
JR内房線を木更津方面に向かって走る、209系普通電車（袖ケ浦～巌根間）

第5回 JR内房線　その❶ Uchibo L ine Par t :1
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現在活躍中のJR内房線の車両現在活躍中のJR内房線の車両
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（快速）205系
京葉線用車両。京葉線の快速・通勤快
速のうち朝夕の一部列車が君津駅ま
で乗り入れています。（2010年夏以降
には、新車両E233系が投入される
予定です）

（普通）211系3000番台（普通）209系2000番台 （快速）E217系

（特急）さざなみ　E257系
2004年から投入され、房総特急のイメージ
カラーであるホワイト（夏のビーチ）をベース
に、ブルー（深みのある太平洋）・イエロー
（明るい陽光と房総に咲く菜の花）によって
デザインされています。

（特急）さざなみ　255系
1993年にJR東日本初の新制御システム
採用の特急車両として登場しました。
愛称は「Boso View Express」。
千葉県房総半島を走行することから
「房総特急」とも呼ばれています。

●1969年（昭和44年）　五井駅
　五井駅を発車したC57の車両。写真右隅には
　小湊鐵道の車両も停車している。

◆内房線の歴史

　JR内房線は、正式にはJR蘇我駅から東京湾沿い
に房総半島を南下し、JR安房鴨川駅にいたる路線です
（千葉駅～蘇我駅は外房線）。路線の長さは 119.4km。
ただし、JR千葉駅始発で運行されることが多い
ため、一般には千葉駅～安房鴨川駅の区間とされ、
千葉駅～蘇我駅は外房線との共有となっています。
　1912年（明治45年）に蘇我～姉ケ崎間がまず
木更津線として開業。その後延伸を繰り返し、1919年
（大正8年）に安房北条（現在の館山）まで延伸され
北条線と改称。1925年（大正14年）には安房鴨川に
達して現在の内房線の全区間が開通しました。
　今回ご紹介するのは、千葉市にあるJR蘇我駅
から海辺の町、木更津市にあるJR木更津駅までの
区間。この約31キロの区間は、多くが千葉市方面や
東京方面に通う方々の巨大なベッドタウンとなって
います。また、この区間の東京湾沿岸は、京葉工業
地帯となっており、大きな工場や煙突の姿を、沿線
の住宅地や田園風景の向こうに見ることができます。
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JR内房線は、JR千葉駅を出て、東京湾沿いに房総半島を南下し、
太平洋沿岸の安房鴨川駅に至る千葉県の主要路線のひとつです。

千葉駅から木更津駅間の沿線は、海と関係の深い町並がならぶ
巨大なベッドタウン。
そして東京湾岸には巨大な京葉工業地帯が広がっています。
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太平洋沿岸の安房鴨川駅に至る千葉県の主要路線のひとつです。

千葉駅から木更津駅間の沿線は、海と関係の深い町並がならぶ
巨大なベッドタウン。
そして東京湾岸には巨大な京葉工業地帯が広がっています。

◎1912年（明治45年）3月28日　
　蘇我～姉ケ崎間開業（木更津線）。 
◎1912年（大正元年）8月21日　
　姉ケ崎～木更津間延伸開業。 
◎1919年（大正8年）5月24日　
　安房北条（現在の館山）まで延伸（北条線）。
◎1925年（大正14年）7月11日
　安房鴨川まで延伸され全通。
◎1929年（昭和4年）4月15日
　北条線を房総線に編入※。
◎1933年（昭和8年）4月1日
　房総線の蘇我～安房鴨川間を房総西線
　として分離。
◎1972年（昭和47年）7月15日　
　房総西線から内房線に改称。

113系や211系が古くなったので、2009
年10月から新しく登場した車両です。
車体がとても軽く、使用電力が少ないの
が特長。トイレも設置されています。

211系は、1985年に登場した車両です。
内房線には、2006年10月から投入
され、黄色と青の帯は房総カラーとし
て親しまれています。

内房線快速で運用されていた113系の
入れ替えを目的として1994年に登場
しました。現在は、千葉と横須賀線・
内房線に使用されている快速専用車
両です。（君津まで）

※房総半島の東側で建設されていた房総線が1929年
　（昭和4年）に安房鴨川まで延伸され、北条線を編入の上、
　千葉-大網-安房北条-木更津-蘇我間が房総線とされた。



あの歌でも有名な證誠寺
（しょうじょうじ）がある木更津
市は、街のあちらこちらに狸の
石造やモニュメントが飾られて
います。もちろん駅前でも
逆立ちした狸がお出迎えして
くれます。

長浦駅を出て、木更津駅に向かって右側に
すぐ見える大きな建物。これは袖ケ浦市
臨海スポーツセンターです。

五井駅を出てすぐ。大きな
川は、高滝湖を源に東京湾に
至る養老川が流れています。
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スペシャルビューポイントスペシャルビューポイント 夕暮れの
アクアライン連絡道と富士山！
　袖ケ浦駅と巌根駅の間では、

はるか遠方に東京湾を横断する

東京湾アクアラインの姿を見る

ことができます。空気の澄んだ

夕暮れには、東京湾アクアライン

連絡道の向こうに見える富士山

とともに見事な風景を楽しむことが

できます。
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巌根駅を出て、木更津駅に差し
掛かるあたり、左側にはこの地
の名産品の蓮畑が見られます。
（例年：7月～8月が見頃です）

