ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

所 在 地

説

明

交通アクセス

関東平野のほぼ中央に位置していること
県立関宿城博物館
や、利根川、江戸川の分岐点にあることか ＊東武鉄道「川間駅」から朝日バス
野田市関宿三軒家１
境町行き 32分 「関宿城博物館前」
ら、窓から江戸川・利根川をはじめ、筑波 下車 徒歩０分
1 （関宿城） 天守閣展 ４３－４
山・日光連山・富士山など関東一円の山並 ＊駐車場あり（約１００台）
望室
みを遠望することができます。

利根運河ポケット
2
パーク「眺望の丘」

3

4

5

6

手賀沼親水広場
「水の館」展望室

深くＶ字に削られた運河が、穏やかな曲線
を描く光景を見ることができます。対岸の
人がとても小さく見えます。今は行き交う
船もありませんが、かつては外輪蒸気船も
流山市東深井４７６番
航行していました。展望地の周辺では、春
地付近
に桜が、秋には曼珠沙華が楽しめます。
利根運河は、平成18年9月1日、社団法人
土木学会の選奨土木遺産に認定されまし
た。

入場時間、料金など

●開館時間は９：００～１６：３０（入館
は１６：００まで）で、月曜日（その日
が祝祭日の場合は翌日）・年末は休 県立関宿城博物館
TEL ０４－７１９６－１４００
館（年始は１月１日より開館）。
●入場／一般２００円、高大生１００ FAX ０４－７１９６－３７３７
円、中学生以下・６５歳以上無料（団
体料金あり）

＊東武野田線 運河駅 下車 徒歩5
●入場時間は自由
分
＊周辺に駐車できるスペースはあり ●料金／無料
ません。

「水の館」は、３階建ての建物で、展望室
の高さは２５メートル。眼下に手賀沼が広
がり、対岸に蓮の大群生、右手には手賀
大橋を望め、四季折々の沼の姿を見ること ＊ＪＲ我孫子駅南口から市役所経由
バスで「我孫子市役所」下車。徒歩約
我孫子市高野山新田 ができます。また、晴れた澄みきった時に ５分
は、筑波山や富士山を楽しむことができま ＊駐車場/１００台
す。近くの手賀大橋まで足をのばすと、左
右の歩道から手賀沼の広がりを身近に感
じることができます。

問い合わせ先

流山市観光協会（流山市役所
商工課内）
TEL ０４－７１５０－６０８５

●開館時間／９：００～１７：３０
●休館日：毎週月曜日（休日の場合
はその翌日）・年末年始（１２月２９日
手賀沼親水広場
～１月３日）・その他臨時休館日があ
TEL ０４-７１８４-０５５５
ります。
●入館料／無料

インターネット情報

http://www.chiba-muse.or.jp/sekiyado/

周辺の観光スポット

・鈴木貫太郎記念館
・関根名人記念館
・関宿城埋門
・ひまわりの里

http://www2.tbb.t・運河水辺公園
com.ne.jp/nagareyama-s.a./ ・東深井古墳の森

http://www.ｃｋｚ.jp/ｓｈｉｎｓｕｉ ・我孫子市鳥の博物館
・白樺文学館
/ｉｎｄｅｘ.html

手賀沼自然ふれあい
柏市岩井新田地先
緑道の展望デッキ

綺麗に整備された遊歩道の途中にある木
製の展望デッキで、高さはあまりありませ
んが、足下には蓮が群生し、手賀沼、水の
館、手賀大橋を一望でき、爽快な気分にな
れます。７月末には蓮祭りも開かれます。

＊我孫子駅南口 阪東バス 手賀
の杜（もり）プラザ行「スポーツ広
●入場時間は自由
場前」下車 手賀沼湖岸に向かい ●料金／無料
北へ約３００ｍ（徒歩約５分）
＊駐車場あり（約６台）

東葛飾地域整備センター柏
整備事務所公園街路課
TEL ０４-７１６７-１２６７

・道の駅しょうなん
・将門神社

手賀の丘公園 第
一展望台

柏市片山

手賀沼東端から手賀川に至る水辺空間
と、その周辺に広がる広大な干拓地・傾斜
林とが織り成す眺望が楽しめます。展望箇
所周辺には森林の中にアスレチック設備
が点在し、運動を楽しむことができます。

＊柏駅東口 東武バス「手賀の丘公
園」行 若白毛経由 終点手賀の丘
公園下車
＊柏駅東口 東武バス「布瀬」行,又
は｢手賀｣行き、手賀農協前下車 徒
歩７分
＊駐車場あり（約200台）１６時半施錠

手賀の丘公園センター「どんぐ
りの家」
TEL ０４-７１９３-００１０
又は
柏市役所都市緑政部公園緑政
課公園管理室
TEL ０４-７１６７-１１１１（代）

・手賀沼自然ふれあい緑道

江戸川堤 矢切の
渡し付近

＊北総線矢切駅下車徒歩３５分
小説「野菊の墓」の舞台となった矢切の台 ＊ＪＲ松戸駅より京成バス「矢切高
地や、矢切の渡しを見ることができます。 校」行き終点「矢切高校」下車徒歩１
松戸市下矢切１２５７
５分
江戸川の対岸には、映画「男はつらいよ」 ＊JR松戸駅より京成バス「矢切経由
地先
の寅さんの故郷である柴又を望め、小説 市川行き」乗車「下矢切」下車徒歩30
や映画の雰囲気に浸ることができます。 分
＊駐車場あり（約１５台）

7 行徳野鳥観察舎

市川市福栄

かつて東京湾岸に広がっていた湿地の風
情を楽しむことができます。施設には、鳥
を観察するために多数の望遠鏡が設置さ
れており、鳥の声、潮の香りを感じながら、
落ち着いた時間を過すことができます。

＊メトロ東西線行徳駅から徒歩２５分
＊東京メトロ東西線南行徳駅からハ
イタウン塩浜行きまたは、新浦安駅
行きバス「行徳高校」下車徒歩７分
＊駐車場あり(約 ３０台）

●手賀の丘公園センター「どんぐり
の家」休館日 月曜日（祭日の場合
は次の平日），年末年始（１２月２９
日から１月３日まで）

※矢切の渡し
運行時間 10：００～16：００
運行日
毎日（3月～11月）
土・日・祝日（12月～3月）
料金 大人100円
小人50円

松戸市役所 商工観光課
TEL 047-366-7327
※矢切の渡しの運行状況につ http://www.intership.ne.jp/~m.k ・野菊の墓文学碑
いては
ankou/
矢切渡船
TEL 047-363-9357

●開館時間／９：００～１６：３０ 日
曜・祝祭日も開館
●休館日／毎週月曜日（月曜日が 千葉県行徳野鳥観察舎
祝日・振替休日にあたる場合は火曜 TEL ０４７-３９７-９０４６
日）、毎月末の金曜日（清掃日）、年 FAXも同じ
末年始（12月28日～1月3日）
●入場、利用とも無料

http://www.city.ichikawa.chi ・徳願寺
ba.jp/env/nature/bird/index. ・妙覚寺
・常夜燈
html

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）
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入場時間、料金など

問い合わせ先

高洲海浜公園及びそ
浦安市高洲９－２
の護岸

公園には、緑の広場や海が望める丘があ
り、隣接する美しく整備された階段状の人
工海岸からは、水平線が広々としていま
す。後方には、高層マンション群などが建
ち並び、ぐるりと人工的な都市景観を楽し
むことができます。

谷津干潟自然観察 習志野市秋津５―１
―１
センター

＊ＪＲ京葉線新習志野駅下車 徒歩
２０分
東京湾に残された数少ない干潟で、ラム ＊ＪＲ京葉線南船橋駅下車 徒歩２０
サール条約登録湿地となっています。観察 分
＊京成電鉄谷津駅下車 徒歩３０分
センターからはこの全景を一望できます。 ＊ＪＲ総武線津田沼駅下車 バス「津
単眼鏡がたくさん設置されており、気軽に 田沼高校」下車 徒歩１０分
野鳥観察ができるようになっています。
＊ＪＲ総武線津田沼駅下車 バス「谷
津干潟」下車 徒歩１５分
＊駐車場あり

●休館日／月曜日（月曜日が祝祭日の
場合は次の平日）、年末年始（１２月２８
日～１月１日）
谷津干潟自然観察センター
●開館時間／９：００～１７：００
TEL ０４７-４５４-８４１６
●入館料／小中学生及び未就学児無料
高校生以上３００円 ６５歳以上１５０円 FAX ０４７-４５２-２４９４
（年齢ができるものをご提示ください）
団体（３０名以上）は２割引

橋の歩道からは、東京湾、対岸のビル郡、
人工海浜の検見川の浜、幕張の浜、幕張
新都心の高層ビル群が望め、海辺の都会
風景を楽しめます。映画のロケやデートス
ポットとしても有名です。休日は、ウインド
サーフィンやカイトサーフィンが海を彩りま
す。冬の晴れた日の夕方は、富士山のシ
ルエットを見ることもできます。橋の上は駐
車禁止です。交通量も多く危険ですので、
見物停車もご遠慮ください。

●駐車場利用時間／８：４５～１７：０
０
●料金／無料

10 美浜大橋

11

所 在 地

千葉市美浜区

＊JR京葉線新浦安駅下車 ベイシ
ティバス１５・１８系統「高洲海浜公
園」下車
＊駐車場あり（約１５０台）

＊JR京葉線検見川浜駅から徒歩２０
分
＊橋の上は駐車禁止です。駐車場
は、千葉西高校と千葉療養センター
の間にあります（約３００台）。

●駐車場利用時間／8:30～19:30
●料金／無料

浦安市役所 公園緑地課
TEL ０４７-３５１-１１１１
FAX ０４７-３５３-４３７８

インターネット情報

周辺の観光スポット

・浦安魚市場、
http://www.city.urayasu.chib ・旧江戸川屋形船
・浦安市郷土博物館、
a.jp/a013/b002/d03900008. ・東京ディズニーリゾート
html
・ヘリコプタークルーズ

・谷津バラ園

http//www.city.narashino.chiba.j ・巨人軍発祥の地
・香澄公園

・稲毛民間航空記念館
・花の美術館
・稲毛海浜公園

稲毛記念館 展望
室

眼下には、防風林の緑の帯が広がり、そ
の先には、海上に数々の船が往来してい
千葉市美浜区高浜７
る光景を見ることができます。展望室は、
－２－３
湾曲した総ガラス張りで、東京湾の大パノ
ラマを楽しむことができます。

●開館時間／９：００～１７：００（７・８
＊JR稲毛駅・JR稲毛海岸駅よりバス
稲毛記念館
月は９：００～１８：００）
｢海浜プール入口｣行き｢高浜南団地｣
●休館日／月曜日（休日の場合は、 TEL ０４３-２７７-４５３４
下車、徒歩３分
ＦＡＸ ０４３-２７７－４６８８
翌日が休館）、年末年始
＊駐車場あり(約１２００台）
●料金／無料

http://www.cga.or.jp/004013/・花の美術館

千葉ポートタワー
展望室

高さ１１３ｍの展望室からは、千葉港、京
葉工業地帯、千葉市街、幕張新都心はも
千葉市中央区中央港 とより、東京湾アクアラインや都心の高層
１丁目地内
ビル群など、３６０度の眺望を楽しむことが
できます。空気の澄んだ快晴時には富士
山、筑波山も見えます。

