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袖ケ浦市から南房総市
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寄り道して見つける千葉の魅力
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今回の道

LINEからも「道で発見！ちば」を
配信しています。

公式アカウント
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国  道

410

第33回

《道で発見！ちば》今月の誌上クイズ！
　※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33回をご覧ください。

① 鴨 保 街 道
② 長 狭 街 道
③ 鋸 南 鴨 街 道

　国道410号は、鴨川市にある「長狭中学校前交差点」で「千葉県道34号鴨川保田線」
と交差します。この道は、鴨川市から安房郡鋸南町に至る主要地方道で、千葉県道路愛
称名が付けられていますがその愛称名は何でしょうか？ 
次の3つの中から正解を1つ選んでください。

国道410号「南房総市御子神」付近
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　国道410号・袖ケ浦市三高交差点から木
更津市内を南下して走行中に、圏央道手前
右方向に見えてくる道の駅。駐車場に車を
停めて歩き出せば、店内入り口近くで大き
な落花生のオブジェが人々を迎えてくれま
す。「うまいものをあなたの食卓へ」をキャッ
チフレーズに掲げた施設は、木更津名産の
ブルーベリーと生産量日本一の千葉県産落
花生関連の商品を冠に掲げながら、そのほ
か地元が誇る名産品を、約2,000点も取り揃えています。コンセプトは「食のテー
マパークin木更津」。その名の通り、店内は地元の農家が丹精込めて育てた季節
の野菜や果物、行列ができる人気店の新しい商品や、ブルーベリーと落花生を活
かした関連商品がバラエティー豊かに並んでいます。目を引くのは、その陳列方
法で、見やすくラッピングされた野菜が吊るされ、アイテムごとの商品にくわしい
説明のポップが付いています。試食も常時100点ほど並び、美味しさを納得した
上で購入できる工夫が行き届いているのがわかります。蔵元自慢の醤油などの調
味料の数々も充実していて、多くの商品の中から自分好みの1本を選べるのも好
評です。買い物も、「体験」して楽しめる新感覚の道の駅です。

●道の駅木更津うまくたの里

のうえんカフェレストラン「&TREE」

東京湾アクアラインを利用して最初に到着する木更津市”初"の道の駅。
2017年10月のオープン以来、ワクワクする食のテーマパークをめざして。
東京湾アクアラインを利用して最初に到着する木更津市”初"の道の駅。
2017年10月のオープン以来、ワクワクする食のテーマパークをめざして。

▲シンボルの“ピーナッツのオブジェ”「＃おナッツ」

▲季節の野菜や果物を見やすいパッケージ
　で立体陳列

▲ポップを効果的に配して、商品の魅力をアピール

▲地元産の新鮮野菜が並ぶ「農産物直売所」

●所在地／道の駅木更津うまくたの里
　　　　　　木更津市下郡1369-1 　☎0438-53-7155
●営業時間／ 9:00～ 17:00

人気の商品BEST3

2

駅長ご推薦！

地元・木更津産のブ
ルーベリーだけを原材
料に、無添加にこだわっ
た手作りチーズケーキ。
低温熟成でじっくりと焼
き上げ、濃厚でなめらか
に仕上げました。

※価格はすべて税込です。

ブルーベリー
チーズケーキ
1個 ¥1,620

生産量日本一の千葉県産落
花生を100%使用したピー
ナッツペースト。パンに塗っ

てからトースト
するザクザク
新食感の香ば
しさで販売1万
6,000個突破！

千葉のザクザクピーナッツ
ペースト 1個 ¥756

千葉県名産の落花生
を黒ごま、抹茶、チーズ、
キャラメル、ブルーベ
リーなどでコーティン
グし、16種類の味と色
で楽しむポップな落花
生スナック。お好みで
詰合わせOK。

クレイジーピーナッツ
1カップ ¥540

木更津市マスコット
キャラクター

きさポンきさポン

ランチタイムメニュー 11:00～ 14:00
カフェタイムメニュー 14:00～ 17:00
　　　　　　　　　　（LO 16:00）

●営業時間／

　木更津で人気の店「のうえんカフェ」と「せんねんの木」がプ
ロデュースしたレストラン&カフェは、木のぬくもりを感じるお洒
落なインテリアが心地いい店。地元産の新鮮なかずさ野菜と木
更津の海の幸を贅沢に使い、目に楽しく、舌で美味しく、身体に
ヘルシーなワンプレートランチメニューやスイーツの数々を提
供してくれます。季節ごとに旬の食材を使用した新メニューも
続々と登場するので、グルメな常連客をも決して飽きさせない
おもてなしの心遣いが嬉しいスポットです。
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正解は→②長 狭 街 道



