
   

船橋市景観８０選 
 

平成３０年２月 



  



  

１ 小室公園 
 

２ 本覚寺
ほんかくじ

 

小室町 3313 047-457-5146（小室連絡所） 小室町 1366-1  

多くの樹木に囲まれた緑豊かな公園です。小

室調節池も併設されていて、水鳥や昆虫も生

息し、散策を楽しむこともできます。 

本殿は高台にあり、周辺の風景を見渡すこと

ができます。春には、道路沿いの斜面いっぱ

いにオオムラサキツツジが咲き、色鮮やかに

なります。 

  

   

３ 高才川
こうさいがわ

緑地
りょくち

公園
こうえん

 
 

４ 鈴身川 

車方町 227-1  

川の両側に水田とその周りを囲む斜面林があ

り、谷津の風景が広がっています。水田や用

水路にはとんぼやカエルなどが生息する自然

豊かな川です。 

周辺は自然林や田畑に囲まれた静かで落ち着

いた公園です。谷津地形の高台に位置し、斜

面上段の広場から眺める眼下には田園風景が

広がります。 

  



 

  

５ 船橋県民の森 
 

６ 二重
ふ た え

川
がわ

 

大神保町 586-2 047-457-4094 
白井市や鎌ケ谷市との市境を流れる利根川水

系の一級河川。川沿いに砂利敷きの散策路が

整備されていて、カルガモやダイサギなどの

水鳥が見られることもあります。 

クヌギ、コナラなどを中心とした明るい雑木

林の中は、野鳥など多くの生き物の住み家と

なっています。フィールドアスレチック、バ

ーベキュー場などもあります。 

  

   

７ ふなばしアンデルセン公園 
 

８ 須賀神社 

金堀町 525 047-457-6627 神保町 102  

豊かな自然が残る市北部にある約 38.4ha の

総合公園で、様々なイベントや自然風景が楽

しめます。シンボルである風車は、市の景観

重要建造物に指定されています。 

境内は緑豊かで、社殿は樹林に囲まれていて、

落ち着いた雰囲気になっています。多くの地

域住民が参加する祭礼は、毎年 7 月に行われ

ます。 

  



  

９ 八木が谷北市民の森 
 

１０ 梨畑 

八木が谷 4-9  
「船橋のなし」は、甘みが強くてみずみずし

く、千葉県なし味自慢コンテストで農林水産

大臣賞を受賞するなど、高い評価を受けてい

ます。船橋市の名産品の一つです。 

良好な環境を守るために市民団体や小学校の

児童たちと共同で清掃を行っています。地域

住民による「森のコンサート」や自然環境学

習なども実施しています。 

  

   

１１ 東光寺
とうこうじ

 
 

１２ 八王子神社 

古和釜町 365-1  古和釜町 161  

境内には、けやき、イチョウなどの大木が見

られます。安置されている石造
せきぞう

自休
じきゅう

大徳
だいとく

坐像
ざ ぞ う

は市の有形文化財に指定されています。 

スギ、ヒノキ、サワラのほかに、モミ、スダ

ジイ、アカガシなどの大きな樹木が立ち並び、

良好な自然環境を形成しています。下総三山

の七年祭りにみこしが参加します。 

  



  

１３ 木戸川 
 

１４ 古和釜町のにんじん畑 

治水対策と水辺空間の保全をするため整備が

行われ、川の両側の散策路から、田畑や斜面

緑地が広がる豊かな自然風景を眺めることが

できます。 

古和釜町  

船橋市は春から夏に出荷するにんじんの産地

としては、全国でも有数の大産地です。古和

釜町には、まとまった農地があり、春から夏

にかけてにんじん畑が広がります。 

  

   

１５ 二和西の桜並木 
 

１６ 野
の

馬
ま

土手
ど て

 

二和西 5･6丁目  二和東 1丁目  

木下街道から二和向台駅へ向かう道路沿いに

は、約 1km に渡る桜並木があり、桜のトンネ

ルのように出迎えてくれます。 

放牧された野馬を追い込むために作られた土

手です。江戸時代、二和、三咲あたりは幕府

の放牧地である「小金
こ が ね

五
ご

牧
まき

」の一つの下野
し も の

牧
まき

で

した。 

  



  

１７ 御瀧
お た き

不動
ふ ど う

尊
そん

金蔵寺
こんぞうじ

 
 