●開館時間／６月～９月＝９：００～
２１：００、 １０月～５月＝９：００～１
＊千葉都市モノレール・JR千葉みな
９：００ 但し、入館時間は閉館の３０
と駅下車 徒歩約１５分
千葉ポートタワー
分前まで
＊JR千葉駅より中央・小湊バス｢千葉
●休館日／年末年始（１２月２８日～ TEL０４３－２４１－０１２５
ポートタワー｣行きで終点下車
FAX０４３－２０３－１５８８
１月４日）
＊駐車場あり（約２５０台）
●料金／①個人＝大人４１０円、小・
中学生２００円 ②団体（３０人以上）
１割引

http://www.chibacityta.or.jp/

・千葉ポートパーク
・県立美術館

http://www.pref.chiba.jp/

・千葉ポートタワー
・県立中央博物館
・千葉市郷土資料館（千葉
城）

千葉県庁本庁舎１９
13
階 展望回廊

＊JR内房線・外房線本千葉駅下車
徒歩８分
周囲がすべてガラス張りになっており、千 ＊京成電鉄 千葉中央駅下車 徒歩
葉市の中心市街地を眼下に見ることがで １０分
きます。東側には千葉城、西側には千葉 ＊千葉都市モノレール 県庁前駅下
千葉市中央区市場町 ポートタワー、東京湾、東京湾アクアライン 車 徒歩３分
１－１
や都心の高層ビル群を望むことができま ＊バス 「県庁前」下車 徒歩３分
す。低気圧の通過直後の快晴時には、富 ＊駐車場あり（県庁中庁舎脇、裁判
士山、南アルプス、筑波山、伊豆大島も見 所向かい側の立体駐車場）。駐車券
の押印は本庁舎２階「報道監広聴グ
えます。
ループ」窓口で。

●入庁できるのは通常業務時間
（９：００～１７：００）で、業務時間外、
県庁管財課 庁舎管理室
土日、祝日、年末年始（１２月２８日
TEL ０４３－２２３－２０８７
～１月３日）は庁舎に入れません。
FAX ０４３－２２５－８２６６
●展望回廊は１７：１５に消灯しま
す。
●料金／無料

・稲毛民間航空記念館
・稲毛海浜公園

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
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入場時間、料金など
●開園時間／９：３０～１６：３０（入園

千葉市動物公園
14
観覧車

眼下に動物公園の全体や若葉区の市街
は１６：００まで）
地を中心として、住宅地や商業地、農地、 ＊千葉都市モノレール｢動物公園｣下 ●休園日／月曜（休日の場合は翌
千葉市若葉区源町２
日）、年末年始
緑地の様子がわかり、千葉都市モノレー 車
８０
●料金／高校生以上５００円、小中
ルの軌道が市内を蛇行している様子もわ ＊駐車場あり（約１６００台）
学生１００円
かります。

県立印旛沼公園展
千葉県印旛郡
15 望台
印旛村師戸

印旛沼サンセットヒ
16
ルズ

17 成田市さくらの山

18

印幡沼公園の先端部分に位置し、目の前
に印旛沼が一度に視野に入りきらない大
きさで広がります。特に冬の朝夕が美しく
お勧めです。この公園は鎌倉時代の師戸
（もろと）城趾です。

＊京成線「京成臼井駅」から「印西牧
の原駅行き」又は「印旛日本医大駅
●入場時間制限／なし
行き」バスで１０分「師戸」下車、徒歩
●料金／無料
５分
＊駐車場あり（約２０台）

＊京成佐倉駅北口より「佐倉市循環
バス」（約１５分）
＊総武本線佐倉駅北口より「ちばグ
オートキャンプ場脇の広場西側から、眼下 リーンバス１号線」京成佐倉駅南口下
車（約１０分）同駅北口より「佐倉市循
に田園、印旛沼のパノラマが広がります。
●広場内にはいつでも入れます。
環バス」(約１５分)
佐倉市飯野町27番地
名前のとおり、特に夕日の時間がお勧め ＊東関東自動車道「佐倉ＩＣ」より国道 ●料金／無料
です。
２９６号線主要地方道佐倉印西線か
ら草ぶえの丘前を通過し突き当たり
左折（約１１ｋｍ、２５分）
＊駐車場あり(約27台）

成田市駒井野
地先

航空科学博物館展 芝山町岩山１１１-３
望展示室

東関東自動車道
（上り線）佐原パー 香取市大倉地先
19
キングエリア内、パ
ノラマ展望台

成田空港4000ｍ滑走路北側の小高い丘
の上にあり、離着陸する航空機が頭上を
通過する航空機マニア垂涎の場所です。
ベンチが用意されており、ゆっくり見物がで
き、子供から大人まで楽しめます。
＊注意事項
・禁止行為（①たき火、炊事、野営をおこな
うこと、②花火類の使用、③その他、｢成田
市さくらの山の設置及び管理に関する条
例｣で禁止されている行為）
・営業の目的での写真または映画の撮影
等には許可が必要です。

＊東関東自動車道 成田ICから
国道２９５号（空港通り）経由、
県道４４号線（成田小見川鹿嶋港線）
●利用時間 ／ ６：００～２３：００
で約１０分
●料金／無料
＊駐車場あり(約４０台）
(平成１９年４月より
１２１台 内３台は大型）

問い合わせ先

周辺の観光スポット

http://www.city.chiba.jp/zoo

・千葉ポートタワー
・県立中央博物館
・千葉市郷土資料館（千葉
城）

テレフォンガイド
TEL ０４３-２５３-０２００
千葉市動物公園
TEL ０４３-２５２-１１１１
ＦＡＸ ０４３-２５５-７１１６

財団法人千葉県まちづくり
公社
公園緑地部 北総事務所 http://www.pref.chiba.jp/index.html ・印旛村歴史民族資料館
TEL ０４７６-２６-３８３１
FAX ０４７６-２８-８４８５

佐倉市役所 商工観光課
観光班
TEL ０４３-４８４-６１４６
FAX ０４３-４８６-２５０４

・国立歴史民俗博物館
http://www.city.sakura.lg.jp/
・佐倉ふるさと広場
sunset_hills/index.htm
・草ぶえの丘

成田市役所 公園緑地課
TEL ０４７６-２０-１５６２
FAX ０４７６-２２-４４４９

http://www.city.narita.chiba.j ・成田国際空港
・成田山新勝寺
p/sosiki/koen/sakuranoyam ・千葉県花植木センター
a.html
・三里塚御料牧場記念館

成田空港が一望でき、航空機の迫力ある
離発着シーンを近距離で楽しむことができ
ます。離着陸回数も多く、国際空港を持つ
千葉県ならではの光景です。飛行機の離
着陸はなぜか心をわくわくさせてくれます
ので、大人にも子どもにもお勧めできま
す。

●開館時間／10:00～17:00（入館
16:30まで）
＊芝山鉄道芝山千代田駅からバスで
●休館日／毎週月曜日（祝日はそ 航空科学博物館
約３分
TEL ０４７９‐７８‐０５５７
の翌日）年末12月29日～31日
＊駐車場あり（バス１０台、自家用車
●入館料／大人500円、中高生300 FAX ０４７９-７８-０５６０
３００台）
円、こ ども（4歳以上）200円、団体
（20人以上）20%割引

崖の先端に作られた展望台で、目の前に
広大な田園風景が広がります。田園の向
こうには利根川、その向こうに水生植物
園、潮来市街、鹿島工業地帯などを望め
ます。高速道路を走る車の光跡がＳ字に
なるので、夕景・夜景の撮影ポイントにも
なっています。

＊東関東自動車道（上り線）佐原
パーキング
（注意） 茨城県方面から千葉県に
入ってこないとこの展望台へは行け
ません。くれぐれもご注意。

●展望台にはいつでも入れます。
●料金：展望台料金は無料

インターネット情報

香取市商工観光課
TEL ０４７８-５０-１２１２
FAX ０４７８-５４-７６５４

http://www.aeromuseum.or.jp・芝山水辺の里

http://www.city.katori.lg.jp/

・香取神宮
・佐原の歴史的町並み（重要伝
統的建造物群保存地区）
・小見川城山公園・府馬の大ク
ス
・道の駅くりもと紅小町の郷

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

20

橘ふれあい公園憩 香取市仁良１
いの森展望台

21 大クス展望公園

22

23

香取市府馬２３８３

東庄県民の森展望 東庄町小南６３９
台

銚子ポートタワー
展望室

24 犬吠埼灯台

25

所 在 地

地球の丸く見える丘
展望館

説

明

交通アクセス

入場時間、料金など

＊東関東自動車道 大栄ＩＣから東総
有料道路経由３０分又は佐原香取IC
アスレチックのできる「憩いの森」の中にあ から２５分
●展望台にはいつでも入れます。
る展望台で、水田と里山の織り成す千葉 ＊JR成田線 小見川駅下車、千葉交 ●料金／無料
通バス旭駅行き１５分「田部倉庫前」
県の原風景を見ることができます。
下車、徒歩１５分
＊近くに駐車場あり（約１５０台）

問い合わせ先

香取市商工観光課
TEL ０４７８-５０-１２１２
FAX ０４７８-５４-７６５４

国の天然記念物に指定されている「府馬
の大クス（樹齢1300～1500年）」に隣接し
た展望台からは、眼下に美しい田園風景
が広がります。

＊東関東自動車道 大栄ＩＣから東総
有料道路経由３５分または佐原香取
ICから３０分
●展望台にはいつでも入れます。
＊JR成田線小見川駅下車、千葉交
●料金／無料
通バス旭駅行き２０分「小保内」下
車、徒歩１０分
＊駐車場あり（約２０台）

季節ごとに変化する広大な田園風景と、通
称「夏目堰」と呼ばれる湖面を眺めること
ができます。この地域は、もとは椿海と呼
ばれる湖でしたが、江戸時代に干拓し、
「干潟八万石」といわれる水田地帯になり
ました。夏目堰はカモなどの水鳥が多数訪
れ、展望台からのバードウォッチングに最
適です。

＊東関東自動車道大栄ICから東総
有料道路経由→地方道70号→地方
東庄県民の森管理事務所
道74
＊東関東自動車道佐原香取ICから ●管理棟のみ９：００～１６：３０ １２ TEL ０４７８-８７-０３９３
FAX ０４７８-８７-０８１８
地方道55号→地方道28号→地方道 月29日～1月3日まで休業日
〈指定管理者 : 県森連・塚原緑
●料金／無料
74号
地研究所グループ〉
＊国道126号旭市網戸交差点で左
折、地方道73号→地方道265号
＊駐車場あり（約５０台）

香取市商工観光課
TEL ０４７８-５０-１２１２
FAX ０４７８-５４-７６５４

インターネット情報

周辺の観光スポット

http://www.city.katori.lg.jp/

・府馬の大クス
・小見川城山公園
・香取神宮
・佐原の歴史的町並み（重
要伝統的建造物群保存地
区）
・道の駅
くりもと紅小町の郷

http://www.city.katori.lg.jp/

・橘ふれあい公園
・小見川城山公園
・香取神宮
・佐原の歴史的町並み（重
要伝統的建造物群保存地
区）
・道の駅
くりもと紅小町の郷

水鳥や白鳥が飛来す
る夏目の堰までは、徒
歩3分
http://www.tonosho-mori.jp/
いちご狩りができる観
光農園は、車で5～15
分内に7件

