
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

今回の道

国道16号、袖ケ浦市北袖付近

《背景》千葉港養老川河口より丸善石油化学工業南地区を臨む（工場夜景）《背景》千葉港養老川河口より丸善石油化学工業南地区を臨む（工場夜景）
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「道で発見！ちば」を
配信しています。

公式アカウント

2018.2（次回発行／2018年3月20日）取材協力・写真提供・撮影協力／エム・エム・プラスチック株式会社　新日鐵住金株式会社君津製鐵所　木更津市都市整備部市街地整備課　
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社塚原緑地研究所　千葉ポートサービス株式会社　オリジナルメーカー海づり公園　

《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29回をご覧ください。

① 国 道 4 0 9 号
② 国 道 4 1 0 号
③ 国 道 4 1 1 号

　千葉市をスタートした国道16号は、千葉市から富津市の間で4つの国道と接続します。
市原市で国道297号、富津市で465号でそれぞれ接続し、木更津市では、2本の国道と接
続します。木更津市「桜井交差点」で接続する国道127号と、もう一つの「16号長須賀」交
差点で接続する国道名は何でしょうか？　次の3つの中から正解を1つ選んでください。

国道16号
千葉市から富津市までの
約42.7 kmを紹介！
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市原市五井南海岸1-12　TEL.0436-21-0419
●問い合わせ／オリジナルメーカー海づり公園（市原市海づり施設）

●問い合わせ／千葉ポートサービス株式会社

　市原市の養老川・河口
近くに整備された桟橋ス
タイルの釣り公園「オリジ
ナルメーカー海づり公園」。
フェンスが設けられた桟
橋を沖に向かって約120
メートルほど行くと、そこ
には岸と平行に300メー
トルの釣り桟橋が設置さ
れています。釣り道具の販
売やレンタル、食堂、トイ
レもあり、釣り場には監視
員も常駐しているので初
心者でも安心。子供たち
の体験学習にも最適な施
設です。

　いま話題の工場夜景を海
から眺めるクルーズに出か
けてみませんか。集合場所
は、千葉みなとの新桟橋・お
しゃれな「ケーズハーバー」。
100名まで乗船できる観光
船「あるめりあ号」に乗り、海
を行く船内のシートやデッキ
席で夜景を満喫できます。レ
ストランが提供するアツアツ
のクラムチャウダーが身も
心も温めてくれます。

　養老川臨海公園の東側に遊歩道があり、ここが工
場夜景スポットです。養老川河口対岸には五井火力
発電所や石油化学工場、振り返れば丸善石油化学工
業南地区の工場夜景を撮影することができます。

▲あるめりあ号

●営業時間
　 4月～ 6月　6：00～19：00
　 7月～ 8月　6：00～21：00
　 9月～10月　6：00～19：00
　11月～ 3月　7：00～17：00

◆設定日・実施時間
　2/24（土）～26（月）17:10出航
　3/10（土）17:50出航
　3/24（土）18:00出航

●所要時間／ 1時間10分
●持参するもの／防寒着などご用意ください。
●申込締切／前日の17時まで
●料金／大人1名3,000円・中学生以下2,000円
　※未就学児については大人1名まで無料ですが2人目からは
　　1人増える毎に1,000円かかります（グルメセットはつきません）
●集合場所／ケーズハーバー内1Fチケットカウンター
●駐車場／あり（有料普通車147台）

●休園日
　毎週月曜日
　※祝日の場合は、その直後の
　　祝日以外の日
　12月31日～1月3日

▲釣果もバッチリ！

「日本十大工場夜景」に名を連ねる、
千葉のきらめく工場群の夜景を堪能する！

◎毎日11:30～、13:30～の2便　
　「港めぐりコース」を運航しています。

オリジナルメーカー海づり公園オリジナルメーカー海づり公園オリジナルメーカー海づり公園
（市原市海づり施設）

市原市マスコットキャラクター

オッサくん

※料金・その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。　
 　http://www.ichihara-umizuri.jp/info.php