ジェフユナイテッド市原・
千葉のホームスタジアム
最寄り駅がこの蘇我駅。
チームへの熱いメッセージ
が駅の各所に見られます。

五井駅は、小湊鐵道の始発駅
となっており、ホームから
懐かしいデザインの車両の
姿を見ることができます。
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　JR千葉駅を一路木更津方面へ。沿線沿い
は、巨大なベッドタウンの町並みが広がり
ます。そして、背景に広がる巨大な京葉工業
地帯の工場や煙突とその前方に立ち並ぶ
住宅や公園・緑地が、きれいに調和している
風景が印象的な路線です。

JR内房線に乗って。

JR蘇我駅内「Itswell（イッツエル）」
では、地元「ジェフユナイテッド
市原・千葉」への熱い思いが込め
られた特製カツカレーを販売中。
2010年3月以降、「新ジェフ勝つ
カレー」が登場する予定です。

木更津駅構内

●内房線で発見したお手軽グルメ！

万葉軒

蘇我駅構内

Itswell（イッツエル）

●ジェフ勝つカレー
　￥650（税込）

人気タレント、小倉優子さんが
経営する焼肉屋さん「焼肉小倉
優子」と同じタレを使った焼肉
弁当。上質な牛カルビ肉に、大豆
もやし・ほうれん草・大根のナムル
がそえられた焼肉弁当です。
木更津駅の万葉軒で販売中。

●焼肉小倉優子　焼肉弁当
　¥950（税込）
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蘇我駅を出て浜野駅へ向かって
右側。線路際の大きな駐車場には、
ベージュにオレンジ色のラインが
鮮やかな小湊バスの車両が
数十台停められています。
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姉ケ崎駅を出て木更津駅方面に走ると、遠方、右側に見えてくる
巨大な煙突群。クリーム色の3本の煙突は、東京電力の姉崎
火力発電所です。
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　車窓からの風景や道草を思い切り楽しんだら、
今度は本格的に遊べる場所を訪ねてみましょう。
電車を使えばすぐに出かけられ、家族で思い切り
楽しめるポイントをご紹介します。

　広大な芝生広場を中心に、パターゴルフコースや芝そりゲレ
ンデなどのほか、観覧車や子供向けジェットコースターなど
アミューズメント施設も充実。また、こども動物園ではマスコット
キャラクターのミニブタをはじめ、リス、モルモット、ウサギ、
アヒル、ヒツジ、ヤギなどとも触れ合うことができ、珍しいマーラ
を見ることもできます。フラワースポットには季節の花々が
植えられ、大人も子供も一日中楽しめる場所です。

東京ドイツ村 中の島公園

JR内房線の、家族で出かけられる遊び場情報

　JR木更津駅西口階段を下りる
と、駅前ロータリーがあります。
ロータリーの向こう側にショッピ
ングセンター「アクア木更津」が
見えます。その左側を通り抜けて
右方面に50mほど進むと、見えて
くるのが、ドラマ「木更津キャッ
ツアイ」のロケ地の中心となった
「みまち通り」のアーケードです。
中面でもご紹介したように木更津市
は、狸でお馴染みの證誠寺
（しょうじょうじ）があるところ。
そのためこの商店街も狸の石像が
あちこちに置かれて
います。その中でも、
ひときわ異彩を
放つのが、商店街中
ごろにある石像。
良く見ると、ドラマに
登場した人物に
そっくりです。

内房線で活躍する特急の
呼び名は？
1. うずしお

2. さざなみ

3. うみねこ

※正解は次号紙面で！

※前回のクイズの正解。銚子電鉄
　名物の犬吠駅限定の新駅弁の

　名前は「2」さんまかば焼ずし！

　でした。

「みまち通り商店街」の
オジー狸の石像！

駅前発見！
探してみよう！
駅前発見！
探してみよう！

調べてみよう！　
内房線クイズ？
調べてみよう！　
内房線クイズ？
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●開園時間／午前9時30分～午後5時　最終入園 午後4時
　　　　　　※季節や天候により、営業時間の変更・臨時休園
　　　　　　　する場合があります。
●休園日／不定休
●料　金／（入園料）大人1,200円、中・高校生800円、
　　　　　　　　　４歳～小学生600円
　　　　　※各種アトラクションは別料金となります。
●交　通／J 　りよ｣駅崎ケ姉「 はたま」駅浦長「線房内R
　　　　　タクシーで約20分
●駐車場／あり　3000台（駐車料金は、入場料に含まれています）
●問い合わせ／0438-60-5511
●住　所／〒299-0204　袖ケ浦市永吉419

で」イアツッャキ津更木「、マラド気人たれさ映放に年2002　
も重要なロケ地となった「赤い橋」、中の島大橋を渡って行く
公園です。この橋は、日本一高い歩道橋として、1975年（昭和
50年）に完成しました。中の島公園では、魚釣りができるほか、
春から夏にかけては潮干狩りを楽しむこともできます。また
公園の対岸、木更津港から「中の島大橋」越しに眺める富士山
や夕日の美しさも有名で、この景色を見に多くの方々が訪れて
います。

●休園日／なし
●料　金／無料
●交　通／ JR内房線木更津駅より､木更津港に向かって
　　　　　徒歩約25分
　　　　　（鳥居崎海浜公園より､中の島大橋を徒歩で渡る）
●駐車場／あり　50台（無料）
　　　　　※中の島大橋手前の鳥居崎海浜公園の駐車場です。
●問い合わせ／0438-23-8467
●住　所／〒292-0839　木更津市中の島2番地

園内の中心には広大な芝生が広がっています。

真っ赤に塗装された
中の島大橋は、
木更津市のシンボル
ともなっています。

海岸では、春から夏、潮干狩りが楽しめます。

自由に滑れる
芝そり
ゲレンデ。
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▲珍しい動物「マーラ」

▲

▲