●年中無休
●開館時間／平 日 ８：３０～１７：３
０、
＊JR銚子駅下車
千葉交通バスにて
最上階の展望室は海抜約60mで、銚子漁
銚子市川口町２－６３ 港、利根川河口、銚子市街地、犬吠埼灯 川口・黒生・ポートセンター行きで２０ 土日祝 ８：３０～１９：００（ただし入 銚子ポートタワー
館は閉館３０分前まで）
分
８５－２６７
台、地球の丸く見える丘（愛宕山）など、銚 ＊駐車場あり【５０台（うち大型バス３ ●料金／大人３００円、小・中学生１ TEL ０４７９-２４-９５００
子の観光スポットが一望できます。
５０円、団体２０名以上１割引、団体
台）】
１００名以上２割引。６５歳以上２００
円

http://www.choshikanko.co ・ウオッセ２１
・第３卸売市場（銚子漁港）
m/extra/porttower/

犬吠埼の突端から見る太平洋は雄大で
す。手前下には君ケ浜が美しく弧を描いて
います。明治7年（1874年）に点灯された西
洋型第1等灯台で、日本で24番目に点灯さ
銚子市犬吠埼９５７６
れ、レンガ造りの建築物としては日本一の
高塔（31.57ｍ）です。階段は９９段。平成１
０年に「世界の歴史的灯台１００選」に選ば
れました。

・君ケ浜しおさい公園
http://www.kaiho.mlit.go.jp/
・銚子電鉄「犬吠駅」
03kanku/choshi/index.htm
・犬吠埼遊歩道

●年中無休
＊銚子電鉄「犬吠駅」から徒歩７分
（雨天等業務の都合により中止もあ
（社）燈光会犬吠埼支所
＊周辺に駐車場あり（有料。約１００
り）
TEL ０４７９-２５-８２３９
台）。君ケ浜の駐車場は無料(海岸約
●入館時間／８：３０～１６：００
１５０台、松林側約１５０台）。
●料金／大人１５０円、小人２０円

●年中無休
銚子市内で最も高い愛宕山にあり、屋上
（荒天の場合の休館あり）
展望台からは、鹿島灘、筑波山、利根川、
４月～９月 ９：００～１８：３０
漁港、犬吠埼、屏風ケ浦、九十九里浜など
銚子市天王台１４２１
地球の丸く見える丘展望館
＊銚子電鉄「犬吠駅」から徒歩１５分 １０月～３月 ９：００～１７：００
３６０度の眺望が楽しめ、その名のとおり ＊駐車場あり（約１３０台）
●料金／大人３００円、小・中学生１ TEL ０４７９-２５-０９３０
－１
水平線が丸く見える感じがします。冬の空
５０円、団体２０名以上１割引、団体
気の澄んだ日には、日没時にシルエットの
１００名以上２割引、６５歳以上 ２０
富士山を見ることができます。
０円

http://www.choshikanko.co ・銚子電鉄「犬吠駅」
m/extra/tenboukan/
・銚子マリーナ

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

飯岡刑部岬展望館
26
～光と風～

所 在 地

説

明

刑部岬の先端に立ち、３６０度の眺望が楽
しめます。眼下に飯岡漁港、その後ろに弧
を描く九十九里浜、右手の台地には風力
発電の風車が林立し、目は犬吠埼へと導
旭市上永井1309-1 かれます。快晴で風の強い冬の朝、夕に
は遙かに富士山も見ることができます。３
階と屋上が展望室となっていますが、屋根
のある３階が見やすくお勧めです。

交通アクセス
＊ＪＲ総武本線旭駅から銚子行バス
で２０分「灯台入口」下車 徒歩１０分
＊東関東自動車道から千葉東金道
路を経由し「横芝・光ＩＣ」から国道１２
６号で約４０分
＊駐車場あり（約８０台）

入場時間、料金など

問い合わせ先

●開館時間／９：００から１６：３０（１
階トイレ及び３階「光と風のデッキ」
飯岡刑部岬展望館
は終日利用可能）
●休館日／毎週月曜日（祝日の場 TEL ０４７９-５７-１１８１
合は翌日）、年末年始（１２月２９日
～１月３日）
●料金／無料

蓮沼海浜公園展望 山武市蓮沼曙
27
台

九十九里浜のほぼ中央に位置しているた
め、左手遙かかなたに刑部岬、右手遙か
かなたに太東岬と、九十九里浜の全景を
見ることができます。内陸側には、九十九
里平野の田園と背後に台地を望むことが
できます。最上階よりも、その下の階の方
が見やすいです。

＊千葉東金有料道路松尾横芝ＩＣ県
道成田・松尾線１０分
●無休
＊JR総武本線横芝駅下車、循環バ
●料金／無料
スまたはタクシー２０分
＊大駐車場あり

さんぶの森公園展望
山武市埴谷
タワー

「山武杉」をイメージしたシンボルタワーで
グリーンタワーと名付けられており、地上４
０ｍの展望台からは、山武杉の樹海をぐる
りと３６０度楽しめます。

●開館時間は9：00～16：30
＊JR総武本線日向駅下車 山武市
●休館日／月曜日・年末年始
さんぶの森グリーンタワー
巡回バス１０分「さんぶの森公園」下
月曜日が祝日の場合はその翌日
TEL ０４７５-８０-９１０３
車すぐ
●料金／１００円（未就学児・70歳以
＊駐車場あり(約４０台）
上 無料）

28

29 成東城跡公園

30

31

山王台公園

九十九里ビーチタ
ワー

32 昭和の森 展望台

山武市成東

東金市東金1703-4

http://www.city.asahi.lg.jp/

周辺の観光スポット

・袋公園
・龍福寺の森
・大原幽学記念館と遺跡史
跡公園

・海水浴場(殿下,中下,南浜）

http://www.hasunuma.co.jp/ ・道の駅「オライはすぬま」

http://www.city.sammu.lg.jp
/sisetu/s-koen/index.html

・山武特産物直売所
・果樹園
・山武農産物食品加工研究
センター
・さんぶの森文化センター

浪切不動の西隣にある小高い山の頂（中
世の城跡）周辺に整備された市民公園で、 ＊JR総武本線成東駅下車 徒歩１５ ●無休
●料金／無料
山頂からは成東の町並みと九十九里平野 分
が望めます。

山武市経済環境部商工観光課
ＴＥＬ ０４７５-８０-１２０２
FAX ０４７５-８２-２１０７
山武市都市建設部都市整備課
ＴＥＬ ０４７５-８０-１１９２
FAX ０４７５-８２-２１０７

http://www.city.sammu.lg.jp/

眼下に東金市街地に続く九十九里平野を
望み、遠く九十九里の海を見渡すことがで ＊ＪＲ東金線・東金駅下車、徒歩15分
●無料
きます。展望箇所周辺には、多数の桜の ＊千葉東金道路・東金ＩＣ、15分
＊駐車場あり（４４台）
木があり、桜の名所としても知られてま
す。

東金市商工観光課
TEL ０４７５-５０-１１４２

http://www.toganekanko.co
・八鶴湖
m

どこまでも続く広い砂浜、雄大な太平洋な
ど、九十九里浜の眺望を心から楽しむこと
九十九里町不動堂海
ができます。展望地は、巻貝をモチーフに
岸
した高さ22ｍのタワーで、記念写真スポッ
トにもなっています。

千葉市緑区土気町・
小食土町・小山町

千葉県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ都市開発(株)
ＴＥＬ ０４７５-８６-３１７１
ＦＡＸ ０４７５-８６-３１７４

インターネット情報

手前に山林や田畑、晴れた日には、その
奥に九十九里平野と太平洋の水平線を望
めます。初日の出の名所でもあります。

＊JR東金線・東金駅下車 サンライ
ズ九十九里行バス 不動堂バス停下
車 徒歩５分
＊千葉東金道路東金ＩＣ経由・国道１ ●見学自由
２６号線・東金九十九里有料道路九 ●料金／無料
十九里ＩＣ下車
＊駐車場あり（５００台）。海水浴開設
期間７月１日～８月３１日及びその他
の月の土日祝日は有料。

＊JR土気駅より千葉中央バス｢大網｣
行きで｢昭和の森入口｣下車 徒歩１
分
＊駐車場あり（約８２４台）

・山武市歴史民俗資料館
・苺園
・果樹園
・浪切不動院

九十九里町観光協会
TEL ０４７５-７６-９４４９
・高村光太郎詩碑（智恵子
九十九里町役場産業振興課
TEL ０４７５-７０-３１７６
FAX ０４７５-７６-７９３４

●開園時間／４～９月＝８：３０～１
緑公園緑地事務所
７：００、 １０～３月＝８：３０～１６：３
TE L ０４３-２９４-２８８４
０
FAX ０４３-２９４-２８６９
●料金／無料

http://www.99kankou.com/ 抄）
・伊能忠敬記念公園

http://www.city.chiba.jp/tos
・千葉市ユースホステル
hi/koenryokuchi/kanri/midor ・昭和の森キャンプ場
i/contents/showa-no-mori/

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

所 在 地

説

明

交通アクセス

入場時間、料金など

＊京葉道路蘇我ICから茂原街道へ、茂原
方面に約２５分
＊館山自動車道市原ICから茂原街道へ、 ●入場料／５００円
茂原方面に約２５分
●運転時間
＊JR蘇我駅西口から「ｱｳﾄﾚｯﾄｺﾝｻｰﾄ長柄
１０時～２０時（３月～１０月）
行」無料ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ（土日祝限定）
１０時～１９時（１１月～２月）
＊JR千葉駅、JR茂原駅発の小湊鉄道「ｱ
ｳﾄﾚｯﾄｺﾝｻｰﾄ長柄行」路線バス
＊大駐車場あり

アウトレットコンサー
33
ト長柄大観覧車

観覧車の頂上からは、東京湾、九十九里
が展望でき、房総の特徴である緑の低山
長柄町山之郷６７－１ の連なる景観が楽しめます。また晴れた日
には富士山を覗くこともできます。１周は約
12分間です。

34 市原市庁舎屋上

●入庁できるのは通常業務時間
西に東京湾や臨海工場地帯、田園地帯、
（８：３０～１７：００）で、業務時間外、
南に房総丘陵を望み、近くには史跡上総
＊ＪＲ内房線五井駅からバス「市原市 土日、祝日、年末年始（１２月２９日
市原市国分寺台中央 国分寺跡や史跡上総国分尼寺跡を望むこ
～１月３日）は庁舎に入れません。
役所」下車 徒歩0分
１－１－１
とができます。また、空気の澄んだ日には ＊駐車場あり（約１８０台）
●天候等により、入場制限、利用時
富士山を望めます。特に冬の夕日がきれ
間の変更をすることがあります。
いです。
●料金／無料