１８ 御滝公園 

金杉 6-25-1 047-448-2833 金杉 6-26-1  

約 200 年前に建立された仁王門やけやき造り

の本堂があります。 境内は木々に囲まれ、春

には桜、初夏にはアジサイ、秋には紅葉、冬

にはツバキが楽しめます。 

約 100 本の桜が園内を囲むように植えられて

いて、開花時には美しい光景が眺められます。

ツツジやアジサイなど多様な樹木もあり四季

を通じて楽しめます。 

  

   

１９ 高根公団駅前のけやき並木 
 

２０ 金杉
かなすぎ

谷津田
や つ だ

 

高根台 1丁目  金杉町  

高根公団駅前のけやき並木は、団地建設時か

ら地域のシンボルとして親しまれています。

今後も健全に生育できる環境を目指し、間引

き、剪定などの再生整備を行っています。 

昔は荒れた休耕田でしたが、市民団体や金杉

台中学校が再生活動を続け、現在ではニッコ

ウキスゲやヒガンバナなど、四季折々の美し

い自然を楽しむことができます。 

  



  

２１ 金杉小学校のひまわり畑 
 

２２ 坪井近隣公園 

金杉 8-25 047-448-3201（金杉小学校） 坪井町 1971  

金杉小学校の生徒が、地域の方々等と協力し

て約 2 万本のひまわりを育てています。7 月

上旬頃に見ごろとなり、小学校主催の「ひま

わりフェスティバル」が実施されます。 

広い芝生広場や遊具広場のほか、既存樹木を

中心とした緑系環境エリア、調整池を中心と

した水系環境エリアで構成され、現況林や調

整池水面を活かした自然空間を楽しめます。 

  

   

２３ 船橋アリーナ 
 

２４ 千人の音楽祭 

習志野台 7-5-1 047-461-5611 習志野台 7-5-1 047-436-2894（文化課） 

正式名称は船橋市総合体育館。「千葉ジェッツ

ふなばし」の公式戦が行われるメインアリー

ナや弓道場、温水プール、トレーニング室な

どがあるスポーツセンターです。 

平成 6 年に船橋アリーナの落成記念行事とし

て始まった音楽イベントです。毎年 2 月に市

内の小中学校や音楽団体などが一堂に会し、

さまざまなジャンルの演奏をします。 

  



  

２５ 船橋日大前駅 
 

２６ 北習志野駅前のけやき並木 

坪井東 1-4-1 047-469-1166 習志野台 2・3丁目  

関東の駅 100 選に選ばれた西口は、外壁にス

テンレス、ガラスを多く採用し、ハイテクノ

ロジーを表現しています。東口は、レンガ調

の駅舎になっています。 

北習志野駅東口から商店街を通り抜けるメイ

ンストリートは、大きなけやきが整然と立ち

並ぶ見事なけやき並木になっています。 

  

   

２７ 薬
やく

円台
えんだい

公園
こうえん

 
 

２８ 二宮神社 

薬円台 4-25-19  三山 5-20-1 047-472-1213 

約 90 本の桜が植えられていて、春にはお花見

スポットとしても賑わいます。徒渉池（子ど

もプール）を備えた公園で、夏の開放期間に

は水遊びも楽しめます。 

船橋を代表する古社のひとつで、大きな樹木

に囲まれた参道を抜けていくと、市有形文化

財の社殿があります。樹高 25m の御神木のイ

チョウは、市指定の天然記念物です。 

  



  

２９ 滝
たき

台
だい

八幡
はちまん

神社
じんじゃ

 
 

３０ 飯山満
は さ ま

緑地
りょくち

公園
こうえん

 

滝台町 98  飯山満町 2-645-1  

参道の両側にはツツジのほか桜、梅、アジサ

イ、泰山木などの花木があり、秋にはイチョ

ウが色づきます。境内はよく手入れをされて

いて、四季を通じて美しい神社です。 

緑に囲まれた斜面緑地の中を通る散策路のま

わりには、桜や桐、アジサイなどの樹木があ

り、季節の花々も楽しめるのどかな公園です。 

  

   

３１ 東葉高校長屋門 
 

３２ 御嶽
み た け

神社
じんじゃ

 

飯山満町 2-665-1 047-463-2111（東葉高校） 前原東 5-43-1  

国の登録有形文化財であるこの長屋門は、上

飯山満村の旧家近藤家の屋敷の門として使用

されていたもので、現在は高校の正門として

活用されています。 

前原地区の氏神様として住民に崇拝されてい

ます。その神域は、緑濃い森に囲まれた境内

が、参拝者や地域住民の散歩道となり、憩い

の場として親しまれています。 

 
 



  

