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“ちばの魅力”を世界にアピール！ Spread the charm of Chiba around the world!

日本の道百選日本の道百選第30回
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日本百選
常盤平さくら通り 松戸市



「日本の道百選」に選定されている、松戸市の常盤平さくら通り。

松戸市 街づくり部みどりと花の課

主任主事水庭 慎吾さん

▲「松戸西窪郵便局」付近

と き わ だ い ら

▲「さくら通り入口」付近の
　「日本の道百選」看板

　「日本の道百選」に選定されている「常盤平さくら通り」は、新京成電鉄
新京成線八柱駅の近くから常盤平駅前を経て五香駅付近まで、新京成線と
並行しています。延長約3.1kmにわたる2車線道路で、周辺は緑豊かな住宅地
になっています。「日本の道百選」選出の理由にもなっている桜花のトンネルは、
八柱駅側の約0.85kmがオオシマザクラ、常盤平駅側の約2.2kmがソメイ
ヨシノで2種類の桜が同時期に開花します。2種類
の苗木の植栽時期は8年程の差があり、八柱駅
側のオオシマザクラは、1969年（昭和44年）頃、
金ケ作第2次区画整備事業により約170本植栽
されました。一方、常盤平駅側のソメイヨシノは、
1961年（昭和36年）頃、常盤平団地建設に伴う
補助幹線道路整備で、日本住宅公団（当時）が
約470本を植栽しました。

　桜花のトンネルが形成される、4月上旬の開花時には「常盤平さくらまつり」
が開催され、毎年約50万人の見物客が訪れます。「常盤平さくら通り」は、
松戸市を代表するさくらスポットで、まつりが行われる２日間は、約2kmが
歩行者天国になり、沿道に露店が並び大勢の家族連れなどで賑わいます。
また、新京成線八柱駅側でも「八柱さくらまつり」が同時開催され、美しい桜と
地元住民によるさまざまなパフォーマンスを随所で見ることができます。
　2021年（令和3年）に開催を予定していた、「常盤平さくらまつり」・「八柱さくら
まつり」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になりました。
　感染症が収束し、「常盤平さくら通り」で“さくらまつり”を開催することが
できた際には、ぜひ皆さまでお越しください。
　

of

　「日本の道百選」は、1986年（昭和61年）～
1987年（昭和62年）に建設省（当時）が「道の日」
（８月１０日）の制定を記念して、選出した道路の
百選です。日本の特色ある優れた道路104本が
選出されています。
　県内では、松戸市の「常盤平さくら通り」の
ほか、館山市の「房総フラワーライン」が選定
されています。

日本の道百選とは？

ご こ うやばしら



▲五香駅近くにある「日本の道百選」の看板（「常盤平さくら通り」終点付近）

▲常盤平駅前

▲八柱駅近くにある「日本の道百選」の看板や「さくら通り入口」の
　交差点名標識がある「常盤平さくら通り」起点付近

▲圧倒的な存在感がある樹齢50年以上の古木
▲若い桜の木が植えられています
（令和２年度は、16本を植樹） ▲番号で管理されている桜の木

▲病気のため切られた桜の木 ▲歴史を感じさせる年輪

新京成線と並行している
「常盤平さくら通り」を、
桜の開花前に散策！

さくら通りを大切にする運動で、樹齢50年以上の古木が守られています。

●問い合わせ／松戸市街づくり部みどりと花の課 松戸市根本387番地の5 新館8階
TEL.047-366-7378

《裏表紙でご紹介》
21世紀の森と広場
《裏表紙でご紹介》
21世紀の森と広場

新京成電鉄新京成線の八柱駅からほど近い
場 平盤常「、が点差交」口入り通らくさ「るあに所
さくら通り」の起点です。さくら通りは、ほとんどが
平坦な道で、五香駅方面に向けて緩やかなカーブ
になっています。住宅地の中を進み、交差する
道路に「はなみずき通り」や「ゆりのき通り」など、
愛称名が付けられています。さくら通りの、ほぼ
中間地点にある常盤平駅前付近では、「新・日本
街路樹百景」に選定されている「常盤平けやき通り」
と交差します。この辺りは「常盤平さくらまつり」
開催時には、歩行者天国になり大勢の見物客で
賑わいます。
春を告げる道路沿いの草花を見ながら五香駅
近くの終点を目指すと、道路脇の電柱に桜の花を
モチーフにデザインしたさくら通りの看板や、
商店街の街路灯がお洒落でとても印象的です。

「常盤平さくら通り」の桜並木は、ほとんどの木が樹齢50年を
超えています。そのため、病気になり伐採を迫られたり、治療が
必要な木も多くなっています。そこで、市は年に一度、樹木医による
樹木診断等をすすめるとともに、樹木個体に番号を付けて生育
状況を管理しています。 盤常「、たま 平さくらまつり」では沿道で
桜の木保護のための募金を募り、集まったお金で幼木を植えたり、
木の保全管理を行っています。