35

市原市海づり施設
（通称：海釣り公園）

36 海ほたる展望デッキ

37

袖ケ浦海浜公園
展望台

38 中の島大橋

問い合わせ先

ｱｳﾄﾚｯﾄｺﾝｻｰﾄ長柄
TEL ０４７５-３０-７７１１

市原市経済振興課 観光振興
室
ＴＥＬ ０４３６-２３-９８７０
ＦＡＸ ０４３６-２２-６９８０

●入場できるのは4月から6月が6：
00から19：00まで（桟橋の利用は18：
30まで）7月から10月は6：00から21：
00まで（桟橋の利用は20：30まで）11
月から3月は7：00から17：00まで（桟
管理棟の展望台からは、東京湾が一望で
橋の利用は16：30まで）で、月曜日
き、快晴時には幕張新都心、川崎、東京の
（月曜日が休日の場合は翌日）、年
ビル群が望めます。また冬の夕方には、富
＊ＪＲ内房線五井駅下車 タクシー約 末年始（12月31日～1月3日）は入場 市原市海づり施設管理所
市原市五井南海岸１ 士山がシルエットとなり海上に浮かびま
ＴＥＬ ０４３６-２１-０４１９
できません。
10分
－１２
す。管理棟から海に向かって桟橋が設置 ＊駐車場あり（約８５台）
●天候等により、休業や入場制限・ ＦＡＸ ０４３６-２４-３９９３
され、そこから気軽に海づりが楽しめま
利用時間の変更をすることがありま
す。道路標識などには、通称の「海釣り公
す。
園」で表記されている場合があります。
●料金／釣り料（大人920円、中学
生460円、小学生以下・65歳以上無
料）入場のみの場合（大人220円、中
学生110円、小学生以下・65歳以上
無料）

木更津市中島地先
「海ほたるPA」内

川崎と木更津を結ぶ東京湾アクアラインの
休憩施設である「海ほたるPA」の展望デッ
キからは、東京湾を一望できます。晴れた
日の日没後には、東京湾岸の工場や都市
の光が美しく、冬の朝夕は富士山が綺麗
に見えます。

＊東京湾アクアライン
高速バス（JR川崎駅⇔JR木更津
駅）
「海ほたるPA」下車
＊駐車場あり
（大型車93台、普通車387台）

袖ケ浦市南袖地先

公園から見るとアクアラインの後ろに富士
山が立ち上がるため、写真愛好家の撮影
スポットになっています。展望台からは、さ
らに東京湾の対岸が一望でき、特に、朝、
夕がきれいです。

＊ＪＲ袖ケ浦駅下車 バス（のぞみ野・
平岡・中郷線）で15分 袖ケ浦海浜公
●入園自由
園下車
＊駐車場あり（約50台）

木更津市中の島2番
地

高さ約25ｍで歩道橋としては日本一の高
さを誇り、港の海上から陸を見ることがで
きます。潮干狩場から工場、市街地など盛 ＊JR内房線・木更津駅下車徒歩15
りだくさんの木更津の様子が一望できま 分
●入場時間／24時間開放
す。夕暮れ時や、空気の澄んだ冬の日の （中の島大橋の渡り時間 徒歩約10分） ●料金／無料
富士山は、絶景です。映画「木更津キャッ ＊駐車場あり（海浜公園兼用50台）
ツアイ」で、恋人の橋として全国的に有名
になりました。

●入場時間／24時間開放
●料金／無料

インターネット情報

周辺の観光スポット

・長柄ダム
・日本エアロビクスセン
http://www.concert-nagara.com ター
・秋元牧場

http://www.city.ichihara.chib ・飯香岡八幡宮
・史跡上総国分尼寺跡
a.jp
・市原市海づり施設

http://www15.ocn.ne.jp/~um ・飯香岡八幡宮
・史跡上総国分尼寺跡
izuri/

東京湾横断道路㈱
アクアライン事業所
TEL ０４３８-４１-７４０１

http://www.umihotaru.com/ ・花ほたる
・龍宮城スパ三日月
pa/introduction.asp
・アクアわくわく市場

千葉港湾事務所
ＴＥＬ ０４３-２４６-６２０１

http://www.parksodegaura.or.jp

・袖ヶ浦公園
・東京ドイツ村
・花ほたる
・龍宮城スパ三日月
・アクアわくわく市場

http://www.city.kisarazu.chi
ba.jp/shisetsu/054.html

・木更津海岸潮干狩場、
・光明寺（切られ与三郎の
墓）、
・選擇寺（こうもり安の墓）、
・證誠寺

木更津市都市部 都市計画課
TEL ０４３８-２３-７１１１（代）

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

39 きみさらずタワー

袖ケ浦公園 展望
40
台とその周辺

41 東京ドイツ村観覧車

42 鶴舞桜が丘

所 在 地

交通アクセス

入場時間、料金など

問い合わせ先

インターネット情報

周辺の観光スポット

木更津市太田2－16

＊JR内房線・木更津駅下車 ｢太田
循環行き｣乗車､｢恋の森｣下車 徒歩 ●入場時間／24時間開放
●料金／無料
5分
＊駐車場あり（74台）

木更津市都市部 都市計画課
TEL ０４３８-２３-７１１１（代）

http://www.city.kisarazu.chi ・木更津市立金鈴塚遺物保
存館
ba.jp/shisetsu/051.html

袖ケ浦市飯富2360

公園内で最も高く、展望の利く場所です。
標高も約３０ｍとなっており、公園全体と美
しい田園風景を一望することができます
が、展望台脇の神社付近からの田園風景
もきれいで、冬の朝夕には富士山を見るこ
ともできます。

＊ＪＲ袖ケ浦駅からバス１５分
＊館山道姉崎袖ケ浦ＩＣ８ｋｍ車で１５
●入園自由
分
＊駐車場あり（約２００台）

公園管理事務所
ＴＥＬ ０４３８-６３-６５６０

http://www.park-sodegaura.or.jp ・アクアラインなるほど

袖ケ浦市永吉419

市原市鶴舞６５９

市原市水と彫刻の
機」

明

木更津市街地を３６０度眺望できます。西
側には市街地の奥に、港や中の島大橋を
望み、冬の快晴時には富士山が望めま
す。市街地の夜景も綺麗です。

43 ユートピア笠森の展望 長南町岩撫

44 丘の「藤原式揚水

説

市原市不入７５－１

＊館山自動車道姉ヶ崎袖ケ浦ＩＣ（１４
番出口）右折約３ｋｍ・車で５分
＊高速バスＪＲ千葉駅２１番バス乗り
場「高速バス カピーナ号」東京ドイツ
村前バス停下車
＊「アクアライン高速バス」ＪＲ川崎駅
緑あふれる広大な景色とともに、富士山も 東口３４番バスターミナル下車
＊「アクアライン高速バス」ＪＲ横浜駅
良く見えます。
東口スカイビル１８番バス乗り場から
木更津東口行き袖ケ浦バスターミナ
ル下車
＊ＪＲ内房線「姉ヶ崎駅」又は「袖ケ浦
駅」タクシーで約２０分
＊園内の道路脇は駐車可能スペー
スが確保されている。

●９：３０～１７：００（最終入園１６：０
０）
東京ドイツ村
●不定休
ＴＥＬ ０４３８-６０-５５１１
●料金／大人９００円、４才～小学
生５００円、中高生７００円

水田と森の入り組んだ里山の原風景を上
から見ることができます。遠くに大福山周
辺の山々を望めます。車いすの通れる遊
歩道やベンチもあり、のんびり眺望を楽し
めます。高滝ダム花火、養老渓谷花火を
山越えで見ることもできます。お勧めは冬
から早春の早朝です。

＊小湊鉄道上総牛久駅からバス「鶴
舞小前」下車 徒歩約５分
＊千葉県循環器病センター曲がり角 ●私有地ですので、深夜等はご遠
の信号と鶴舞小学校前の信号の間 慮ください。
●料金／無料
の路地を西側に入り、直進。
＊所有者宅の門前に３台程度駐車可
能。

千葉県の中心部で、緑の低山の連なる眺
望を３６０度の大パノラマで楽しめます。天
気の良い日には、富士山や九十九里の海
も眺めることができます。

＊JR外房線茂原駅から小湊バスで
長南営業所下車。長南営業所から ●時間制限なし（但し、送迎バスに
ユートピア笠森までの間は送迎バス ついては要確認）
●料金／無料
（要連絡）
＊駐車場あり（約２１０台）

高滝湖畔にある市原市水と彫刻の丘に
建っている「藤原式揚水機」の上が展望台 ＊小湊鉄道高滝駅下車 徒歩約10
になっており、高滝湖や周囲の山々を一望 分
できます。特に、秋から冬にかけての夕暮 ＊駐車場あり（約４０台）
れ時はロマンチックです。

・千葉県立上総博物館

・袖ケ浦市郷土博物館
館

http://www.tdoitsumura.co.jp

・ダチョウ王国（レジャーラン
ド）
・川原井収
穫園（観光農園、東京ドイツ
村内）

・市原ぞうの国
・高滝湖
・梅ケ瀬渓谷
・養老渓谷
・鶴舞公園
・長谷川ライディングファー
ム
・
市民の森

市原市経済振興課 観光振興
室
ＴＥＬ ０４３６-２３-９８７０
ＦＡＸ ０４３６-２２-６９８０

ユートピア笠森
TEL ０４７５-４６-２３８１
FAX ０４７５-４６-２２５０

・笠森観音
・名水百選 熊野の清水
・アウトレットコンサート長柄
http://www.utopia-kasamori.c・ひめはるの里
・大多喜城分館
・ハーブアイランド

●入場できるのは、9：00から16：00
まで（6月1日から9月30日までは、9：
00から17：30まで）で、月曜日（休日
の場合は翌日）、毎月の最終火曜日 市原市水と彫刻の丘
（休日の場合は翌日）、年末年始（12 ＴＥＬ ０４３６-９８-１５２５
月28日～1月4日）は入場できませ ＦＡＸ ０４３６-９８-１５２１
ん。
●料金／大人200円、18歳未満100
円、6歳未満無料

・市原ぞうの国
・高滝湖
・梅ケ瀬渓谷
・養老渓谷
・鶴舞公園
・長谷川ライディングファー
ム
・
市民の森

http://www.ichiharakankou.or.jp/choukoku/

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

所 在 地

船塚山（船塚神社境
君津市山本2138
45
内）

説

明

田園と山の入り組みが美しく広がっていま
す。小櫃平野から湾岸の工場群や、空気
の澄んだ時は、富士山も望むことができま
す。巨大な高圧線の鉄塔が左奥に向かっ
て林立し、距離感を出しています。

交通アクセス

入場時間、料金など

＊ＪＲ久留里線・下郡駅下車 徒歩４
●料金／無料
０分
＊神社脇に２台程度の駐車スペース
あり

展望台からは、周辺地域が思いのほか山 （市民の森まで）

問い合わせ先

君津市商工観光課
ＴＥＬ ０４３９-５６-１３２５
ＦＡＸ ０４３９-５６-１３１４

●入園できるのは、９：００～１６：００

小湊鉄道月崎駅下車 徒歩約１５分
市原市市民の森 展
深いことを知ることができます。展望台ま
までで、年末年始（12月29日～1月3 市民の森管理事務所
（市民の森展望台まで）
市原市柿木台１０１１
46
ＴＥＬ ０４３６-９６-１１１９
での山道は整備されていますが、かなり急 小湊鉄道月崎駅下車 徒歩約４５分 日）は入園できません。
望台
●料金／無料

です。

47 久留里城

48 大福山 展望台

君津市久留里４４８

市原市石塚６２１

千葉県畜産総合研究
センター市原乳牛研
市原市国本６０２
49
究所（旧称：乳牛育成
牧場）

大塚山自然公園（万葉

50 ロードと民話の里）

大多喜町三条地先

●開館時間は９：００～１６：３０
●休館日は月曜日（祝・休日の場合
は開館し、翌日休館）１・２・１２月の 君津市立久留里城祉資料館
ＴＥＬ ０４３９-２７-３４７８
祝日、
年末年始（１２月２８日～１月４日） ＦＡＸ ０４３９-２７-３４５２
●料金／無料
●駐車場／有、無料