千葉市中央区中央港1-20-1 
ケーズハーバー1階
TEL.043-205-4333

工場夜景クルーズ！工場夜景クルーズ！工場夜景クルーズ！
2月23日は「工場夜景の日」

◆申し込み／予約先電話番号　043-205-4333
受付時間／10：00～18：00　定休日／無休

http://www.chiba-port.com/chiba_port1.html
※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。

2月は工場夜景に加え
ダイヤモンド富士を
船上から観るチャンス！

養老川臨海公園内にある桟橋スタイルの海づり施設！
良い足場と安全なフェンスがあるので、子供連れでも釣りが楽しめます。

●海づり施設からのダイヤモンド富士撮影
　会も開催しております。

今年は、２月２７、２８、
３月１日を予定いた
しております。

海づり施設の近くには工場夜景
撮影ポイントもあります！
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▲「東京湾アクアライン連絡道」と交差する「国道16号」

　右の車窓から道路中央に設けられ
た広いグリーンベルトの植栽越しに、
ダイナミックに煙をたなびかせる3本
の煙突が見えました。姉崎海岸にあ
る東京電力・姉崎火力発電所です。夕
陽に浮かび上がる巨大煙突の姿もま
た、迫力のある眺めです。

千葉東
JCT

松ヶ丘
IC

蘇我
IC

東京湾
アクアライン■国道16号の路線全体図 〈図-1〉
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起点・終点

神奈川県

神奈川県横浜市

東京都

埼玉県

神奈川県横浜市西区を起・終点に、首都圏を環状に結ぶ国道16号。
今回は、千葉市から富津市にある「富津交差点」までを走ります。
　一般国道16号は、起点と終点が神奈川
県横浜市西区桜木町にあり、都心から約
30～40kmを周回するように巡る全長約
330kmの環状道路です。路線は、千葉県、
神奈川県、東京都、埼玉県の4都県を結
び、沿線には、千葉市、柏市、木更津市、横
浜市、相模原市、八王子市、川越市、さいた
ま市、春日部市など、平成11年に制定され
た第5次首都圏基本計画で重要とされる
「業務核都市※」に指定された都市が連
なっています。1962年（昭和37年）に、一
級国道16号（横浜～横須賀間）と二級国
道129号（横浜～千葉間）、そして二級国
道127号（千葉～木更津間）が合併編成
され、1つの新しい一級国道16号となり、
横須賀から東京都西部、埼玉県南部を巡
り、房総半島の富津へと至る路線がほぼ
完成しました。1964年（昭和39年）に道路
法が改正となり、一級国道と二級国道とい
う区別がなくなったため、一般国道16号と
呼ばれるようになりました。

※業務核都市：東京圏における大都市
　問題の解決を図るため、都区部以外の
　地域で相当程度広範囲の地域の中核
　となり、業務機能などの適正配置の受
　け皿となる都市のこと。

　国道16号の千葉県走行部分
約110km（富津市～野田市）を、
国道と国道が分岐したり、交差
したりする重要なポイントを基
準に3分割して紹介しています
が、今回は「その2 」として千葉
市中央区の「村田交差点」から
富津市の「富津交差点」まで
の約42.7kmのドライブ
です〔（図-1）内のオレン
ジ色の部分〕。

　国道357号の起点でもある「村田町交差点」をスタートし、東京湾沿い
の京葉臨海工業地帯と並行して富津市方面に向かいます。道路は、
JR内房線の「長浦駅」を過ぎたあたりから大きく左にカーブし、高
架でJR内房線を渡り「東京湾アクアライン連絡道」と交差して袖
ケ浦市から木更津市へ。スタートから続いていた片側2車線
の道路は、君津市の「大和田交差点」を右折すると片側
1車線となって富津市街地を抜けます。
やがて国道465号と交差すると、ほど
なくゴールの「富津交差点」に
到着です。

《裏表紙でご紹介》

《裏表紙でご紹介》

▲ゴールの「富津交差点」

▲富津市内を走る「国道16号」

▲片側2車線の京葉臨海工業地帯を走る「国道16号」（袖ケ浦市北袖付近）
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▲プラスチックの原材料
▲高効率プラスチック材質選別機
　「マルチソーター」