▲「常盤平さくら通り」と常盤平駅前で交差する「新・日本街路樹
　百景」に選定されている「常盤平けやき通り」
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▲道路脇に咲く花々

▲通り沿いの
電柱看板

AQUAVITE
（アクアヴィーテ）

はなみずき通り

やまもも通り

ゆりのき通り



取材協力・写真提供・撮影協力／松戸市役所街づくり部 みどりと花の課、公園緑地課　21世紀の森と広場管理事務所　サマサマワルン　 AQUAVITE　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 

《日本百選 of 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、
　　「日本百選 ofちば」の第30回をご覧ください。

　今回特集した「常盤平さくら通り」は、約3.1kmにおよぶ桜並木が続き、常盤平
2丁目から５丁目付近の約2.2kmには「ソメイヨシノ」が植えられています。
残りの約0.85kmには、別の種類の桜の木が植えられていますが、その桜の名称
はなんでしょうか？  次の3つの中から正解を1つ選んでください。

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

①オオヤマザクラ
②オオシマザクラ
③エドヒガンザクラ

常盤平さくら通り周辺おすすめグルメ情報！常盤平さくら通り周辺おすすめグルメ情報！常盤平さくら通り周辺おすすめグルメ情報！

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。　
　https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/index.html

●問い合わせ／松戸市街づくり部公園緑地課
            21世紀の森と広場管理事務所

松戸市千駄堀 269　TEL.047-345-8900

松戸市常盤平5-21-11 
TEL.047-387-4111

常 盤 平 支 店・
五 香 出 張 所

▲光と風の広場
公園の中で一番大きな
芝生の広場で、広さは
東京ドーム約1.3個分。

▲生命の森・親緑の丘
既存の樹木をそのまま
生かした森です。

▲木もれ陽の森
「木もれ陽の森」内のアウトドアセンターでは、緑に
囲まれた約9,000㎡の敷地内に、バーベキュー場や
野外キャンプ練習場が用意されています。

　「21世紀の森と広場」は、湿地帯や森林など以前から
ここにあった広大な自然を生かして造られた50.5ha、
東京ドーム11個分の総合公園です。
　園内には広々とした芝生広場、千駄堀池にくる野鳥を
観察できる自然観察舎やバーベキューができる森、農村
風景を再現したみどりの里などもあります。園内全域に
は散策路が整備されていて四季折々、自分好みの
コースで散策を楽しむことができます。

▲縄文の森
縄文の森の中には、「竪穴
住居」が3棟あります。

▲千駄堀池
「千駄堀池」は、3つの谷津が集まって出来ている人工の池で、
広さは東京ドーム約1個分もあります。池の中央には水鳥等が
巣作り出来るように島が作られ、さまざまな野鳥が集まります。

千駄堀の自然を守り育てる総合公園

2 1世紀の森と広場21世紀の森と広場

●開園時間／9：00～17：00
　　　　　　※時期により異なります。
●休園日／12月30日～1月1日　●入園料／無料
●駐車場／あり　台数847台（森のホール　139台）
               　　　 （有料、大型バスは要予約）

▲公園シンボルのモニュメント

五香駅から徒歩1分のAQUAVITE（アクアヴィーテ）は、
落ち着いた空間で味わえる、本格イタリアンのお店。

●営業時間／
      17:00～3:00
　　（L.O.2:00）
●定休日／木曜日

●営業時間／
　11:45～ 14:30(L.O.14:15)
　18:00～ 22:00(L.O.21:30)
●定休日／火曜日

松戸市常盤平5-28-1
むさし家ビル2階
TEL.047-387-0064

松戸市常盤平5-17-10
TEL.047-386-8812

AQUAVITE
　（アクアヴィーテ）

・トリッパとランプレドットの煮込み￥1,480（税別)
・ライスコロッケ………………￥200（税別)

アグー豚やアンガス牛、手長エビなどこだわりの食材
を使用したワンランク上のお料理が堪能できます。

ベトナムや東南アジアの料理を
様々な技を駆使してサマサマ風
に仕上げた究極のアジアン料理。

とっても身近にアジアン料理が楽しめるお店！

アジアン食堂
サマサマワルン辛いけどウマイっ！　ガパオごはん　

（鶏肉のタイバジル炒めのせごはん）　
￥1,120（税別）

◉新型コロナウイルス感染症拡大
　により、営業時間等が記載と異
　なる場合があります。

◉新型コロナウイルス感染
　症拡大により、営業時間
　等が記載と異なる場合が
　あります。

おすすめメニュー

おすすめメニュー
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LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。

正解は→②オオシ マ ザ クラ