＊小湊鉄道養老渓谷駅下車 徒歩約
１時間
＊展望台の手前（養老渓谷駅側）に ●24時間入場可能
駐車場あり（約２５台）。駐車場から展 ●料金／無料
望台まで徒歩７分

市原市経済振興課 観光振興
室
ＴＥＬ ０４３６-２３-９８７０
ＦＡＸ ０４３６-２２-６９８０

周辺の観光スポット

久留里城

http://www.ichiharaforest.jp/

＊駐車場あり（約８０台）

昭和５４年に復元された天守閣と二の丸跡 ＊JR久留里線・久留里駅下車 徒歩
からの眺めが素晴らしく、山々に囲まれた ３５分
久留里の家並みと田畑の風景が楽しめま ＊資料館下に駐車場あり（１３０台・
す。特に、桜、新緑、紅葉の時期は格別で 大
型バス６台）
す。

展望台からは、周囲の山々が胸に迫って
きます。朝もやがただよい、雲海の様な
山々が撮影できます。お勧めは秋から早
春の間で、風のない夜明けです。

インターネット情報

・市原ぞうの国
・高滝湖
・梅ケ瀬渓谷
・養老渓谷
・鶴舞公園
・長谷川ライディングファー
ム
・
市民の森

http://www.city.kimitsu.chiba ・亀山湖

http://www.city.ichihara.chib
a.jp

・市原ぞうの国
・高滝湖
・梅ケ瀬渓谷
・養老渓谷
・鶴舞公園
・長谷川ライディングファー
ム
・
市民の森

牧場の奥に高台があり、広々とした牧場と
周囲の山々を３６０度近く見渡すことが出
来ます。千葉県が海に囲まれていることを
・市原ぞうの国
忘れてしまうような、広大な山の風景で
●入場できるのは、9：00から17：00
・高滝湖
す。冬の快晴時には富士山も見ることがで
までで、土日、祝日、年末年始（12月
千葉県畜産総合研究センター
・梅ケ瀬渓谷
きます。運が良ければ、牧草の収穫作業 ＊小湊鉄道上総大久保駅下車 徒歩 28日～１月3日）は、入場をご遠慮く
http://www.pref.chiba.jp/lab
市原乳牛研究所
・養老渓谷
ださい。
や牛が草を食む牧歌的な風景も楽しめま 約２５分、奥の高台まで更に２０分
ＴＥＬ ０４３６-９６-１２３１
・鶴舞公園
oratory/livestock/
●入場の際は、必ず事務所で受付
＊駐車場あり（約20台）
す。
ＦＡＸ ０４３６-９６-０９５６
・長谷川ライディングファー
をしてください。
＊入場の際は、必ず事務所で受付をしてく
ム
・
●料金／無料
ださい。車は事務所前の駐車場に止めてく
市民の森
ださい。頂上付近にはベンチやテーブルが
あります。危険ですので牛には絶対に近
寄らないでください。
視界は360度開け、低山が連なります。山
＊いすみ鉄道上総中野駅下車、徒歩
の間に人家が点在し、のどかな山村風景
30分
●料金／無料
となっています。冬の快晴時には遥かには ＊駐車スペースあり（約3～4台）
富士山を望むこともできます。

大多喜町企画課
TEL ０４７０-８２-２１１１
FAX ０４７０-８２-４４６１

・油絵を展示する古民
家
「ギャラリーやまびこ」
・千葉県立中央博物館大
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大多喜県民の森
展望台

大多喜町大多喜

大多喜城と周辺に広がる山並み、山間の ＊いすみ鉄道大多喜駅下車、徒歩１
●料金／無料
集落が織り成す景観は、訪れる人に「ふる ５分
＊駐車場あり（約80台）
さと」を感じさせます。

多喜城分館
千葉県立大多喜県民の森管理
・城西国際大学薬草園
事務所
http://www8.ocn.ne.jp/~o.kenmin/
TEL ０４７０-８２-３１１０
・房総の小江戸大多
FAX ０４７０-８２-３１１７
喜の町並み

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

52

所 在 地

万木城跡公園展望 いすみ市万木
台

53 太東岬園地

54 メキシコ記念公園

55 官軍塚

八幡岬公園 展望
56
広場

57 鵜原理想郷

説

明

万木城跡につくられた天守閣風の展望台
からは、東の奥に太平洋が見え、西側は
広い田園の中に屋敷林や里山が出入りし
て、美しい農村風景が広がっています。し
ろかき、田植え、緑の田園、刈り入れなど
水田を中心とした風景写真の撮影ポイント
となっています。4月は桜、5月はツツジが
山一面に咲き誇ります。

交通アクセス

入場時間、料金など

＊いすみ鉄道国吉駅下車、徒歩４０
分
●入場時間制限等 なし
＊茂原から南総広域農道、車２０分
●夜間ライトアップ１８：００～２１：００
＊登り道の途中に駐車場あり（約６０
●料金／無料
台）

問い合わせ先

いすみ市夷隅地域市民局
地域事業課商工観光班
TEL ０４７０-８６-２１１４
FAX ０４７０-８６-４７２９

インターネット情報

http://www.city.isumi.lg.jp/

周辺の観光スポット
・行元寺
・いすみ市郷土資料館
・いすみ環境と文化のさと
センター
・海雄寺
・小鳥の森

いすみ市岬町

既に無人となっている灯台ですが、その脇
の広場からの眺めは素晴らしく、九十九里 ＊ＪＲ外房線太東駅、徒歩４０分又は
●入場時間制限等 なし
浜から大原の日在海岸までを眼下に見る タクシー７分
●料金／無料
ことができます。紺碧の空と海、そこに広 ＊駐車場あり（約２０台）
場の白い柵が印象的です。

御宿町岩和田702

メキシコ塔の前からは、眼下に紺碧の海と
岩和田漁港が見え、南側の東屋からは、
岩和田漁港と右手に大きく弧を描く御宿町
海岸が一望できます。風景も感動します
が、メキシコ塔の由来を書いた掲示板を読
むと、難破船を救助した物語に胸を打たれ
ます。

＊ＪＲ外房線御宿駅下車、 徒歩約２
０分
＊京葉道路→館山自動車道（市原Ｉ
●入場無料
Ｃ）
→国道２９７号（勝浦方面）→御宿 ●開閉時間／８：００から１７：００ま
で
町
（冬期 １６：３０まで）
《市原ＩＣ出口から約４０km約７０
分》
駐車場 有（※約15台）
＊大型は駐車不可

御宿町産業観光課
TEL ０４７０-６８-２５１３

http://www.town.onjuku.chiba.jp/

勝浦市川津

展望台からは、遠くに御宿や大原方面の
海岸線を一望でき、眼下に川津漁港を望
めます。八幡岬や勝浦灯台から勝浦市役
所へ向かう途中にあり、駐車場わきの階
段を上がるとすぐ前に展望台が現れます。
官軍塚の名は、明治２年、函館五稜郭攻
撃に出航しようとした官軍の船が難破し多
数の犠牲者が出て、これを弔う塚があるた
めです。

＊JR外房線・勝浦駅下車徒歩２０分
＊館山自動車道市原ＩＣより国道２９
●料金／無料
７号南下７０ｋｍ
＊駐車場あり(約２０台）

勝浦市役所 観光商工課
ＴＥＬ ０４７０-７３-１２１１
ＦＡＸ ０４７０-７３-８７８８

http://www.city.katsuura.chiba.jp

勝浦市浜勝浦

八幡岬の先端が展望広場になっており、
断崖にそびえる勝浦灯台や、勝浦湾から
鴨川、館山と続く海岸線を望むことができ
ます。徳川御三家である紀伊徳川家の始
祖徳川頼宣と水戸徳川家の始祖徳川頼房
の母お万の方（養珠院）の「お万の布さら
し」の伝説の地です。

＊JR外房線・勝浦駅下車徒歩２０分
＊館山自動車道市原ＩＣより国道２９
●料金／無料
７号線南下７０ｋｍ
＊駐車場あり（約３０台）

勝浦市役所 観光商工課
ＴＥＬ ０４７０-７３-１２１１
ＦＡＸ ０４７０-７３-８７８８

http://www.city.katsuura.chiba.jp・官軍塚

勝浦市鵜原

手弱女平（たおやめたいら）と書かれた石
碑の近くからは、八幡岬公園、勝浦灯台、
勝浦湾、勝浦海中展望塔が見え、足下に ＊ＪＲ外房線・鵜原駅下車徒歩１５分
勝浦市役所 観光商工課
はえぐられた崖、目の前は一面に広がる ＊館山自動車道市原ＩＣより国道２９ ●料金／無料
ＴＥＬ ０４７０-７３-１２１１
＊夜間などは足元が悪く危険です。
青い海が広がり、理想郷の名にふさわしい ７号南下7０ｋｍ
ＦＡＸ ０４７０-７３-８７８８
眺望です。奥の「黄昏の丘」からは鵜原海 ＊駐車場あり（６台）
岸を一望でき、冬の夕暮れには遠くに沈む
夕陽がきれいです。

いすみ市岬地域市民局
地域事業課商工観光班
ＴＥＬ ０４７０-８７-２１１４
ＦＡＸ ０４７０-８７-７２４６

・飯縄寺
http://www.misaki-kanko.com・太東海浜植物群落
・清水寺

・月の沙漠（御宿海岸）
・月の沙漠記念館
・御宿ウォーターパー
ク（町営プール）

・勝浦灯台、
・八幡岬公園

・勝浦灯台

・海中展望塔、
・千葉県立中央博物館分館

http://www.city.katsuura.chiba.jp海の博物館

・尾名浦めがね岩

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

58 勝浦海中展望塔

59 おせんころがし

所 在 地

交通アクセス

入場時間、料金など

勝浦市鵜原

海の中に立つ展望塔で、24.4mの高さは全
国に六つある海中展望塔の中で最も高く、
理想郷周辺のリアス式海岸を海から眺め
ることができます。また、水深8mの海中展
望室からは様々な種類の魚類や海底の様
子を見ることができます。

＊ＪＲ外房線・鵜原駅下車徒歩１５分
＊館山自動車道市原ＩＣより国道２９
７号南下7０ｋｍ
＊海の博物館隣に駐車場ビル（約１
７０台） ２時間まで２００円

●営業時間／９：００～１７：００年中
無休
●観覧料金／大人９３０円 中人４６
０円 小人２００円

勝浦市大沢

おせんころがしは太平洋に突き出た高さ２
０ｍ、長さ４kmにおよぶ断崖で、孝女おせ
んの供養塔付近からは、目の前に濃紺の
海が広がり、足下に大沢漁港、右手には
断崖が続いています。見晴らしとしては境
川トンネル脇の小湊方面へ続く道が良く、
美しい海に引き込まれそうで断崖にいるス
リルを味合うことができます。落石に注意
してください。

＊ＪＲ外房線・行川アイランド駅下車
徒歩１０分
＊館山自動車道市原ＩＣより国道２９ ●料金／無料
７号南下８０ｋｍ
＊駐車場なし

標高340mのあじさいの名所にある展望台
で、360度の大パノラマを満喫でき、房総の
山並みの向こうに勝浦や九十九里方面の
太平洋が一望できます。
晩秋から冬の間をお勧めします。
＊欄干の手前が展望地です。ヘビや害虫
がいるので、晩秋から早春がお勧めです。

