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

◆今回の日本百選
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日本百選
印西市結 縁 寺

け つ え ん じ

にほんの里100選にほんの里100選



NPO法人ラーバン千葉ネットワーク
副理事長 丹 澤 正 直 　さん

にほんの里100選とは？
　朝日新聞社が2008年（平成20年）に
「朝日新聞創刊130周年」と「森林文化協会
創立30周年」の記念事業として選出した
百選。候補地2,000以上を、「景観」、「生物
多様性」、「人の営み」を基準に現地調査し、

その中から山田洋次監督を委員長とする
選定委員会らが100箇所を選出しました。
　県内では、印西市の「結縁寺」のほか、
南房総市の「平久里下（へぐりしも）」が選定
されています。

　「にほんの里100選」に選定されている印西市の結縁寺は、千葉ニュータウンのすぐ近くに
ある76haの谷津地域です。田や畦、斜面林のほか、ため池などの水辺環境が整った
昔ながらの田園風景が広がっています。
　結縁寺には、地域名の由来になっている、奈良時代初期「行基※」によって創建された古刹
（古寺）「結縁寺」があり、秋彼岸の頃、参道や境内付近に咲き誇る彼岸花が自慢の風景で印西市
の「新・印西八景」のひとつに選ばれています。漢字は同じですが、里山は「けつえんじ」、古寺は
「けちえんじ」と読みます。周辺は、睡蓮やハスの花、コスモスなどそれぞれの季節ごとに里山
の花々を楽しむことができ、訪れる人も年々増えています。また、結縁寺の前にある弁財天を
祀った「弁天池」は、かつては地域の谷津田を潤す大切な農業用水（ため池）として利用されて
いたもので、その時代の名残を今に伝えています。
　平安時代の承平年間（931年～938年）に
編纂されたわが国初の漢和辞典「和名類聚抄」に、
下総国印旛郡11郷の一つとして「船穂郷（現船尾）」

の名を見ることができます。結縁寺地区が、この「船穂郷」に属していたことは言う
までもありません。1,000年以上前から、何代にもわたって続く40戸程の地元農家
もほとんど変わることなく、古くからの道筋や地形がそのまま受け継がれた、
懐かしい日本の原風景がここにあります。緑あふれる里山の魅力をまるごと堪能
できる結縁寺に、ぜひ一度お越しください。　 ▲谷津田を流れる清らかな小川
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▲一足早く秋の到来を告げるコスモスの花

※行基（ぎょうき）：東大寺の大仏建立に尽力し、民衆の間に仏教を広めた日本の仏教僧。
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印西市の結縁寺は「にほんの里100選」に選定されています。



地名の由来にもつながる古寺
「結縁寺」が里山の中核。

てんぎょうねんかん

けちえんかんじょう

じんきねんかん

※結縁潅頂（けちえんかんじょう）：一般の人に仏縁を結ばせる儀式のこと。

け ち え ん じ

歴史ロマンにあふれ、心を癒される里山が広がる結縁寺！

●問い合わせ／印西市環境経済部商工観光課
印西市大森2364-2　TEL.0476-33-4477

印 西 市

464464

京成成田空港線

▲結縁寺山門前の彼岸花
結縁寺駐車場結縁寺駐車場

松崎台公園
頼政塚

▲結縁寺山門前の蓮池

▲結縁寺本堂と境内

総武カントリークラブ

結縁寺結縁寺
結 縁 寺

印西
牧の原駅
印西
牧の原駅

　「結縁寺」は、奈良時代の神亀年間（724年～729年）創建と伝わる
古寺で、平安時代の天慶年間（938年～946年）のころ、真言僧がこの寺に
住み、結縁潅頂※を行ったのが「結縁寺」の由来とされています。そのこ
ろから、結縁寺は庶民の間に信仰の基礎を固めて繁栄していき、広大な
寺域には本堂のほか6坊を有する里山の中核となる大寺となりました。
やがて、戦国時代の兵火により焼失しましたが、かろうじて本尊の阿弥
陀三尊と銅造不動明王立像が厄災をまぬがれたと伝わっています。
　時代は移り変わり、2005年（平成17年）に新築された現在の本堂には、
1914年（大正3年)に、国の重要文化財に指定された銅造不動明王立像
が安置されています。地元の人たちから「お不動様」と親しまれ、毎年
9月28日にはご開帳が行われ、護摩壇での祈祷と不動明王立像が一般
公開されるので、1年のうちで最も多くの人が結縁寺を訪れます。

▲国の重要文化財「銅造不動明王立像」

▲池の真ん中に弁財天が祀られている結
　縁寺前にある「弁天池」。かつては、農業
　用水として使用されていたため池です。

像高47cmの小像ですが、国指定の銅造
不動明王像は全国に３体しかない、とても
貴重なものといわれています。

▲頼政塚

　秋の結縁寺山門前を彩る「彼岸花の風景」はお馴染みですが、参道
入口に2基ある六角石塔は、江戸時代に流行した六地蔵の一つの
形態でとても珍しいものです。少し足を延ばすと、熊野神社や頼政塚
などがあり歴史ロマンにあふれています。
　また、このエリアの散策道には
「ラーバン千葉ネットーワーク」が
設置した道標が各所にあり、初め
て訪れた人たちを目的地に優し
くナビゲーションしています。

