、ボートレジャーの魅力拡大、沿岸地域観光の推進等に繋がること

を期待し、今般、広く一般の方々よりモデルルートを募集することとしました。 

 

ƋƇէᡸഊ 

(1) 海に関心を持っていること。 

(2) 日本国内に活動拠点を持つ個人又は法人その他の団体であること。 

（事業者の業種や、事業の営利・非営利（NPO 等）の形態は問いません。） 

 

ƌƇէຢ 

(1) 応募用紙（様式１）は、次の方法で入手してください。 

 ア．国土交通省ＨＰ内のマリンチック街道のサイトからダウンロード。 

イ．件名に「マリンチック街道応募用紙希望」と記して marintische@c2sea.jp に送信（返信メ

ールにファイルを添付します。）。 

(2) 応募者は、応募用紙に必要事項を記入して、電子メールに添付の上

marintische@c2sea.jp あてに電子メールにより提出してください。 

(3) 応募内容は、原則、登録基準（別紙）に適合することを条件としていますが、基準に適合

しないものの魅力的なルートとなる場合もありますので、このような場合は予めご相談願

います。 

(4) 応募用紙を記入する際は、応募用紙上のコメントに従って記入してください。 

(5) 応募の締め切りは２０１９年１月３１日（木）です。 

 

ƍƇࡖຢ 

(1) 応募内容については、国土交通省海事局船舶産業課舟艇室で審査いたしますが、応募

のあった地域を管轄する地方運輸局等に照会をします。 



 
 

2 
 

(2) 審査の段階で地方運輸局等から応募者あてご確認させていただく場合があります。 

(3) 応募内容は、他のマリンチック街道と名称、ルート等が重複する場合又は利用者の利便

性、安全性の確保に支障がある場合等の理由により、最終的に変更・修正させていただ

く場合があります。 

 

ƎƇᆄᩲ 

(1) 応募されたモデルルートがマリンチック街道として登録された場合は、申請者に対して登

録通知書をお送りします。 

(2) マリンチック街道は、周知広報のため、国土交通省のホームページ、雑誌等の様々な広

報媒体に掲載されます。 

 

ƏƇէ͢ʴຬΖ᮫ 

(1) 登録されたマリンチック街道及び使用される画像の使用・著作権は、国土交通省に帰属

します。 

(2) 登録されたマリンチック街道は、国土交通省が管理を行い、施設・周辺環境の変化、利

用者の利便性、安全性の確保等の理由により、修正される場合があります。 

 

ƐƇʐٟʊװ˕ʡ 

国土交通省海事局船舶産業課舟艇室 マリンチック街道担当 

〒100-9818 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

TEL：03-5253-8634 

メールアドレス：marintische@c2sea.jp 

※応募状況、審査状況、審査結果に関するお問い合わせにはお答え出来ません。 

応 

募 

者 地
方
運
輸
局 

舟 

艇 

室 

① 応募用紙等をメールで提出 

② 応募用紙の照会 

③ 内容の確認・調整 

（③-2 内容の確認・

調査） ④ 確認等の報告 

⑤ 登録通知書の交付 

Ꮠʓʴ˒ 



②ᆄᩲܒ༾ 【別紙】

距離に関する条件

一日で周遊可能なコー
ス

●初中級者や旅行者等を対象としたルートであることから、宿泊を含むルートは設
定しない。
●自己所有艇、レンタルボート・ヨット、チャーターボート・ヨットを対象とするため、
周遊ルートとすること。
●3時間程度のショートコース、6時間超のロングコースなど、同一海域で複数の
コースを設定することも可能。

スポット間の距離
●一つの航行区間(スポット間を移動するだけの航行区間)が概ね60分程度を超え
ないこと。

安全に関する条件
海象や航路状況が比較
的穏やか

●年間を通じて、海象等の自然条件の厳しい海域等は、なるべく避けること。
●極端に細い水路や航行が難しい水門等は、なるべく避けること。

漁業用養殖施設等に影
響がない

●漁業や養殖施設に対して、影響がないことを確認すること。
●必要に応じて、漁業関係者等に了解を得ること。

航行安全情報の提供
●ふくそう海域、養殖いかだの多い水域等、航行時に注意が必要なポイントには、
航行安全のための情報を付与すること。

寄港地、観光スポット等に関する条件

海の駅(又はビジター桟
橋を　有する施設)

●ボートレジャーの拠点である海の駅を発着点を含めて２駅以上航路に含むこと。
●ただし、周辺地域や航路上に適当な海の駅がない場合は、ビジター桟橋を有す
る施設を2つ以上含めれば差し支えない。

写真撮影
「SNS映え」ポイント

●船上からしか撮影できない写真撮影ポイントを1つ以上含むこと。
●一般的な観光地だけでなくインスタグラムなどのSNSで発信されるような写真撮
影ができるポイントが望ましい。