＊館山自動車道 市原IC－国道２９７
号牛久－県道市原天津小湊線・養老 あじさいシーズン（６～７月）について 大多喜町観光協会
TEL ０４７０-８０-１１４６
渓谷－県道小田代勝浦線－麻綿原 は
FAX ０４７０-８２-６８６０
駐車料／５００円
高原
＊駐車スペースあり

60 麻綿原高原展望台 大多喜町筒森

61 清澄寺 旭が森

62 笹川湖展望台

説

明

＊JR外房線安房天津駅下車 タク
１２５３年、日蓮がはじめて「南無妙法蓮華 シーまたはバスで15分
経」とお題目を唱え、法華信仰を宣言した ＊JR外房線安房小湊駅下車、タク
ところです。標高は、３３４ｍで、勝浦、小 シーで20分
●入場時間／自由
＊館山自動車道君津IC-房総スカイ
鴨川市清澄３２２－１
湊、鴨川の海岸線が一望でき、富士山頂 ライン-鴨川有料道路-国道128号-県 ●料金／無料
の次に初日の出が早い場所と言われてい 道市原・天津小湊線-清澄寺
ます。
＊みやげ店手間に左側にトイレ・駐
車場あり（約２０台）

君津市笹1739

笹川湖畔公園のひとつで、展望台からは
ダムサイト、道の駅、駐車場などの人工物
と周囲の山々の自然との調和が絵のよう
に綺麗です。眼下には周囲を山々に囲ま ＊JR久留里線上総亀山駅下車タク
シーで15分、下車後徒歩１０分
れた湖が一望でき、特に紅葉期が美しい ＊駐車場あり（約３０台）
く、お勧めです。
＊ヘビや害虫がいるので、晩秋から早春
がお勧めです。

●料金／無料

問い合わせ先

インターネット情報

周辺の観光スポット

・鵜原理想郷、
(財)千葉県勝浦海中公園セン
・千葉県立中央博物館分
ター
http://minamiboso.com/member
ＴＥＬ ０４７０-７６-２９５５
館 海の博物館
ＦＡＸ ０４７０-７６-４２５１
・尾名浦めがね岩

勝浦市役所 観光商工課
ＴＥＬ ０４７０-７３-１２１１
ＦＡＸ ０４７０ ７３ ８７８８

鴨川市清澄３２２－１
大本山「清澄寺」
TEL ０４-７０９４-０５２５
FAX ０４-７０９４-０５２７

君津市商工観光課
TEL ０４３９-５６-１３２５

http://www.city.katsuura.chiba.jp・興津海岸

・養老渓谷
・粟又の滝
http://www.town.otaki.chiba.jp/ ・会所見本林
・水月寺

http://www.amatsukominato
.com/

・誕生寺・鴨川ｼｰﾜｰﾙﾄﾞ
・鯛の浦遊覧船
・内浦山県民の森
・みんなみの里
・仁右衛門島
・太海ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ
・道の駅鴨川ｵｰｼｬﾝﾊﾟｰｸ

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

所 在 地

説

明

交通アクセス

入場時間、料金など

＊ＪＲ内房線・君津駅下車、君津駅か
らバスで３５分「粟倉」下車、「粟倉」か
ら君津市コミュニティバス２１分で「大
岩」下車 徒歩２０分
＊ＪＲ内房線・木更津駅下車、バスで
５０分「粟倉」下車、「粟倉」から君津
大塚山や鹿野山、高宕山や八郎塚などの 市コミュニティバス１２分で「大岩」下
山並みが一望できます。豊英湖も眼下に 車 徒歩２０分
●料金／無料
望めます。ヘビや害虫がいるので、晩秋か ＊観光農園フルーツ村に駐車場あり ●駐車場／無
（約２０台）。フルーツ村の人に一声か
ら冬、早春がお勧めです。
けてください（無料）。
＊フルーツ村方面から笠石を過ぎ３
分ほどのところにある岩からの眺めも
お勧めです。
＊猿、鹿、猫よけの高電圧の棚があ
るので注意。

問い合わせ先

清和県民の森管理事務所
ＴＥＬ ０４３９-３８-２２２２
ＦＡＸ ０４３９-３８-２２２９

インターネット情報

周辺の観光スポット

・旅名観光農園
・フルーツ村
・寂光不動尊

63 笠石及びその周辺

君津市旅名374

64 高宕山山頂

３６０度のパノラマが広がり、周囲の山々を
一望できます。房総の山深さを実感できま
君津市市場外４村入
す。
＊ヘビや害虫がいるので晩秋
会
から早春がお勧めです。
高宕１９
＊ヘビや害虫がいるので晩秋から早春が
お勧めです。

＊ＪＲ内房線・君津駅下車、君津駅か
らバスで３５分「粟倉」下車、「粟倉」か
ら君津市コミュニティバス２１分で「奥
清和県民の森管理事務所
●料金／無料
畑」下車 徒歩７０分
●駐車場／石射太郎登口前に駐車 ＴＥＬ ０４３９-３８-２２２２
＊ＪＲ内房線・木更津駅下車、木更津
ＦＡＸ ０４３９-３８-２２２９
スペースあり（約１０台）
駅からバスで５０分「粟倉」下車、「粟
倉」から君津市コミュニティバス２１分
で「奥畑」下車、徒歩７０分

・清和県民の森

65 高宕山 石射太郎

石射太郎（いしいたろう）からは、山々がよ
せくる波のように胸に迫ってきます。人工
君津市平田字石射太 物はなく、房総の山の深さがわかります。
郎
高宕山山頂へのハイキングコースもお勧
４７３－１～３
めです。猿が生息していますので注意して
ください。
＊ヘビや害虫
がいるので晩秋から早春がお勧めです。

＊ＪＲ内房線・君津駅下車、バスで３
５分「粟倉」下車、「粟倉」から君津市
コミュニティバス５分で「植畑上郷」下
清和県民の森管理事務所
●料金／無料
車、徒歩４０分
●駐車場／登口前に駐車スペース ＴＥＬ ０４３９-３８-２２２２
＊ＪＲ内房線・木更津駅下車、バスで
ＦＡＸ ０４３９-３８-２２２９
あり（約１０台）
５０分「粟倉」下車、「粟倉」から君津
市コミュニティバス５分で「植畑上郷」
下車、徒歩４０分

・清和県民の森

66 九十九谷展望公園

房総特有の低山が波打つように広がりま
す。冬から早春にかけて無風で冷え込ん ＪＲ内房線・佐貫町駅下車、日東バ
君津市鹿野山１１９－ だ夜明けには、もやが漂い、雲海の上に ス 神野寺行きで３０分 終点下車、徒 ●料金／無料
●駐車場／有、無料
１
山々が頭を出しているようで、高い山にい 歩１５分
るようです。東山魁夷の出世作「残照」の ＊駐車場あり（１５台）
モチーフとなっています。

マザー牧場 展望
67
館及びその周辺

富津市田倉940-3

展望館の屋上からは東京湾、富士山、牧
場の全体、周辺の山々が見渡せます。マ
ザー牧場の創業者は東京タワーも建設し
ているため、東京タワーの高さ３３３ｍにち
なみ、展望館の高さはほぼ同じ海抜３３０
ｍになっています。展望館の周辺も見晴ら
しが抜群です。

＊JR内房線佐貫町駅下車、鹿野山
行バスマザー牧場下車
＊館山自動車道木更津南IC～国道
127号を鹿野山方面へ１５㎞
＊４箇所に大駐車場あり

●マザー牧場入場料
大人１，５００円 小人８００円
団体（２０名以上）
大人１，１００円 小人６００円

君津市商工観光課
ＴＥＬ ０４３９-５６-１３２５
ＦＡＸ ０４３９-５６-１３１４

・神野寺
・マザー牧場

マザー牧場
TEL ０４３９-３７-３２１１
FAX ０４３９-３７-３３３７

①
・佛母寺
http://www.motherfarm.co.j ・神野寺
・東京湾観音
p

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

68 三舟山 展望台

69 人見神社

富津岬 明治百年
70
記念展望塔

富津岬 中の島展
71
望塔

72 東京湾観音

73

富津市民の森パノ
ラマ広場

所 在 地

説

明

整備されたハイキングコースの先端に作ら
れた展望台からは、足下に里山の情景、
君津市小香字堀ノ内
その後に広がる君津の市街地、さらにそ
３３１
の後には京葉工業地帯と東京湾を望め、
千葉県の縮図を見るようです。

交通アクセス

入場時間、料金など

＊ＪＲ内房線・君津駅下車、君津駅か
ら君津市コミュニティバスで６分 貞元
●料金／無料
社宅前下車、徒歩３０分
＊駐車場スペースあり(約2０台）

君津市人見８９２

鋸山など南房総の山々が遠くに見え、その
手前には里山、田園、そして、その手前に ＊ＪＲ内房線・木更津駅下車、日東交
通バス３０分「神門」下車、 徒歩5分 ●料金／無料
市街地が広がっています。海岸近くには火 ＊ 駐車スペースあり（約１8台）
●駐車場／有、無料
力発電所、晴れた日には神奈川の対岸や
富士山も見えます。

富津市富津2280

富津岬の最先端にある、五葉松を形どっ ＊JR内房線青堀駅下車、 富津公園
た展望塔で、周りのほとんどが海に囲まれ 行バス終点下車、 徒歩２０分
＊館山自動車道木更津南IC～国道１ ●料金／無料
ています。君津から南の東京湾沿岸域
６号・県道９０号線直進、県道２５５号
や、神奈川県の対岸を一望できます。冬の 線を富津岬先端へ向かって２０分
快晴時には富士山もくっきりと見えます。 ＊駐車場あり（約５０台）

富津市富津2280

富津公園入口近くの大池に囲まれた高台
に立つ展望塔からは、周囲をぐるりと松の
樹海に囲まれ、岬にいることを忘れさせる
ような壮大な眺めが楽しめます。是非、岬
先端の明治百年記念展望塔と一緒にご覧
ください。それぞれの個性が楽しめます。

＊JR内房線青堀駅下車、富津公園
行バス終点下車、 徒歩１０分
＊館山自動車道木更津南IC～国道１ ●料金／無料
６号・県道９０号線直進、県道２５５号
線を富津岬方面へ２０分
＊公園内に大駐車場あり

富津市小久保1588

東京湾を一望できる大坪山山頂に立つ高
さ５６ｍの仏像で、宝冠まで登ることができ
ます。途中何カ所も展望箇所があり、見下
ろす東京湾の眺めは格別で、富津岬が海
に伸びている様子が手に取るようにわかり
ます。冬の快晴時には富士山や丹沢の
山々も見ることができます。

特に西側の眺望が良く、鋸山や鹿野山な
どの房総の山々や、東京湾をはさんで三
浦半島や富士山などが一望できます。

富津市豊岡2582

問い合わせ先

君津市農林振興課
ＴＥＬ ０４３９-５６-１６７６
ＦＡＸ ０４３９-５６-１３１４

インターネット情報

周辺の観光スポット

http://www.city.kimitsu.chiba.jp ・郡ダム

・TEPCO
新エネルギーパーク
・富津岬

君津市商工観光課
ＴＥＬ ０４３９-５６-１３２５
ＦＡＸ ０４３９-５６-１３１４

富津公園管理事務所
TEL ０４３９-８７-８８８７
富津観光案内所
TEL ０４３９-８７-２５６５

①
http://www.pref.chiba.jp/ke
ndo/kimitsu/kimitsu_seibi/in
dex.html
②http://www.futtsukanko.jp ③
http://futtukouen.uijin.com/

