
千葉市若葉区（中野インター入口手前付近）

《背景》泉自然公園の紅葉
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国道126号（東金街道）
千葉市から東金市までの

約28kmを紹介！

今回の道

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



▲穴川インター交差点付近

▲本町2丁目交差点付近

スタート

銚子市と千葉市を結ぶ国道126号。徳川家康が
鷹狩りに行った道「東金御成街道」に由来。

Special Spot

Special spot
撮影ポイント

　本町2丁目交差点を左折し、しばら
く走り、千葉市中央区鶴沢町の歩道
橋から振り返ると、タワーマンション
越しに美しい夕景が見えます。

片側2車線の道路で中
央区役所前を通り、国道
128号と重複したまま本
町2丁目の交差点を左
折して東金方面へ進む。

京葉道路の穴川I.C.に直結
しているため、交通量は常
に多いところ。京葉道路の
上を通り国道126号へ。

●問い合わせ／千葉市都市局公園緑地部公園建設課　
　　　　　　TEL.043-245-5781　　　　　

●所在地／千葉市若葉区大宮町258-1
　　　　　（カーナビの場合は、「都川水の里公園」）　　　　　　
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加曽利 房の駅

千葉東J.C.T.
　国道126号は、千葉県銚子市の銚子大橋前交差点を起点に東金市を経由して、千葉市の
穴川インター交差点を終点とする一般国道です。路線延長約120kmのこの道には、どん
な風景が広がり、どんな発見があるのでしょうか。2回にわけて出かけてみましょう。
　さて今回は、路線としては終点である穴川インターをスタート地点とし、東金市の台方交
差点をゴールに設定した約28kmをドライブしてみました。スタート地点から少し先の千葉市
中央区本町1丁目・広小路交差点からゴール地点の台方交差点までは、通称「東金街道」とし
ても親しまれているルートです。この道は、徳川家康が鷹狩りに行くために造られた街道で、
もともとは船橋から東金に通じる「東金御成街道」に由来します。大好きな鷹狩りに行くため
に、家康は生涯で1,000回以上も通ったと伝えられています。千葉市の街中を行く都市の景
観は、加曽利交差点を過ぎたあたりから緑豊かな車窓に変わっていきます。アップダウンや
カーブのある変化に富んだ街道沿いには、休日に訪ねてみたい自然豊かな散策スポットが
いっぱいです。

▲国道128号終点の広小路交差点。
　 ▲広小路交差点の案内標識

　※国道51号の起点・国道
　　14号の終点でもあります。

▲重複区間終点の台方交差点。

国道126号と128号が
　重複している区間が
　 あります。

　国道128号は館山
市の北条交差点から
千葉市の広小路交差
点までの132.6kmの
国道ですが、広小路
交差点から東金市の
台方交差点までは、
今回ご紹介する126
号とまったく同じ道なのです。1つの道路が複数
の国道や県道、市道であるとき、その道路は重複
区間と呼びます。そして、その道の表示の仕方に
は優先順位があり、①国道②都道府県道③市道
の順で、国道同士であれば番号が若い方が優勢
となります。126号と128号が重複していている
この国道を、126号と表示しているのは、こんな
決まりがあるからです。

　都川を多目的な遊水地として有効に活用する”緑と水
辺のふれあい拠点”が整備されています。園内には田んぼ
があり、毎年5月から10月までの間に、田植えから収穫ま
での稲作を体験できます。ふるさとの原風景の再生活動
に参加できるプログラムもいっぱい。体験講座の募集は、
2016年3月に告知されます。お問い合わせください。