グルメ(ランチ・軽食・お
土産等)

●海の駅等で上陸して、徒歩圏内で行ける飲食店、食品販売店等を含むこと。
●昼食の場所は、必ず紹介すること。
●一般的なご当地の有名グルメ、名産品ではなく、海の駅（マリーナ）スタッフに人
気のお店、海上レストラン、漁港の食堂など、特色あるグルメスポットが望ましい。

陸上の観光スポット

●上陸した後に徒歩で訪問できる陸上の観光スポットを含むこと。
●マリンチック街道は、クルージングがメインであるため、長い滞在時間がかかる
施設は不可。
●一般的な観光地だけでなく、海にちなんだ観光ポイントが望ましい。

トイレ ●上陸して、徒歩圏内で使用できるトイレを1つ以上含むこと。

選択条件
次の条件を2つ以上含むこと

釣り体験
●コース上で釣りを楽しめるポイントを紹介すること。
●堤防釣り、磯釣り等上陸して行う釣りは不可。

マリンレジャー体験

●プレジャーボート以外のマリンレジャー、スポーツ等を体験できる施設等を紹介
すること。
●マリンチック街道は、クルージングがメインであるため、長い滞在時間がかかる
施設は不可。

海事産業施設（造船所
等）

●船上から見学できる海事産業施設（造船所、港湾施設、大型船用桟橋、漁港等）
を紹介すること。
●海事産業施設の近辺は、立ち入り禁止区域が設定されていることがあるため、
注意を払うこと。

景勝地、歴史的遺構
●船上から見学できる景勝地、歴史的遺構等を紹介すること。
●景勝地、歴史的遺構等の近辺は、立ち入り禁止区域が設定されていることがあ
るため、注意を払うこと。

映画、ドラマの撮影地
●船上から見学できる映画、ドラマの撮影地等を紹介すること。
●なるべく有名な映画やドラマの撮影地等を対象とすること。

海洋学習・体験学習
●海洋学習・体験学習できる施設等を紹介すること。
●ビジター桟橋があることを確認すること。

その他
●マリンチック街道がより魅力的なルートになるための、独自のアイデアが盛り込
まれていること。

付帯条件
必要に応じて次の付帯条件を明示すること

必要情報の明示
●ボート利用に必要と思われる情報を明示すること。
　 例)利用者の体調管理に必要となる情報、安全な航行を行う上で必要となる情報

3



③ᾢᾮᾷᾅᾇέᜎᦇէᄄ 【様式１】

〒

『 』

No.

『
』

No.

『
』

約 分 ルート上の注意点

撮影P寄港地、見学地等名 住所等 駅 トイレ グルメ 上陸P

2

＜画像＞ ＜説明＞

約 分 ルート上の注意点

撮影P起点となる海の駅等 住所等 駅 トイレ グルメ 上陸P

1

あまくさ海の駅

＜画像＞ ＜説明＞

マリンチック街道

氏名または代表者名

連絡先　ＴＥＬ
連絡可能時間帯
12:00 ～ 13:00
17:00 ～ 18:00

連絡先　E-mailアドレス

応募者情報

住所

事業者名

名称

4



③ᾢᾮᾷᾅᾇέᜎᦇէᄄ 【様式１】

No.

『
』

No.

『
』

No.

『
』

No. 撮影P

6

終点となる海の駅等 住所等 駅 トイレ グルメ 上陸P

約 分 ルート上の注意点

撮影P寄港地、見学地等名 住所等 駅 トイレ グルメ 上陸P

5

＜画像＞ ＜説明＞

約 分 ルート上の注意点

撮影P寄港地、見学地等名 住所等 駅 トイレ グルメ 上陸P

4

＜画像＞ ＜説明＞

約 分 ルート上の注意点

撮影P寄港地、見学地等名 住所等 駅 トイレ グルメ 上陸P

3

＜画像＞ ＜説明＞

寄港地、見学地等データ用の表（赤

枠）は適宜加除してください。

5



③マリンチック街道応募用紙（案） 【様式１】

〒

『 』

No.

『
』

No.