・富津公園（温水プール・
ジャンボプール・テニスコー
ト・キャンプ場）
・富津海岸潮干狩場
・富津海水浴場
・富津埋立記念館
・TEPCO新エネルギーパー
ク

富津公園管理事務所
TEL ０４３９-８７-８８８７
富津観光案内所
TEL ０４３９-８７-２５６５

①
http://www.pref.chiba.jp/ke
ndo/kimitsu/kimitsu_seibi/in
dex.html
②
http://futtukouen.uijin.com/

・富津公園（温水プール・
ジャンボプール・テニスコー
ト・キャンプ場）
・富津海岸潮干狩場
・富津海水浴場
・富津埋立記念館
・TEPCO新エネルギーパー
ク

●拝観料金／大人５００円 中人４０
＊JR内房線佐貫町駅下車、徒歩３０
０円（中・高校生） 小人３００円（５歳 宗教法人 東京湾観音教会
分 ＊館山自動車道木更津南IC～
TEL ０４３９-６５-１２２２
～１２歳）
国道１２７号を佐貫町駅方面へ３０分
FAX ０４３９-６５-１２２４
*団体３０名以上 １０％引き
＊駐車場あり（約４０台）
*団体１００名以上 ２０％引き

①
http://homepage3.nifty.com
/zorin/kannon/
②http://www.futtsukanko.jp

・新舞子海水浴場
・大貫中央海水浴場
・マザー牧場
・宮醤油（工場見学）

＊JR内房線上総湊駅下車、戸面原
ダム行バス終点下車、 徒歩３０分
＊館山自動車道木更津君津IC～国 ●料金／無料
道１２７号～４６５号～県道８８号線を
経由５０分
＊駐車場あり（約５台）

①
http://homepage2.nifty.com ・富津市民の森（キャンプ
場・野鳥の森）
/woodland・高宕山自然動物園
trail/spot/spot03panorama.htm

富津市商工観光課
TEL ０４３９-８０-１２９１

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

74

75

鋸山展望台

鋸山 東京湾を望
む展望台

76 大黒山展望台

77 富山 北峰展望台

所 在 地

説

明

交通アクセス

入場時間、料金など

＊JR内房線浜金谷駅下車、徒歩８分
●ロープウエー営業時間
ロープウエーにて４分
＊ロープウエー山麓駅周りに駐車場 ９：００～１７：００（2/16～11/15）
９：００～１６：００（11/16～2/15）
あり（乗用車１３０台・バス１０台）
＊鋸南保田ICから鋸山観光自動車 ＊夏期時間延長あり
道路無料駐車場まで１０分（有料の鋸 ●ロープウエー運賃
大人片道５００円往復９００円
山自動車道まで１５分。）
小人片道２５０円往復４５０円
＊関東ふれあいの道の展望台は、 ＊団体２５名以上
JR内房線浜金谷駅下車 鋸山登山 一般１０％引き 学生２０％引き
道徒歩７０分。ロープウエー山頂駅か ●日本寺拝観料
ら北口管理所を経由して徒歩５０分。 大人６００円 小人４００円
（注意）関東ふれあいの道は、登り下 *団体３０名以上１０％引き
りともきついので、健脚者向け。晩秋 団体１００名以上２０％引き
から冬がお勧めです。

富津市、鋸南町

海岸近くから急に立ち上がる鋸山には、た
くさんの展望台（箇所）があります。いずれ
も、房総の山々、伊豆半島が望める大パノ
ラマが広がります。主な展望箇所は、ロー
プウエー駅屋上のほか、日本寺境内（要
拝観料）の瑠璃光展望台、地獄のぞき、十
州一覧台、大仏広場です。

富津市金谷

関東ふれあいの道に新しくできた展望台
で、保田、勝山方面の海岸線や富山、伊
予ヶ岳など南房総の山々を一望できます。
三浦半島の上に富士山も望め、「関東の
富士見100景」にも選定されています。「地
球が丸く見える新展望台」とも言われま
す。日本寺境内（要拝観料）の展望地へは
「百尺観音」脇の北口管理所で行き来でき
ます。
＊関東ふれあいの道は№７４参照

鋸南町勝山

小高い山の上にある城の形をした展望台
で、眼下に勝山漁港、浮島があり、晴れた
日には三浦半島から伊豆半島、富士山ま ＊ＪＲ内房線安房勝山駅下車、登山
でが一望できます。夕陽を眺めるベストス 入口まで徒歩１０分
●入場時間／制限なし
ポットです。展望台までの階段はかなり急 ＊富津館山道路鋸南富山ICから５分 ●料金／無料
です。夕陽を眺めた後は、階段が暗いので ＊山の北側に駐車場あり(１０台）
懐中電灯を忘れずに、足元にご注意くださ
い。

南房総市

＊ＪＲ内房線岩井駅下車、徒歩1時間
30分
山頂は、南の峰と北の峰と分かれ、北の (注意） 車でも上れ、展望台近くに３
峰にある展望台からは、山里から漁村、南 台程度駐車スペースがありますが、
ハイキングコースであるため、日中
房総の山々、富士山から伊豆七島まで一 途中道が狭く側溝もあるため、交差 のみ
望でき、南総里見八犬伝の舞台にふさわ が困難です。事故防止のため徒歩に
よる登山をお勧めします。駐車場は、
しい素晴らしい展望です。
富山中学校前駐車場（約30台）をご
利用ください。

＊JR内房線保田駅下車、青バスに

78 佐久間ダム展望台 鋸南町上佐久間

展望台からは、低山に囲まれたダム湖が 乗車し、佐久間ダム入口で下車（駅
一望できます。桜の時期には、湖畔に並ぶ からバスで約２０分）
●入場時間／制限なし
桜のラインを上から見ることができます。 ＊鋸南保田IC下車１５分、県道３４号 ●料金／無料
水仙の時期には、斜面に水仙が咲き乱れ 線を鴨川方面へ、をくづれ水仙郷の
看板を右折、トンネルを越え右折
ます。
＊駐車場あり（８５台）

問い合わせ先

インターネット情報

周辺の観光スポット

①金谷観光案内所
TEL ０４３９-６９-２８４０
②富津市商工観光課
TEL ０４３９-８０-１２９１
③鋸南町役場地域振興課まち
づくり推進室
TEL ０４７０-５５-１５６０
④鋸山ロープウエー
TEL ０４３９-６９-２３１４
⑤日本寺管理所
TEL ０４７０-５５-１１０３

①
http://www.town.kyonan.chi ・金谷海浜公園
ba.jp/nokogiriyama/nokogiriy ・竹岡ヒカリモ発祥地
・佐久間ダム
ama.htm
・菱川師宣記念館
②http://www.futtsukanko.jp/

鋸南町観光協会勝山駅前案内
所TEL ０４７０－５５－０１１５
鋸南町観光協会保田駅前案内
所℡０４７０－５５－１６８３
道の駅きょなん観光案内所℡
０４７０－５５－４５１８
鋸南町役場地域振興課まちづ
くり推進室℡０４７０－５５－１５
６０

http://www.town.kyonan.chi ・佐久間ダム
・菱川師宣記念館
ba.jp
・鋸山

南房総市観光協会岩井支部
TEL ０４７０-５７-２０８８

http://www.awa.or.jp/home/ ・岩井海岸
tomiyama/index.html

鋸南町観光協会勝山駅前案内
所TEL ０４７０-５５-０１１５
鋸南町観光強化保田駅前案内
所TEL ０４７０-５５-１６８３
道の駅きょなん観光案内所
TEL ０４７０-５５-４５１８
鋸南町役場地域振興課まちづ
くり推進室
TEL ０４７０-５５-１５６０

http://www.town.kyonan.chi ・佐久間ダム
・菱川師宣記念館
ba.jp
・鋸山

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

79 伊予ｹ岳山頂

80 御殿山頂上

81

82

所 在 地

明

交通アクセス

入場時間、料金など

問い合わせ先

インターネット情報

周辺の観光スポット

南房総市平群地先

県内唯一名称に「岳」がつく、南房総では
珍しい岩峰です。頂上からは、富山はじめ
房総の山々、東京湾、伊豆の山々を一望
できます。短時間で登れ、本格的な山の頂
上の雰囲気を味合わせてくれます。特に、
晩秋から早春がお勧めです。

＊ＪＲ内房線岩井駅下車 バス富山
線または岩井金束線コミュニティーセ
ンターバス停（ハイキングコース登り ハイキングコースであるため、日中
のみ。暗くなると危険です。
口）徒歩1時間10分
＊登り口の神社付近に駐車場スペー
ス（約２０台）

南房総市観光協会岩井支部
TEL ０４７０-５７-２０８８

http://www.awa.or.jp/home/ ・岩井海岸
tomiyama/index.html

南房総市

山頂に東屋風の展望台があり、西に富山・
伊予ｹ岳、東に高宕山・太平洋を望める素
晴らしい眺望です。山頂にはマテバシイの
大きな木が生えています。

＊ＪＲ岩井駅下車、市営バス山田中
バス停下車、徒歩2時間
＊ＪＲ館山駅下車、日東バス川谷バ
ス停下車、徒歩2時間

南房総市観光協会岩井支部
TEL ０４７０-５７-２０８８
南房総市役所丸山支所
TEL ０４７０-６-３１１２

・石堂寺
・岩井海岸

ハイキングコースであるため、日中
のみ。暗くなると危険です。

大山千枚田 展望広
鴨川市平塚540
場

・鴨川ｼｰﾜｰﾙﾄﾞ
「日本の棚田百選」にも選ばれ、375枚を数 ＊ＪＲ安房鴨川駅下車、鴨川日東バ
鴨川市平塚５４０
・誕生寺
える棚田は美しい曲線を描きながら階段 ス・東京湾フェリー乗り場行き「釜沼
棚田倶楽部内「大山千枚田保
・鯛の浦遊覧船
状に並び、日本の原風景ともいえる里山 バス停」下車徒歩約15分又は駅から
●棚田の中の中腹の屋外広場なの 存会」
・内浦山県民の森
の景観を描きあげています。奥の高いとこ タクシーで約15分
（火曜日を除く９時～１６時）
＊若干の駐車スペースあり。ただし、 で出入りは自由
http://www.senmaida.com/ ・みんなみの里
ろから見る夜明け、まれに降る雪景色は 車の出入りが多いので、他の方のた ●料金／無料
TEL ０４-７０９９-９０５０
・仁右衛門島
絶品です。ここの棚田は、都会に暮らす人 めに駐車は短時間に。 大型バスは
FAX ０４-７０９９-９０５１
・太海ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ
たちに米づくりに参加してもらおうと、棚田 不可。
・道の駅鴨川ｵｰｼｬﾝﾊﾟｰｸ
オーナー制度が採用されています。

一戦場スポーツ公園
鴨川市貝渚３２７７
魚見塚展望台

＊ＪＲ外房線・内房線「安房鴨川駅」
下車。東口から１番乗り場 鴨川日東
ホテルなどのビルが海岸沿いに建ち並ぶ バス「鴨川松島バス停」下車徒歩10 ●定休日／年中無休（屋外なので）
前原海岸、左手奥には市街地、右下には 分
●料金／無料
一戦場スポーツ公園
TEL ０４-７０９３-１６７８
鴨川松島、それを囲む穏やかな山並みと ＊館山自動車道君津IC-房総スカイ
FAX ０４-７０９３-１６７８
田園が続きます。朝日や夕暮れ時、そして ライン-鴨川有料道路-国道128号-嶺
岡トンネル南口曽呂十字路を海側に
夜は市街地の夜景がきれいです。
行くと入り口の看板あり。市内から見
える暁風の像が目印。