Special  Spot

表紙撮影
ポイント

袖ケ浦市「三高交差点」から南下し、
房総丘陵の山々を越え南房総市
「加茂交差点」までの約55kmを走る。

▲君津市久留里の市街地を走る「国道410号」　

さん が さんたか

▲国道410号、君津市平山付近　

　館山市を起点に、木更津市までの約115kmをつなぐ一般国道410号。本誌第16回の
「国道410号」（その1）で館山市～南房総市・安馬谷交差点までを紹介したので、今回の
「国道410号」（その2）では、袖ケ浦市から南房総市の第16回ゴールにほど近い「加茂交差
点」までの約55kmを走ります。袖ケ浦市三箇にある「三高交差点」から南房総市まで、南下
するドライブのスタートです。2017年（平成29年）秋にオープンした「道の駅木更津うまく
たの里」を右に見ながら、圏央道を高架でくぐります。やがて、田植えが終わったばかりの田
園地帯が左右に広がる道を行き、「平成の名水百選」があることでも知られる君津市久留
里市街地を進みます。国道410号に「久留里街道」という愛称名が付けられている区間に
別れを告げ、君津市広岡松丘地区へ。国道465号との重複区間を走り、鴨川市の長狭中
学校前交差点あたりまで来ると、はるか右前方に房総丘陵の一角をなす千葉県最高峰の

「嶺岡愛宕山（標高408.2m）」が見えてきま
す。ここから先は、房総丘陵の山々が続き、い
くつものアップダウンとカーブが続く道を
進みます。嶺岡山系にあり、傾
斜地一面の牧草地にヤギが
遊ぶ「千葉県酪農のさと」まで
来ると、そこはもう南房総市。景観
は、いつの間にか山岳道路から田
園地帯へと変わり、ゴールの国道
128号「加茂交差点」が見え
てきました。

　「三島大橋」は、三島湖に
注ぐ小糸川を渡る橋。通過
中、眼下に見えた新緑を映す
水面と赤い橋が印象的でし
た。三島ダムは小糸川を水
源とする農業専用ダムで、ダ
ム湖の三島湖は、関東全域
から釣り人が訪れるヘラブ
ナ釣りのメッカでもあります。

嶺岡愛宕山

久留里駅

袖ケ浦市

三高交差点
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《裏表紙でご紹介》
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465

君津市

鴨川市

南房総市

▲きれいに整備された「松丘隧道」 ▲可能な限りの安全策が施されています

♥歩行者優先の心遣いが随所に！

加茂交差点

長狭
中学校前
交差点

　三島大橋の欄干の親
柱4か所に設置された神
楽獅子の人形。君津市内
の神社・秋の祭礼に演じ
られる神楽獅子です。

あ ん ば や

みねおかあたごやま

ながさ

さ ん た か

　木更津から国道410号を進み、館山方面へ向
かう場合、「上総松丘駅」手前にある鴨川方面と
の分岐点がわかりにくく、分岐点の手前にある
道路標識を見逃してしまうと鴨川方面に行って
しまうので注意が必要です（上図参照）。

128

◆国道465号との重複区間（君津市広岡松丘地区）

鴨川方面に向かう国道410号の松丘地区にある「トンネル（隧道）」。

　館山方面へのルートは、松丘郵便局方向に
右折する丁字路付近から国道465号との重複
区間となり、道幅が狭くなります。しかし、しば
らく走ると右側が田園地帯になり視界が開け
道幅も広くなるので快適に走れます。

465

410

410

上総松丘駅

松丘郵便局

小櫃川

君津市立
松丘小学校

信号を左折

細い道が続く

▲

木更津方面

久留里線の
上を通過

　
J
R
久

留
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Kamogawa

Tateyama

Seiwa Kenmin-no-MoriPark

鴨 川
館 山

清和県民の森

410

410

▲分岐点手前の道路標識

日本の国道トンネル
で2番目に古いと言
われている「四町作
第一隧道」

松丘隧道

大戸見隧道

四町作隧道

重複区間終了地点

国道465号との重複区間
館山方面へのルート

鴨川
方面

館
山
方
面

410

410

よまちさく

おおとみ

　鴨川方面にある3つのトンネルは、
いずれも昭和30年前後に作られた
もので、トンネル内の道幅が狭く、歩
行者には危険な場所です。そのため、
歩行者に対しての安全対策が随所に
施されており、ドライバーには安全運
転を強く呼びかけています。