▲見学風景（手選別コンベア）

▲パレット製造工程

▲
山積み
されたパレット
の完成品

●エム・エム・プラスチック

●所在地／エム・エム・プラスチック株式会社
富津市新富66-1　TEL.0439-80-4877（予約・総務課）

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

　関東最大規模のプラスチックのリ
サイクル工場で、環境に優しいリサ
イクルの最先端技術が見学できま
す。お菓子のパッケージや食品トレ
イなど、首都圏の家庭から回収され
たプラスチック廃棄物をどのように
処理して再びプラスチック素材にし
たり、物流用パレットなどの新しい製
品として再生させるのか、その工程
をリアルに体験できるのが魅力。限
られた資源を有効活用する大切さを
改めて意識する機会にもなります。
見学は1名から30名までで受け付
けています。　（無料・要予約）

寄り道寄り道国道16号のドライブで「工場見学」に立ち寄ってみよう！

▲工場の天井に届きそうな
　解砕（かいさい）機

▲巨大な製鉄設備に、きっと親子で興奮！ ▲展示ホール

▲厚板圧延機で真っ赤な鉄がのばされていきます

●新日鐵住金　君津製鐵所

●所在地／新日鐵住金君津製鐵所広報センター 木更津市築地1-1　TEL.0439-50-2571（予約）

※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。　
 　http://www.nssmc.com/works/kimitsu/about/visit.html

ダイナミックな鉄の工場に圧倒
　東京ドーム約220個分の広大な
敷地で鉄鋼製品が作られる様子を
見学します。製鉄設備の紹介や鉄鋼
製品の知識をビデオで学び、バスで
製造工場へ。真っ赤な鉄がのばされ
る様子は大迫力！廃プラスチックの
リサイクル現場なども見学できます。

●見学日／月曜日・火曜日の営業日
　　　　　（祝日を除く）
●見学時間／
　午前の部　 9：30～ 11：30
　午後の部　13：30～ 15：30
　※見学希望日3カ月前から予約受
　　付開始、1カ月前で締め切り
●料金／無料
●見学時間／
　標準コース　約120分
●予約受付時間／
　8：30～17：00

富津市おもてなしキャラクター

ふっつんふっつん

木更津市マスコットキャラクター

きさポン

●太田山公園

※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。　http://www.city.kisarazu.lg.jp/13,1023,35,240.html

「富士山絶景と工場夜景」が楽しめる有名スポットも要チェック！
●袖ケ浦海浜公園
　袖ケ浦市の東京湾を見渡す位置にあ
る親水公園で、8haの園内には海沿いを
散歩できるプロムナードやアスレチック
広場、芝生公園などがあるリゾートムード
漂う海浜公園。こけしを思わせる高さ
25mの展望台からは、空気が澄んでい
れば東京湾に架かるアクアラインの先、
流れる雲の間から美しい富士山の姿が
眺められます。また、展望台の北方向に
は、緩やかな曲線を描いて続く海岸線沿
いに、千葉みなと
周辺まで工場地
帯が続き、夜には
照明に浮かび上
がる施設群に、水
蒸気や煙が吹き
上がる数々の煙
突の景観がとても
ドラマチックです。

千葉県袖ケ浦海浜公園指定管理者

●問い合わせ／株式会社塚原緑地研究所
千葉市美浜区真砂3-3-7  TEL.043-279-8005

※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。
　http://www.sodegaura-kaihinkoen.com

●駐車場／無料　普通車230台
●所在地／袖ケ浦市南袖36-1

▲公園内の展望塔

▲東京湾アクアラインと富士山

▲展望塔から見える工場夜景

▲富士山が見える夜景（日本の夜景100選に認定）

▲きみさらずタワーから
　見える工場夕景

寄り道寄り道

●問い合わせ／木更津市都市整備部市街地整備課
●所在地／木更津市太田2-16

TEL.0438-23-8467

木更津市マスコット
キャラクター

きさポン

　木更津市の市街地を見下ろす高台に
ある「太田山公園」は、桜やつつじの名所
であり、市街地はもとより、東京湾の向こ
うに都心や横浜などの景観を一望できる
高さ28mの「きみさらずタワー」と呼ばれ
る展望塔がランドマークです。太陽が沈
みかける時刻ともなれば、東京湾越しに
オレンジ色の空に
富士山のシルエット
が神々しく浮かび上
がります。また、反対
側に目を向ければ、
煙突が林立する工
場地帯の夜景も非
日常感をかき立て、
ライトアップされる
夜間の公園もまた
趣きがあります。 ▲きみさらずタワー