▲稲刈りで収穫の喜びを体験できます。

▲千葉都市モノレールの
　下を走ります。

▲体験棟では様々な講座が
　行われます。

国道126号

国道128号
重複区間



▲穴川インター交差点付近

▲本町2丁目交差点付近

スタート

▲周囲に整備された遊歩道。
　春には桜の花が満開になります。

▲観察会ではたくさんの生き物に出会えます。

●雄蛇ヶ池

銚子市と千葉市を結ぶ国道126号。徳川家康が
鷹狩りに行った道「東金御成街道」に由来。

Special Spot

Special spot
撮影ポイント

　本町2丁目交差点を左折し、しばら
く走り、千葉市中央区鶴沢町の歩道
橋から振り返ると、タワーマンション
越しに美しい夕景が見えます。

片側2車線の道路で中
央区役所前を通り、国道
128号と重複したまま本
町2丁目の交差点を左
折して東金方面へ進む。

　126頭の馬と約
1,800名の会員を
もつ千葉県最大規
模の乗馬クラブ。
手ぶらで来てもト
ライできる1日乗
馬体験コースもあ
ります。

　長い間、水田や雑木林など地元の農業と
ともに育まれてきた自然の里山。そこに
1.5kmの自然観察路を設け、自然や生き物
などについて学べる散歩道ができていま
す。月に2回観察会も行われています。

京葉道路の穴川I.C.に直結
しているため、交通量は常
に多いところ。京葉道路の
上を通り国道126号へ。

●所在地／東金市田中200-4

●問い合わせ／東金市建設経済部産業振興課　
　　　　　　　TEL.0475-50-1142

●問い合わせ／千葉市都市局公園緑地部公園建設課　
　　　　　　TEL.043-245-5781　　　　　

●所在地／千葉市若葉区大宮町258-1
　　　　　（カーナビの場合は、「都川水の里公園」）　　　　　　

●所在地／
　乗馬クラブクレイン千葉　
　千葉市若葉区北谷津町286
　TEL.043-228-5531

●所在地／千葉市富田都市農業交流センター　
　　　　　　千葉市若葉区富田町711-1（カーナビの場合は、若葉区富田町754）　TEL.043-226-0022
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松ヶ丘I.C.

乗馬クラブ
クレイン千葉

●乗馬クラブ クレイン千葉

泉自然公園

平和公園墓地

《裏表紙でご紹介》

都川水の里公園

●都川水の里公園 ●加曽利 房の駅

●富田
　都市農業交流センター

富田都市農業
交流センター

加曽利 房の駅
大草谷津田
いきものの里

●大草谷津田いきものの里

千葉東J.C.T.

千 葉 東 金 道 路

　国道126号は、千葉県銚子市の銚子大橋前交差点を起点に東金市を経由して、千葉市の
穴川インター交差点を終点とする一般国道です。路線延長140kmのこの道には、どんな
風景が広がり、どんな発見があるのでしょうか。2回にわけて出かけてみましょう。
　さて今回は、路線としては終点である穴川インターをスタート地点とし、東金市の台方交
差点をゴールに設定した34.8kmをドライブしてみました。スタート地点から少し先の千葉市
中央区本町1丁目・広小路交差点からゴール地点の台方交差点までは、通称「東金街道」とし
ても親しまれているルートです。この道は、徳川家康が鷹狩りに行くために造られた街道で、
もともとは船橋から東金に通じる「東金御成街道」に由来します。大好きな鷹狩りに行くため
に、家康は生涯で1,000回以上も通ったと伝えられています。千葉市の街中を行く都市の景
観は、加曽利交差点を過ぎたあたりから緑豊かな車窓に変わっていきます。アップダウンや
カーブのある変化に富んだ街道沿いには、休日に訪ねてみたい自然豊かな散策スポットが
いっぱいです。

　稲作に欠かせない水の確保のため、江戸時代・慶長19年（1614
年）に完成したと伝わる人造湖。池の周囲、約4km、水深は満水時で
も4m程度の静かな湖水のたたずまいです。湖周に整備された遊歩
道は歩いて散策することができ、バスフィッシングを楽しむ釣り人と
共に週末は行楽客もやってきます。「池の周りを1日で7回り半すると、
池の主の白い大蛇が姿を見せる」という、地元の子どもたちに昔から
伝わる伝説があります。