３３ 前原駅付近のけやき並木 
 

３４ 藤原市民の森 

前原西 6丁目  藤原 7-48  

新京成線前原駅の西側にある団地の通り沿い

には、大きなけやきが街路樹として立ち並び

ます。高層建築群の中で自然を感じるやすら

ぎの空間です。 

平成 4 年に開設された約 2ha の明るい雑木林

で、市民団体と共同で清掃や遊歩道の管理を

行っています。樹林を好む野鳥や山野草を楽

しみながら散策できます。 

  

   

３５ 法典
ほうでん

公園
こうえん

 
 

３６ 船橋市運動公園 

藤原 5-9-10 047-438-3500 夏見台 6-4-1 047-438-4461 

「グラスポ」の愛称で親しまれており、約

5.7ha の園内には、13 面のテニスコートや球

技場、多目的広場などがあり、樹木や植栽も

充実しています。 

総面積 19.4ha の総合スポーツ施設。春には桜

が咲き誇り、初夏には「ホタルの里」の無料

開放、秋には園内のイチョウが色づくなど、

季節に応じて散策も楽しめます。 

 
 



  

３７ 長津川
ながつがわ

調節
ちょうせつ

池
いけ

 
 

３８ 塚田小学校のイチョウの木 

旭町 6-4  前貝塚町 600 047-438-8900（塚田小学校） 

豪雨時は雨水を一時的に貯める施設ですが、

平常時は公園として利用され、広大な広場の

ほか緑や花も多く、遊歩道もあります。春に

は、約 100 本の桜を鑑賞できます。 

校庭にある大きなイチョウは、昭和 9 年卒業

記念として植樹されたもので、学校のシンボ

ルとなっています。 

 
 

   

３９ 行田公園 
 

４０ 海老川 

行田 2-5-1 047-430-6229 

日頃からジョギングや散歩で多くの人が訪れ

ます。春には川の両岸に沿って約 500 本の美

しい桜が咲き誇り、市内有数の桜の名所とし

て、多くの花見客で賑わいます。 

かつて海軍省の無線基地であった歴史を記す

船橋無線塔記念碑があります。約 12ha の園

内には、広大な芝生広場があり、100 種の樹

木のほか花壇も充実しています。 

  



  

４１ 海老川親水市民まつり 
 

４２ ふなばし森のシティ 

海老川を「市民に親しまれる憩いの場所にし

たい」という思いから、川環境に関心を持っ

てもらおうと始まった祭りです。毎年 6 月第

1 日曜日に開催し、多くの人で賑わいます。 

北本町 1丁目  

景観に配慮した美しい街並みが形成された複

合市街地です。フランス政府が推進する「エ

コカルティエ認証」をフランス国外では世界

で初めて取得しました。 

  

   

４３ 飛
とび

ノ
の

台
だい

史跡
し せ き

公園
こうえん

博物館
はくぶつかん

 
 

４４ 海神山緑地 

海神 4-27-2 047-495-1325 海神 3-23  

縄文時代早期の遺跡「飛ノ台貝塚」や市内の

縄文遺跡の出土品などを展示しています。屋

外は史跡公園になっていて、貝塚、炉穴など

をレプリカにて復元展示しています。 

クロマツを中心にエノキ、タブ、コナラなど

が自生しています。通路や広場が整備されて

いて、閑静な住宅地の中にある貴重な山林の

中を散策することができます。 

  



  

４５ 天沼
あまぬま

弁
べん

天池
てんいけ

公園
こうえん

 
 

４６ 中山競馬場 

本町 7-16  古作 1-1-1 047-334-2222 

運動広場、遊具広場、噴水広場があり、四季

折々の花や桜の木などが植えられています。

船橋駅にも近く、市民の憩いの場となってい

ます。 

売上高世界一を誇るビッグレース「有馬記念」

が開催される競馬場です。洗練されたデザイ

ンの建築物で構成されていて、冬はクリスマ

スイルミネーションも実施されます。 

  

   

４７ 古作
こ さ く

の桜並木 
 

４８ ゲエロの池 

古作 3丁目  印内 1-8  

中山競馬場南側の戸建住宅地の中を通る道路

には、約 120本の大きなソメイヨシノが 800m

続いていて、開花期には見事な桜並木になり

ます。 

ウシガエルが騒がしく鳴いていたことからゲ

エロ溜と呼ばれ、豊富な湧水で水田を潤して

いました。現在では、ため池の原形を残しな

がら憩いの場所として利用されています。 

  



 

  

４９ 葛
かづ

羅
ら

の井
い

 
 