http://www.mmplastic.co.jp/
http://www.nssmc.com/works/kimitsu/about/visit.html
http://www.city.kisarazu.lg.jp/13,1023,35,240.html
http://sodegaura-kaihinkoen.com/
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　いま話題の工場夜景を海
から眺めるクルーズに出か
けてみませんか。集合場所
は、千葉みなとの新桟橋・お
しゃれな「ケーズハーバー」。
100名まで乗船できる観光
船「あるめりあ号」に乗り、海
を行く船内のシートやデッキ
席で夜景を満喫できます。レ
ストランが提供するアツアツ
のクラムチャウダーが身も
心も温めてくれます。

　養老川臨海公園の東側に遊歩道があり、ここが工
場夜景スポットです。養老川河口対岸には五井火力
発電所や石油化学工場、振り返れば丸善石油化学工
業南地区の工場夜景を撮影することができます。

▲あるめりあ号

●営業時間
　 4月～ 6月　6：00～19：00
　 7月～ 8月　6：00～21：00
　 9月～10月　6：00～19：00
　11月～ 3月　7：00～17：00

◆設定日・実施時間
　2/24（土）～26（月）17:10出航
　3/10（土）17:50出航
　3/24（土）18:00出航

●所要時間／ 1時間10分
●持参するもの／防寒着などご用意ください。
●申込締切／当日の16時まで
●料金／大人1名3,000円・中学生以下2,000円
　※未就学児については大人1名まで無料ですが2人目からは
　　1人増える毎に1,000円かかります（グルメセットはつきません）
●集合場所／ケーズハーバー内1Fチケットカウンター
●駐車場／あり（有料普通車147台）

●休園日
　毎週月曜日
　※祝日の場合は、その直後の
　　祝日以外の日
　12月31日～1月3日

▲釣果もバッチリ！

「日本十大工場夜景」に名を連ねる、
千葉のきらめく工場群の夜景を堪能する！

◎毎日11:30～、13:30～の2便　
　「港めぐりコース」を運航しています。

オリジナルメーカー海づり公園オリジナルメーカー海づり公園オリジナルメーカー海づり公園
（市原市海づり施設）

市原市マスコットキャラクター

オッサくん

※料金・その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。　
 　http://www.ichihara-umizuri.jp/info.php

千葉市中央区中央港1-20-1 
ケーズハーバー1階
TEL.043-205-4333

工場夜景クルーズ！工場夜景クルーズ！工場夜景クルーズ！
2月23日は「工場夜景の日」

◆申し込み／予約先電話番号　043-205-4333
受付時間／10：00～18：00　定休日／無休

※15名様以上で出航

http://www.chiba-port.com/chiba_port1.html
※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。

2月は工場夜景に加え
ダイヤモンド富士を
船上から観るチャンス！

養老川臨海公園内にある桟橋スタイルの海づり施設！
足場がよく、安全なフェンスがあるので、子供連れでも釣りが楽しめます。

●海づり施設からのダイヤモンド富士撮影
　会も開催しております。

今年は、２月２７、２８、
３月１日を予定いた
しております。

海づり施設の近くには工場夜景
撮影ポイントもあります！

海づり公園海づり公園

P
駐車場

市原市
海づり施設
市原市
海づり施設

《周辺地図》

養老川
臨海公園

養老川
　河口

工場夜景撮影ポイント工場夜景撮影ポイント

千葉みなと駅モノレール京葉銀行千葉みなと本部

至千葉ポートパーク

千葉県立美術館

さん橋《周辺地図》

千葉みなと駅
JR京葉線

〒千葉中央
郵便局

千葉中央
警察署

ケーズハーバーケーズハーバー

正解は→国 道 4 1 0 号

http://www.chiba-port.com/chiba_port1.html
http://www.ichihara-umizuri.jp/info.php