久
留
里
街
道



●久留里城・資料館

●大山千枚田

● ロマンの森共和国

●千葉県酪農のさと

　戦国時代後期、房総を治めた里
見氏6代義堯が本拠地とした久留
里城。徳川の治世には大須賀・土屋・
黒田氏の各大名が入城し、近世城
郭として整備され、明治を迎えまし
た。1872年（明治5年）に取り壊され
ましたが、多くの市民の要望を受
け、1978年（昭和53年）本丸跡に鉄
筋コンクリート2層3階建ての天守
閣が静岡県の浜松城天守閣をモデ
ルに完成。翌年には、二の丸跡に「郷
土を掘る」「城と武士」「信仰と文化」
の3部構成で展示解説する資料館
が開館しました。天守閣最上階の3
階から望む房総の山並みは美しく
雄大で、一見の価値があります。す。す

江戸時代、幕府直轄牧の嶺岡牧で、8代将
軍吉宗が外国産の馬と共にインド産の白牛3
頭も牧場へ。白牛は年々繁殖し、1793年に
なると絞った乳で作った乳製品「白牛酪」が
将軍に献上され、庶民にも販売されるように
なりました。このことから嶺岡の地は「日本酪
農発祥の地」として「千葉県史跡」に指定され
ています。「す。「す 千葉県酪農のさと」には、日本酪
農発祥の地として発展してきた安房の酪農
の歴史や関連資料などを展示している資料
館があります。す。す 牛舎
で白牛を観察したり
山の傾斜を生かした
酪農の広場で、至近
距離でヤギとふれあ
うことができます。す。す

　鴨川の中山間部、嶺岡の山並みのふも
とには、約3.2haの急傾斜地に階段のよう
に連なる大小375枚の田んぼが鮮やかな
景観を形成しています。す。す 1999年（平成11
年）に「日本の棚田百選」に、2002年（平成
14年）に千葉県指定名勝となると、優美な
棚田を眺めに県内外から人々が訪れるよ
うになりました。江戸時代を起源とするこ
の大山千枚田の保全と活用を図るため、
ひと区画を借り受け、田植えから収穫を
行うオーナー制度なども注目されています。す。す 後世に残したい貴
重な文化的景観を堪能した後は、近くの古民家レストランで地
元・長狭米の米麺やかまど炊きご飯を味わうことができます。す。す

　南房総の中心部の大自然を活かし
て誕生した「ロマンの森共和国」は、緑
の森に囲まれた一大リゾート施設。約
40万㎡の敷地には、自然の断崖地形
を利用したフィールドアスレチックやグ
ランドゴルフ、パターゴルフ、渓流釣り
などのほか、森林浴をしながら森を散
策するグリーンアドベンチャーロード
などアウトドアを満喫できるアクティビ
ティがたくさん用意されています。す。す 宿
泊施設もお好みでホテル、コテージ、
キャンピングロッジ、オートキャンプ場
など多彩。100mの断崖を望む露天風
呂「白壁の湯」、BBQ施設もあります。

●開館時間／9：00～16：30
●休館日／毎週月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
　　　　　祝日の翌日
　　　　　年末年始
　　　　　（12月28日から1月4日）
●入園料（天守閣・資料館）／無料

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/54/

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   www.senmaida.com/about_npo/index.php

●所在地／久留里城址資料館
君津市久留里字内山
TEL.0439-27-3478

●開園時間／土日祝 9：00～17：00
　　　　　　平　日10：00～17：00
　　　　　　※6月～8月は、9：00～18：00
●入園料／600円（4歳以上）　●駐車場／320台（無料）

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   http://www.romannomori.co.jp/index.php

●所在地／ロマンの森共和国
君津市豊英659-1　
TEL.0439-38-2211

●開園時間／9：30～16：30（最終入園は16：00まで）
●休園日／毎週月曜日　
　　　　　※ただし、月曜日が祝日の場合、翌平日 
　　　　　年末・年始（12月29日～1月3日）
●入園料／無料　●駐車場／無料（110台）

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   http://www.e-makiba.jp/index.html

●所在地／千 葉 県 酪 農 の さと
南房総市大井686　
TEL.0470-46-8181

●問い合わせ／N P O法人 大山千枚田保存会
鴨川市平塚540　TEL.0470-99-9050

●所在地／鴨川市釜沼　

▲白の漆喰壁が周囲の緑に映える久留里城天守閣

▲資料館屋外に「上総掘り」方式の井戸
　掘りの足場（櫓・やぐら）を展示

▲ミニSL「弁慶号」

君津市マスコット
キャラクター

きみぴょん

鴨川市イメージキャラクター

▲久留里城址資料館

▲オートキャンプ場

▲宿泊施設（ホテルシルクヴィラ）▲フィールドアスレチック

▲日本では珍しい白牛を飼育

▲毎年期間限定で飾られる鯉のぼり

▲安房の酪農の歴史や資料を展示している酪農資料館

▲資料館内の原寸大乳牛像 ▲牧草地で草を食むヤギ

▲ライトアップされた夕刻もロマンチック
　（10下旬から1月上旬）

▲実りの秋を迎え、収穫を待つ棚田

▲古民家レストラン・棚田カフェ
　「ごんベい」（火曜日定休）

▲棚田を見下ろす高台に建つ「大山千枚田」の案内看板

寄り道寄り道 寄り道寄り道

寄り道寄り道 寄り道寄り道

よしたか

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/54/
http://www.romannomori.co.jp/index.php
http://www.senmaida.com/about_npo/index.php
http://www.e-makiba.jp/index.html
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次の3つの中から正解を1つ選んでください。