５０ 葛飾神社 

西船 6-4  西船 5-3-8  

市の文化財に指定されており、どんな日照り

の時も涸れず、良薬の水として伝えられてき

ました。井戸の前にあるけやきは船橋の名木

10 選に選ばれています。 

元は葛羅の井の傍らにあったといわれ、大正 5

年に現在地にあった熊野神社と合祀されまし

た。社殿後方に見える堂々とした枝振りのク

ロマツは、市指定天然記念物です。 

  

   

５１ 葛飾神社の池 
 

５２ 中山法華経寺参道 

西船 5-17  本中山 1丁目  

昔は水田や種もみを浸けて発芽させるタナヤ

（種井）などの水源として利用されていまし

た。現在では、貴重な生産活動の遺跡として

大切に保存されています。 

国道14号線から中山法華経寺へと続く参道で

す。寺町としての風情を醸し出すために、石

畳の道路や無電柱化による統一感のあるまち

なみが形成されています。 

  



  

５３ 二子
ふ た ご

藤
ふじ

の池 
 

５４ 二子
ふ た ご

浦
うら

の池 

東中山 1-20  東中山 1-20  

水田の引き水に利用されていましたが、地元

の協力により保存されました。旧葛飾地域の

特色であった湧水や溜が連なる「葛飾湧水群」

を偲ぶ貴重な遺跡となっています。 

昔は水田に水を供給したり、種もみを浸けて

発芽させるタナヤ（種井）として利用されて

いました。日蓮上人が鎌倉との行き来のため

に船出したという言い伝えがあります。 

  

   

５５ 海老川１３橋 
 

５６ さざんかさっちゃん像 

海老川にかかる 13 橋の欄干には、「船首」や

「ばか面おどり」などの船橋の歴史や自然な

どをイメージした彫刻が設置され、往来する

人の心を和ませてくれます。 

本町 7丁目  

「さざんかさっちゃん教育基金」の募金運動

のシンボルとして、昭和 55 年に船橋駅コンコ

ースに建立されました。今では船橋駅の待ち

合わせ場所としても利用されています。 

  



  

５７ 船橋
ふなばし

御殿
ご て ん

跡
あと

東照宮
とうしょうぐう

 
 

５８ 仲通り 

本町 4-29-12  本町 4丁目  

徳川家康が東金で鷹狩を行うため、その途次

である船橋に造営された御殿の跡。御殿が廃

止された後、跡地に家康を祀る東照宮が建立

されました。市の文化財に指定されています。 

船橋駅南口の駅前通りから細い路地に入った

繁華街。昔ながらの商店街の面影を残しつつ、

飲食店を中心に様々な店舗が軒を連ねている

趣を感じさせる通りです。 

  

   

５９ 船橋駅前通り 
 

６０ 山口横丁 

本町 1・4丁目  本町 4丁目  

JR 船橋駅から南へ向かう船橋のメインスト

リートです。船橋のイメージである「船」を

モチーフにした街灯が、船橋駅前通りのシン

ボルとなっています。 

明治天皇が宿泊した料理旅館山口楼から「山

口横丁」と呼ばれるようになりました。駅前

通りの東側の通りであり、多くの飲食店で賑

わっています。 

 
 



  

６１ 本町通り 
 

６２ 森田呉服店 

本町  本町 4-35-14 047-422-2028 

江戸時代の頃より、江戸と下総・上総を結ぶ

主要な道の「船橋宿」として、また、船橋大

神宮の門前町として発展した商店街で、今も

多くのお店が建ち並んでいます。 

明治初期頃の趣ある和風建築が、現在も美し

く維持されていて、重厚な日本家屋のたたず

まいが目をひきます。構造としては木造二階

瓦葺、切妻造
きりづまづくり

となっています。 

  

   

６３ 廣瀬
ひ ろ せ

直
ちょく

船堂
せんどう

 
 

６４ 不動院の大仏
だいぶつ

追善
ついぜん

供養
く よ う

 

本町 3-6-1 047-422-2031 本町 3-4-6  

大正 7 年（1918）に建築されました。周辺建

物は建替えが進められましたが、廣瀬直船堂

は約 100 年前の姿を今に伝えています。市の

景観重要建造物に指定されています。 

漁場争いや津波により亡くなった人々を供養

するために、毎年 2 月 28 日に石造釈迦如来坐

像に白米をつける行事で、市の無形民俗文化

財に指定されています。 

  



  