お じ ゃ が い け

▲国道128号終点の広小路交差点。
　 ▲広小路交差点の案内標識

　※国道51号の起点・国道
　　14号の終点でもあります。

▲重複区間終点の台方交差点。

国道126号と128号が
　重複している区間が
　 あります。

　国道128号は館山
市の北条交差点から
千葉市の広小路交差
点までの132.6kmの
国道ですが、広小路
交差点から東金市の
台方交差点までは、
今回ご紹介する126
号とまったく同じ道なのです。1つの道路が複数
の国道や県道、市道であるとき、その道路は重複
区間と呼びます。そして、その道の表示の仕方に
は優先順位があり、①国道②都道府県道③市道
の順で、国道同士であれば番号が若い方が優勢
となります。126号と128号が重複していている
この国道を、126号と表示しているのは、こんな
決まりがあるからです。

　都川を多目的な遊水地として有効に活用する”緑と水
辺のふれあい拠点”が整備されています。園内には田んぼ
があり、毎年5月から10月までの間に、田植えから収穫ま
での稲作を体験できます。ふるさとの原風景の再生活動
に参加できるプログラムもいっぱい。体験講座の募集は、
2016年3月に告知されます。お問い合わせください。

▲稲刈りで収穫の喜びを体験できます。

●問い合わせ／千葉市環境局環境保全部
　　　　　　環境保全課自然保護対策室　
　　　　　　　TEL.043-245-5195

▲千葉都市モノレールの
　下を走ります。

▲下り坂の曲線道路を
　走ります。

▲千葉東金道路終点からの
　車と合流します。

▲春先に満開の「シバザクラ」

▲10月下旬まで楽しめる
　コスモス

とっちー

　地元の採れたて野菜や千葉県産の特
産品、お土産物などを扱う「房の駅」。国
道126号にある「加曽利 房の駅」は、県
内で7番目に開店した店舗です。取り扱
う商品は、なんと約2,000アイテム。ド
ライブの途中で立ち寄る買い物客だけ
でなく、選りすぐりの商品を目当てに、
日常的に通う地元の人々も多い人気
店です。パン工房・房の駅も併設して
いて、カフェコーナーもあります。

　畑や牧場などが点在する千葉市若葉区
東部の鹿島川流域を中心とする地域で、
都市部と農村部との交流を進めていくた
めの拠点。春には約15万株のシバザクラ、
秋には約10万株のコスモスの開花が楽し
め、そのほか多彩なイベントが開催されま
す。梅園やツツジ園などもあり、それぞれ
の旬を彩ります。近隣の農地と連携して、
農業体験教室なども開催されています。

●所 在 地 ／加曽利  房の駅　
　　　　　　千葉市若葉区加曽利町312-1　
　　　　　　　TEL.043-232-3700
●年中無休／営業時間　8：30～20：00
※パン工房カフェ房の駅　
　　　　　　　営業時間　7：00～18：00

人
気
商
品
ベ
ス
ト
3

3

1 落花生せんべい
「豆らっか」
20枚入
￥1,080（税込）

16枚入￥864（税込）

あさりの佃煮
180g 
￥617（税込）

 [千葉限定]
カントリーマアム
（びわ風味）

2

ヘイケボタル オニヤンマオニヤンマ

▲体験棟では様々な講座が
　行われます。

国道126号

国道128号
重複区間

●所在地／千葉市若葉区大草町４４２（入口駐車場）

東金市
マスコットキャラクター 「房総の十和田湖」と呼ばれる風光明媚な人造湖。 寄り道寄り道

ゴール



ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

　2015.10（次回発行／2015年11月20日）取材協力・写真提供・撮影協力／千葉市都市局公園緑地部公園建設課、千葉市環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室、千葉市都市農業交流センター　
　　　　　　　　　　　　　　千葉市都市局公園緑地部若葉公園緑地事務所、東金市建設経済部産業振興課、加曽利 房の駅、渡辺榮一様、椎名 浩様　
　　　　　　　　　　　　　　