国道410号「南房総市御子神」付近

《背 景》国道410号沿いの道路脇に咲く藤の花

そ
の
２（
愛
称：久
留
里
街
道〈一部
〉）
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

　

　国道410号・袖ケ浦市三高交差点から木
更津市内を南下して走行中に、圏央道手前
右方向に見えてくる道の駅。駐車場に車を
停めて歩き出せば、店内入り口近くで大き
な落花生のオブジェが人々を迎えてくれま
す。「うまいものをあなたの食卓へ」をキャッ
チフレーズに掲げた施設は、木更津名産の
ブルーベリーと生産量日本一の千葉県産落
花生関連の商品を冠に掲げながら、そのほ
か地元が誇る名産品を、約2,000点も取り揃えています。コンセプトは「食のテー
マパークin木更津」。その名の通り、店内は地元の農家が丹精込めて育てた季節
の野菜や果物、行列ができる人気店の新しい商品や、ブルーベリーと落花生を活
かした関連商品がバラエティー豊かに並んでいます。目を引くのは、その陳列方
法で、見やすくラッピングされた野菜が吊るされ、アイテムごとの商品にくわしい
説明のポップが付いています。試食も常時100点ほど並び、美味しさを納得した
上で購入できる工夫が行き届いているのがわかります。蔵元自慢の醤油などの調
味料の数々も充実していて、多くの商品の中から自分好みの1本を選べるのも好
評です。買い物も、「体験」して楽しめる新感覚の道の駅です。

●道の駅木更津うまくたの里

のうえんカフェレストラン「&TREE」

東京湾アクアラインを利用して最初に到着する木更津市”初"の道の駅。
2017年10月のオープン以来、ワクワクする食のテーマパークをめざして。
東京湾アクアラインを利用して最初に到着する木更津市”初"の道の駅。
2017年10月のオープン以来、ワクワクする食のテーマパークをめざして。

▲シンボルの“ピーナッツのオブジェ”「＃おナッツ」

▲季節の野菜や果物を見やすいパッケージ
　で立体陳列

▲ポップを効果的に配して、商品の魅力をアピール

▲地元産の新鮮野菜が並ぶ「農産物直売所」

●所在地／道の駅木更津うまくたの里
　　　　　　木更津市下郡1369-1 　☎0438-53-7155
●営業時間／ 9:00～ 17:00

人気の商品BEST3

2

駅長ご推薦！

地元・木更津産のブ
ルーベリーだけを原材
料に、無添加にこだわっ
た手作りチーズケーキ。
低温熟成でじっくりと焼
き上げ、濃厚でなめらか
に仕上げました。

※価格はすべて税込です。

ブルーベリー
チーズケーキ
1個 ¥1,620

生産量日本一の千葉県産落
花生を100%使用したピー
ナッツペースト。パンに塗っ

てからトースト
するザクザク
新食感の香ば
しさで販売1万
6,000個突破！

千葉のザクザクピーナッツ
ペースト 1個 ¥756

千葉県名産の落花生
を黒ごま、抹茶、チーズ、
キャラメル、ブルーベ
リーなどでコーティン
グし、16種類の味と色
で楽しむポップな落花
生スナック。お好みで
詰合わせOK。

クレイジーピーナッツ
1カップ ¥540

木更津市マスコット
キャラクター

きさポンきさポン

ランチタイムメニュー 11:00～ 14:00
カフェタイムメニュー 14:00～ 17:00
　　　　　　　　　　（LO 16:00）

●営業時間／

　木更津で人気の店「のうえんカフェ」と「せんねんの木」がプ
ロデュースしたレストラン&カフェは、木のぬくもりを感じるお洒
落なインテリアが心地いい店。地元産の新鮮なかずさ野菜と木
更津の海の幸を贅沢に使い、目に楽しく、舌で美味しく、身体に
ヘルシーなワンプレートランチメニューやスイーツの数々を提
供してくれます。季節ごとに旬の食材を使用した新メニューも
続々と登場するので、グルメな常連客をも決して飽きさせない
おもてなしの心遣いが嬉しいスポットです。
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正解は→②長 狭 街 道