源義朝を倒した平清盛は、太政大臣になりましたが、以仁王（もちひとおう）の「平家
打倒」の令旨を受けた源頼政は、1180年（治承4年）に宇治で挙兵しましたが、戦いに
敗れ宇治平等院で自害します。その頼政の首を埋めたと伝わるのが「頼政塚」です。

▲六角石塔（左） ▲六角石塔（右） ▲熊野神社鳥居

▲散策路の道標

郷　ーKyuoー
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千葉県立
北総花の丘公園
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千葉県立
北総花の丘公園

※結縁寺周辺は道幅が狭いため路上駐車を避けて、結縁寺駐車場をご利用ください。（地図参照）

結縁寺駐車場結縁寺駐車場
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ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。

印西市原1-1-4
TEL.0476-47-6111

印西牧の原支店

結縁寺周辺おすすめグルメ情報！結縁寺周辺おすすめグルメ情報！結縁寺周辺おすすめグルメ情報！

▲自然生態園
　（利用時間／９：００～１６：００）

▲バラ園

▲ドッグラン

▲バーベキュー場

新型コロナウイルス感染症のため、
利用中止になっている場合があり
ます。公園HPをご確認ください。

▲花と緑の文化館

●問い合わせ／県立北総花の丘公園
印西市原山1-12-1　
TEL.0476-47-4030

※くわしくはWebサイトをご覧ください。
　 https://www.seibu-la.co.jp/hokusou/

地域最大の都市公園

県立北総花の丘公園県立北総花の丘公園

ローストビーフ丼
￥1,000 （税込)

●開園時間／花と緑の文化館 9：00 ～17：00
●休園日／年中無休
●料　金／無料
●駐車場／あり （B）ゾーン250台、（E）ゾーン155台
　　　　　準中型車・普通車 300円（4時間以内)
                ※4時間超 600円、8時間超 1時間ごと100円増
　　　　　中型車・大型車 2,400円（1回）
　　　　　営業時間 8：30 ～17：30

▲道なりに咲くコスモス「センセーション」。（9月下旬～10月中旬が見頃）

　「アトリウムのある水辺と緑に囲まれた空間」をキャッチフレーズに
した千葉ニュータウン地区最大の都市公園です。公園は道路を隔て
て、調整池を活かし野鳥観察ができる「水の景ゾーン」（A・C）、イベン
トや展示が行われる花と緑の文化館がある「都市の景ゾーン」（B）、四
季折々に変わる花や緑を愛でながら散策できる「道の景ゾーン」（D）、
ドッグラン（登録制）やバーベキュー場（要予約）がある「緑の景ゾーン」
（E）の5つの区画に分かれています。マンスリーコンサートやさまざま

な展示会、季節ごとに行われ
る「緑の教室」（要予約）では、
寄せ植えや草花の育て方が学
べたり、親子で物作りが楽し
めます。親子や家族連れで1日
遊べる豊かな空間が人気の自
然公園です。

印旛日本医大駅から徒歩5分の人気寿司店。
天然の本マグロ、インドマグロ（南マグロ）が自慢！！

2021年7月オープンの
焼肉ステーキ店
STEAK & GRILL 郷

Steak＆Gril -kyou-

-kyou-

●営業時間／
   昼 11:45～14:00
　夜 17:45～22:00
●定休日／月曜日

●営業時間／ 11:30～22:00
●定休日／水曜日

印西市舞姫1-3-7

印西市草深938-9

TEL.0476-98-0888

TEL.0476-33-3880

扇　寿　司

郷

・松ちらし（二段）￥4,180（税込)

・和牛ランチステーキ(100g)&
和牛ハンバーグ(100g)セット
  ￥2,420（税込)

おすすめランチ

おすすめランチ

※季節・仕入れの都合により内容が変わることがあります。

★ライスorパン、サラダ、スープ付
　（ライス•スープおかわり自由）

ドラッグストアのマツモトキヨシ
などがある商業施設「ポルト
いには野」の中にあります。

ランチタイムサービスには、
お椀、デザートが付きます。

　2018年10月より毎月発行してきた冊子「日本百選ofちば」は、
2021年9月の本号をもちまして、全36回の最終号を迎えることと
なりました。第1回から3年間、毎月お読みいただいた多くの方々に
お礼を申し上げるとともに、本冊子の制作にあたり、情報のご提供や
取材、撮影などにご協力くださいました各関係機関や施設、関係者の
皆さまに感謝を申し上げます。ありがとうございました。

　10月からは、新企画「ちばで見る電車＆飛行機」がスタートします。 
千葉県の鉄道路線を走る電車や気動車にスポットを当てるとともに、
成田空港や空港周辺の公園などから見ることができる、飛行機の魅力を
併せてご案内いたします。どうぞご期待ください！

　　　　　　　　　　　京葉銀行広報グループ・制作スタッフ一同

「日本百選ofちば」は、
今回が最終号となりました。
「日本百選ofちば」は、
今回が最終号となりました。

◉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。

黒を基調にしたオシャレな空間で、
美味しい肉料理を食べたいときに
ぴったりのお店。石垣牛をメインに
使用したリーズナブルなメニューが
盛りだくさんです。