●所在地／千葉市都市局公園緑地部若葉公園緑地事務所　
　　　　　　千葉市若葉区野呂町108　TEL.043-228-0080

▲「日本のさくら名所100選」に認定されています。
　※千葉県には3カ所あります。

▲10月が見頃　シロヨメナ
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平 和 公 園 墓 地

泉自然公園

自転車で走りやすい
泉自然公園周辺の道路

泉自然公園外周ルート
（外周道路は自転車走行が可能です）

平和公園と泉自然公園を結ぶルート
（2013年 千葉市自転車走りやすさマップ掲載ルート）

　国道126号（東金街道）を行き「高田I.C.」入口の標
識を右折した先にある泉自然公園は、起伏に富んだ
地形を生かした面積43haの公園。「日本のさくら名所
100選」にも選ばれ、秋には紅葉が楽しめます。自転車
で行くなら、126号の平和公園入口を右折し、泉自然
公園へ続く道と公園の外周道は、サイクリングしやす
いコースとして愛好家に親しまれています。公園内は

自転車の乗り入れは
できませんが、サイク
リングをして立ち寄
る人のために、トイ
レ、休憩、水分補給な
どのために気軽に利
用できるサイクルス
テーションがありま
す。サイクリストが安心して駐輪できるサイクルラッ
ク（駐輪施設）のほか、隣の公園事務所にはスポーツ車
用空気入れや自転車用の工具類も用意されています。

サイクルステーションの機能が充実！

▲公園の外周をサイクリングできます。

泉 自 然 公 園

泉自然公園の秋の人気イベント

　美しい紅葉を楽しみながら、和太鼓の
演奏、巨大シャボン玉遊び、竹細工、木
の実クラフト、紅葉ガイド、地元の採れた
て野菜販売、飲食売店などが集い、家族
で1日楽しめます。

紅葉まつり2015紅葉まつり2015紅葉まつり2015
●日時／11月22日（日）
　　　　10：00～15：00

▲11～12月が見頃　サザンカ

▲地元農産物の販売コーナー
（2014年）

※泉公園内は自転車走行が禁止です。

《道で発見！ちば》今月の誌上クイズ！
　国道126号は、鷹狩りが大好きだった江戸幕府
の初代将軍・徳川家康のために造られた「東金御
成街道」に由来した道だと伝わっています。天文
11年（1543年）に誕生した家康ですが、幼名は何
と呼ばれていたでしょうか。
以下の3つの中から正解を1つ選んでください。
　 　　 　 ① 小 太 郎
　 　 　 ② 竹 千 代
　 　 　 ③ 菊 之 助
※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1回をご覧ください。

エコドライブ１０のすすめ安全走行！サイクリングのマナー
1.ふんわりアクセル「ｅスタート※」

環境省Webサイト：エコドライブ普及連絡会　
　　　　　　　　　「エコドライブ１０のすすめ」より

※「ｅスタート」とは「よいスタート」
　「エコスタート」の意味です。

　発進するときは、穏やかにアクセルを踏んで発
進しましょう（最初の５秒で、時速２０ｋｍ程度が目
安です）。日々の運転において、やさしい発進を心
がけるだけで、１０％程度
燃費が改善します。焦ら
ず、穏やかな発進は、安全
運転にもつながります。

　自転車は、道路交通法では「軽車両」の分類。
ですから、自転車も車道を通行し、スクーターと
同じく車道の左端を走らなければなりません。本
来、自転車で歩道を通行して良いのは、下のよう
な標識のあるところだけです。歩道の上で、歩行
者は立ち止まったり、方向転換したりなど、いろ
いろな動きをします。でも、
スポーツ自転車はスピード
が出るので、そんな歩行者
の動きに対応できません。
基本的に自転車は車道を走
りましょう。

自転車
で

行こう
！自転車
で

行こう
！自転車
で

行こう
！

正解は→②竹 千 代（たけちよ）