『
』

住所

事業者名

氏名または代表者名

連絡先　ＴＥＬ

応募者情報

123-4567 熊本県上天草市●●●

○○マリーナ

◆◆　□□

連絡可能時間帯
12:00 ～ 13:00
17:00 ～ 18:00

12-3456-7890

連絡先　E-mailアドレス aaaaaa@bbbbb

ルート上の注意点 湯島の桟橋は要予約約 40 分

＜画像＞ ＜説明＞

天草の島々を巡りながらイルカに会いに行きます。野生イルカの生息
地があり、1年を通して“ほぼ確実”に悠々自適に泳ぐイルカの姿を間
近に見ることができます。

50 分

＜画像＞ ＜説明＞

上陸P

2

住所等

北緯32°35'
東経130°09' 付近

上陸P 撮影P

イルカウォッチング ○

駅 トイレ グルメ寄港地、見学地等名

天草

名称

マリンチック街道

約

起点となる海の駅等

あまくさ海の駅 ○

住所等

上天草市松島町合津7500

1
熊本県の天草は、1年を通じて温暖な気候に恵まれ、また島々に囲ま
れた静穏性が高い場所です。クルージングを楽しむには絶好のゲレン
デといえるでしょう。「あまくさ海の駅」はこのエリア屈指の設備を誇るマ
リーナで、海水浴場も隣接しており、マリンスポーツを楽しむには最適
な施設。海でイルカウオッチングをするもよし、陸で歴史に彩られた史
跡を巡るもよし、非日常を味わうことができる魅力にあふれています。

撮影P

ルート上の注意点 他の船舶が多いふくそう海域

グルメ

○ ○

駅 トイレ

　　【記載例】



③マリンチック街道応募用紙（案） 【様式１】

No.

『
』

No.

『
』

No.

『
』

No.

約 分 ルート上の注意点

トイレ グルメ 上陸P 撮影P

5

＜画像＞ ＜説明＞

ルート上の注意点 他船の波や海流に注意

ルート上の注意点

6 あまくさ海の駅 上天草市松島町合津7500 ○ ○ ○

＜説明＞

湯島から帰港する途中、九州本土と天草諸島を結ぶ橋のたもとで、
ボートフィッシングを体験します。どんな魚が釣れるかな？

終点となる海の駅等 住所等 駅 トイレ グルメ 上陸P 撮影P

約 20 分

撮影P

4

天草五橋でボートフィッシン
グ

北緯32°53'
東経130°42' 付近

○

＜画像＞

寄港地、見学地等名 住所等 駅 トイレ グルメ 上陸P

寄港地、見学地等名 住所等 駅

＜画像＞ ＜説明＞
有明海にぽっかり浮かぶ離島に上陸。「天草・島原の戦い」で天草と島
原両軍の代表者が談合を行ったことから、別名「談合島」と呼ばれてい
る島です。
「日の出荘」（0964-56-4094）でご主人が釣り上げたマダイを刺身、煮
付け、押し寿司などでいただく鯛づくしに舌鼓をうってください。昼食
後、湯島出航。

約 20 分

グルメ 上陸P 撮影P

3

湯島、島の民宿でランチ
熊本県上天草市大矢野町湯島

９１３
○ ○ ○

寄港地、見学地等名 住所等 駅 トイレ

寄港地、見学地等データ用の表（赤

枠）は適宜加除してください。

 【記載例】



海や船に触れる機会の創出 海事・海洋に関する情報発信

「C to Seaプロジェクト」 について

海離れが指摘されている子どもや若者を始めとした国民全体に対して、
海・船への興味・関心をより一層高めるとともに、海洋レジャーの市場
拡大と国民の接点を拡大していくため、平成29年夏に「C to Seaプロ
ジェクト」を開始。
国土交通省と海事関係団体が官民一体となった海事広報活性化協議会に
おいて、海や船に触れる機会の創出と、海事・海洋に関する情報発信を
行っている。

「C to Seaプロジェクト」
アンバサダーとしてSTU48
が就任。 （2018年2月～）

クルーズ船における「C to Sea クルーズ」の実施
クルーズ内でキッズクルー体験や船に関する
講演等を実施。
（2017年12月、2018年12月 (予定) ）
（主催：商船三井客船）

マリンレジャー無料体験
プロジェクト（ 2018年5月～ ）
（主催：リクルート）

「海の駅」を拠点にクルーズ
観光 周遊のモデルルート制作

（2018年3月～）

ポータルサイト「海ココ」及び
各種SNSの運用（2018年4月～）

各種啓発
グッズ配布
（2018年
7月～）

四面を海に囲まれた海洋国日本にとって、海事分野で働く人材の確保、
国民にとって重要な海洋に関する諸施策に関する国民の理解は必要不
可欠である。
しかし昨今、国民が海水浴・海洋レジャーを含め、海を訪れることが
減少しているなど、いわゆる「国民の海離れ」という傾向が見られる。
そしてこの傾向は特に10代～20代の若者に顕著に見られる。
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※本プロジェクトは、国土交通省や日本財団等を中心に産学官民共同で行う「海と日本プロジェクト」の一環です。
「 国民 (Citizen)、子供達 (Children)、文化 (Culture) 

などの様々な「C」を「Sea（海）」につなげる。

あてはまる（非常によくあてはまる＋少しあてはまる）
あてはまらない（全くあてはまらない＋あまりあてはまらない）

海にとても親しみを感じる

（図１）出典：日本財団「海と日本」に関する意識調査（2017年）

【シンボルマーク】

（図１）
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