城西国際大学観光学
83 部Ａ棟屋上 太平洋 鴨川市太海1717
デッキ

84

説

烏場山 第三展望
台

南房総市和田町

●安房キャンパス観光学部「守衛
所」までお申し出ください。（写真の
門の左側）
入場は、大学の通常業務時間内
９：００～１７：００、日曜日は入れま
せん。
●料金／無料

展望デッキの屋根の効果で、鴨川から太
海までの海岸風景がパノラマのように横に
広がります。反対側からは一転してのどか
な山里の風景を望むことができます。

＊JR外房線・内房線「安房鴨川駅」
下車。西口から鴨川日東バス（「城西
国際大学観光学部」行きバス終点下
車）約15分 タクシー：5～10分
＊館山自動車道君津IC-房総スカイ
ライン-鴨川有料道路-国道128号（嶺
岡トンネル） 君津ICから約50分

五十蔵の山村や、南房の山々の眺望が素
晴らしい展望台です。天気の良い日には、
伊豆半島・富士山・伊豆大島も展望できま
す。花嫁街道ハイキングコースにあり、こ
のコースには他にも展望ポイントがあり、
晩秋から春にかけてのお勧めコースです。

＊ＪＲ外房線和田浦駅下車、徒歩1時
間30分
ハイキングコースであるため、日中
＊登り口近くに数台駐車スペースが
のみ
ありますが、国道１２８号近くの市営
駐車場（約３０台）をご利用ください。

城西国際大学観光学部 事務
室
TEL ０４-７０９８-２８００
FAX ０４-７０９８-２８０５

南房総市観光協会和田支部
TEL ０４７０-４７-３４７４

・鴨川ｼｰﾜｰﾙﾄﾞ
・誕生寺
・鯛の浦遊覧船
・内浦山県民の森
http://www.resort-kamogawa.net/
・みんなみの里
・仁右衛門島
・太海ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ
・道の駅鴨川ｵｰｼｬﾝﾊﾟｰｸ

http://www.jiu.ac.jp/

・本学創立者「旧水田家住
宅」（文化庁登録有形文化
財）
・
鴨川ｼｰﾜｰﾙﾄﾞ
・誕生寺
・鯛の浦遊覧船
・内浦山県民の森
・みんなみの里
・仁右衛門島
・太海ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ

http://www.10.ocn.ne.jp/~wa ・和田浦海海岸
・花園地区花畑
-kanko/kankou.html

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

85 抱湖園 見晴台

86 滝田城址の望楼

87 大房岬 展望塔

88

大福寺観音堂（崖
観音）

89 館山城天守閣

90

91

南房パラダイス 展
望塔

安房自然村 能忍
寺本堂

所 在 地

説

明

交通アクセス

入場時間、料金など

問い合わせ先

インターネット情報

周辺の観光スポット

南房総市和田町

抱湖園の坂道を登り詰めて、尾根道を海
岸よりに若干下がったところにある見晴ス
ペースで、和田の海岸線が弧を描いて丸
山方面へ伸びる様子や、和田の家並み、
南房総市観光協会和田支部
＊JR内房線和田浦駅下車、徒歩４５ ハイキングコースであるため、日中
TEL ０４７０-４７-３４７４
花栽培のハウスなどを美しく見ることがで 分
のみ
きます。抱湖園は、“花の南房総”をつくり
上げた花栽培の先駆者・間宮七郎平が、
山の急斜面に土手を築いて作った花木園
です。

http://www.10.ocn.ne.jp/~wa ・和田浦海海岸
・花園地区花畑
-kanko/kankou.html

南房総市下滝田

南房総の典型的な美しい山間集落の景観
が楽しめます。滝田城は、滝沢馬琴の長
編小説「南総里見八犬伝」で、冒頭の主要
舞台となったところで、展望楼の脇には、
伏姫が愛犬の八房に乗って天を翔ける姿
を表したブロンズ像が建っています。

http://hina.city.minamiboso. ・増間七滝
・大日山
chiba.jp/
・沢山不動堂と不動滝

南房総市富浦町

大房岬は東京湾の入り口に突き出た高さ
約８０ｍの台地状の岬で、岬全体が自然
公園となっています。この中に展望台が２ ＊ＪＲ内房線富浦駅下車、車8分・徒 ●夜間照明なし
歩50分
●無料
箇所、展望塔が１箇所整備されており、い ＊駐車場あり（約５０台）
ずれからも鋸山方面から三浦半島までが
一望できます。

館山市船形835番地

目の前に館山湾が広がり、晴れた日には
伊豆半島を望むことができます。 養老元
年( 717年)、東国巡訪中の行基が、この崖
面に十一面観音を彫刻し、安置したのが
寺の始まりとされ、崖の途中に貼り付いた
ように観音堂が造られていることから、通
称｢崖の観音｣と呼ばれています。

＊ＪＲ内房線那古船形駅から徒歩15
分又は日東バス「南無谷・小浜行き」
バス5分崖の観音下車
●開館時間／ 24時間入場可能
＊ＪＲ内房線館山駅から日東バス「南
●休館日／ なし
無谷・小浜行き」バス20分崖の観音
●料金／ 無料
下車
＊富津館山道路富浦ＩＣより約5分
＊駐車場あり（約15台）

館山市館山351番地
の2

眼下には、館山の市街地と弧を描く館山
湾（鏡ケ浦）が一望でき、遠くには富士山
や三浦半島が望めます。展望地の館山城
には、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』にま
つわる資料が多数展示してあります。

＊ＪＲ内房線館山駅からＪＲバス｢洲
崎線｣又は日東バス「館山航空隊行
き」で約10分、城山公園前下車
＊富津館山道路富浦ＩＣより約15分
＊駐車場あり(約70台）

白亜の展望塔からは、椰子の木や大温室
の並ぶ広い園内と平砂浦海岸が一望で
き、晴れた日には目の前の海に大島が浮
館山市藤原1495番地
かびます。冬の快晴時には、平砂浦海岸
に向かって右手奥に富士山を見ることもで
きます。

館山市布良600番地

＊JR内房線館山駅下車、日東バス
平群行き「潮ﾉ下橋停留所」下車、徒 徒歩による道には照明がないため、 道の駅三芳村鄙の里
日中のみ
TEL ０４７０-３６-４１１６
歩10分
＊駐車場あり（約１０台）大型不可

＊JR内房線館山駅からJRバス「フラ
ワーライン廻り白浜行」で４０分、南房
パラダイス下車
＊富津館山道路富浦ICより国道４１０
号経由約３０分

大房岬ビジターセンター
TEL ０４７０-３３-４５５１

館山市観光協会
TEL ０４７０-２２-２０００
FAX ０４７０-２３-３０００

●開館時間／9：00～16：30
●休館日／月曜日（ただし月曜日が祝
日・振替休日のときは開館）月曜日開館 館山市立博物館
の場合はその翌日
TEL ０４７０-２３-５２１２
●料金／高校生・一般 150円（80円）、
小学生・中学生 80円（50円）※（ ）内20 FAX ０４７０-２３-５２１３
名以上の団体料金
●駐車場／無料

http://www.chiba-ns.net/taibusa/

・枇杷倶楽部
・おおつの里 花倶楽部

・那古寺

・赤山地下壕跡

http://www3.to/hakkenden ・千葉県立安房博物館
・沖ノ島

●開館時間／9:00～17:00
●休館日／なし
●料金／高校生・一般800円（700
円）、中学生400円（300円）、小学生
200円（150円）＊（ ）内20名以上の
団体料金

＊JR内房線館山駅からＪＲバス「安
房神戸廻り白浜行」で約２５分安房自
能忍寺手前の広場から大島が、後ろの展 然村下車
●開館時間／24時間入場可能
望台からは平砂浦が望めます。平砂浦の ＊富津館山道路富浦ＩＣより国道410 ●休館日／なし
●料金／無料
号経由約30分
奥には富士山を見ることもできます。
＊自然村内の駐車場（約100台）から
徒歩７分

安房自然村
TEL. ０４７０-２８-１１１１
FAX. ０４７０-２８-１１１７

・安房神社

http://shizenmura.awa.or.jp/ ・南房パラダイス
・館山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ

ちば眺望100景（H19.1.15現在）
新 展望地名称（呼称）

所 在 地

説

明

交通アクセス

入場時間、料金など

館山野鳥の森 展望 館山市大神宮553番
92
地
台

５つの展望台があり、平砂浦展望台（標高
102m）からは平砂浦海岸を眼下に見わた
せ、冬の快晴時には富士山や天城山を望
め、大島展望台からは伊豆大島が望めま
す。富士を見るなら富士見展望台。野鳥の
森は「森林浴の森」日本100選に選ばれて
います。

＊JR内房線館山駅からＪＲバス「安
房神戸廻り白浜行」利用約２０分「安
●開館時間／9：00～16：30
房神社前」下車徒歩７分
●休館日／なし
＊富津館山道路富浦ＩＣより国道410
●料金／無料
号経由約25分
＊駐車場あり（約40台）

93 野島埼灯台

南房総市白浜町

日本最古の官設洋式灯台で、最上階から
は周辺の海と岩の入り組みが美しく、晴れ
た日には大島が目の前に見えます。南房
総最南端に来たということを実感できる場
所です。

＊JR内房線館山駅下車、館山駅から
神戸経由白浜行きで40分、野島崎灯
台口下車、徒歩8分
＊館山駅からバスフラワー号西崎経
由安房白浜行きで1時間、野島崎灯
台口下車、徒歩5分

南房総市千倉町

山頂からの見晴らしは、樹木が茂って広く
はありませんが、ぽっかりと長方形にあい
た空間からは、紺碧の海と千倉の海岸、
集落を望むことができ、森の色と海の色は ＊JR千倉駅下車、安房白浜方面行
強く心に残ります。ハイキングコースは標 き館山日東バス乗車、バス停「七浦
識、解説が整備されていますが、夏場はヘ 小学校前」下車、徒歩約15分
ビや虫がいるので、晩秋から冬、早春がお
勧めです。
＊写
真（下）は登口前の大聖院。高塚山はうし
ろの山の裏になります。

94

高塚山

問い合わせ先

インターネット情報

周辺の観光スポット

館山野鳥の森
管理事務所
TEL ０４７０-２８-０１６６
FAX ０４７０-２８-０１８７

・安房神社
http://www.chiba-forest.jp/yachou/ ・南房パラダイス
・館山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ

●8時30分～16時
●休館日 ／火曜・年末年始
●料金／大人150円 小人20
円

野島埼灯台
TEL ０４７０-３８-２０１９

http://visit.city.minamiboso.
chiba.jp/cgibin/co_kaniHP/info.asp?uid=
504

ハイキングコースであるため、日中
のみ。暗くなると危険。

南房総市観光協会千倉支部
TEL ０４７０-４４-３５８１

http://www.chikurakankokyo ・潮風王国
・花摘み所
kai.com/
・高家神社

・海底透視船（4月から10
月就航）
・屏風岩（根本海岸西端）
・めがね橋
・白浜花畑