６５ 玉川旅館 
 

６６ 船橋大神宮 

湊町 2-6-25 047-431-3234 宮本 5-2-1 047-424-2333 

大正 10 年（1921）に料亭営業を開始した宿

泊もでき、温泉もある純和風旅館です。本館

以外にも第一別館、第二別館合わせて 3 棟が

国の登録有形文化財になっています。 

正式には意富比
お お ひ

神社と言います。境内にある

灯明台は県の有形民俗文化財と市の景観重要

建造物に、神楽は市の無形民俗文化財に指定

されています。 

  

   

６７ 浜町橋（赤橋） 
 

６８ 海老川水門から東京湾を臨む景色 

昭和 31 年に設置され、平成 11 年に現在の橋

に架け替えられました。橋の親柱には擬宝珠
ぎ ぼ し

の飾り、欄干には「ばか面おどり」のパネル

が装飾されています。 

東京湾からの浸水を食い止めるために昭和

42、43 年に整備されました。通常時は一般用

の通路としても利用されていて、東京湾を臨

む絶好の景観スポットです。 

  



  

６９ 船橋漁港 
 

７０ 船橋漁港の朝市 

湊町 3-16-1 047-431-2041（漁業協同組合） 湊町 3-16-1 047-433-1125（事務局） 

東京湾へ漁に出る巻き網漁船や貝まき船が停

泊していて、水揚げされた魚の仕分けなどが

行われています。港内の「船橋ボートパーク」

にはプレジャーボートも並びます。 

毎月第 3 土曜日に開催される「船橋漁港の朝

市」は、魚介類だけでなく、農作物や加工物

の地元のお店がたくさん出店します。県外か

ら来るリピーターも多い朝市です。 

  

   

７１ 船橋港親水公園花火大会 
 

７２ ららぽーと TOKYO-BAY 

湊町 3丁目  浜町 2-1-1 047-433-9800 

船橋漁港から打ち上げる夏の夜空を彩る約 1

万発の花火大会。7 月下旬頃に開催されます。

船橋港親水公園などから迫力のある花火を楽

しむことができます。 

昭和 56 年に開業し、ファッションやアミュー

ズメント、グルメ、映画館など多くの店舗が

集まる大型商業施設。県内外から多くの買い

物客が来ます。 

  



  

７３ 船橋競馬場 
 

７４ ふなばし三番
さんばん

瀬
ぜ

海浜
かいひん

公園
こうえん

 

若松 1-2-1  潮見町 40 047-435-0828 

昭和 25 年に開場された 1 周 1400ｍと 1250

ｍのダートコースを有する地方競馬場。フリ

ーマーケットや物産イベントなどの会場にも

なっています。 

春は公園に隣接する三番瀬で潮干狩りが開催

され、秋から冬にかけては多くの渡り鳥が飛

来し、野鳥観察が楽しめます。「関東の富士見

百景」にも選定されています。 

  

   

７５ 高瀬町から見る貝殻島 
 

７６ SHIRASE5002 

  高瀬町 2  

三番瀬に生息するアサリ、バカガイ、シオフ

キガイなどが風波や潮流により運ばれ、貝殻

の堆積によってできた島です。海の生物の繁

殖の場や渡り鳥の休息地となっています。 

日本と南極の間を 25 往復した全長 134ｍ、全

幅 28ｍの南極観測船。現在は、地球環境情報

の発信基地として、イベントや見学会、映画

の撮影などが行われています。 

  



 

７７ 下総三山の七年祭り 
 

７８ ばか面おどり（湊町地域） 

県の無形民俗文化財に指定されている 4 市・9

社が集まる壮大な寄合祭りです。6 年ごとの丑

年及び未年に行われ、数え年で 7 年ごとになる

ことから七年祭りと呼ばれています。 

湊町地域  

漁師町の人々が、厄払いと海上安全、豊漁を

祈願するために「ばか面おどり」が生まれま

した。お面に合わせた滑稽な所作で踊られ、

市を代表する民俗芸能となっています。 

  

   

７９ ふなばし市民まつり 
 

８０ ミュージックストリート 

本町・本中山・二和東 6・

習志野台 

047-436-2473 

（商工振興課） 
 

047-436-2894 

（文化課） 

毎年 7 月下旬に行われるふなばし市民まつり

は、市内４つの会場で開催されます。船橋会場

では、みこしや民踊パレード、ばか面おどりな

どが披露されます。 

「音楽でまちを元気に！」をテーマに、さま

ざまなジャンルのミュージシャンによる音

楽ステージを、毎年 10 月に船橋駅周辺の複

数の会場で同時に開催する音楽イベントで

す。 

  


