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国道40 9号
木更津市から東金市までの
約47kmを紹介！

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409号「市原市西国吉」付近

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

《背景》牡丹の花が華麗に咲いている“茂原牡丹園”

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

《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31回をご覧ください。

① 房 総 縦 断 道 路
② 外 房 黒 潮 ラ イ ン
③ 外 房 波 乗 り 道 路

　国道409号の道路愛称名である「房総横断道路」は、茂原交差点で国道128
号につながり、一宮町の「東浪見交差点」で終点となります。国道128号にはそ
の先にも別の道路愛称名が付けられていますが、その名称は何でしょうか？
次の3つの中から正解を1つ選んでください。

▲ふるさとハウス（別館）
ベーカリー＆カフェ・いちはら木の家ふるさとハウス

　

人気の商品BEST3
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駅長ご推薦！

7月中旬から旬を迎え
る市原産の梨。幸水か
ら始まり、豊水へと年
末まで約24種類もの
梨が次々と道の駅の売
り場に並びます。それ
ぞれの味わいを月ごと
に楽しめます。

市原市の生産農家から仕入
れた新鮮ないちじくを甘くワ
イン煮し、白あんにくるんで
皮に包み焼きあげたまん
じゅう。1個にいちじく1/3個
を投入しているので果肉の
味わいが凝縮！

梨（時価）

「いちじく」は市原市を代表す
る果実。食物繊維が豊富でビ
タミンやミネラルなどが含ま
れています。地元・市原産の
生乳といちじくが融合して誕
生した手作りジェラートの秀
作です。

※価格はすべて税込です。
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　国道409号と国道297号が交わる交差
点を千葉方面へ折れた先にある道の駅。本
館には、約110軒の契約農家の皆さんが育
てた旬の野菜や果物、優良米のほか、寿司
や団子、お餅などが毎日届けられる「農産
物直売所」や、市原市が誇る美味しい名産
品を取り揃えた「物産コーナー」、そして地
元の食材を使用したメニューを提供する
「軽食コーナー」があり、曜日を問わず訪れ
る人々で賑わっています。
　一方、隣接する別館・ふるさとハウスに
は、木の素材を活かしたインテアが優しい「ベーカリー&カ
フェ」があり、パンやサンドイッチなど約40種類が焼きたて・
作りたてで陳列されています。ここで買ったパンは、イートイ
ンコーナーでコーヒーと共にゆっくりと味わい、くつろぎの
時間が過ごせます。また、隣りの「いちはら木の家ふるさとハ
ウス」では、市原産の木材を使った「工作体験教室」などのイ
ベントが休日などを利用して開催されています。

　この道の駅は、市原市農業
センターと隣り合っているた
め、センターを運動がてら散
歩する家族連れが食事や買
い物に立ち寄るスポットとし
て1年を通じて人々に親しま
れています。

●道の駅あずの里いちはら

春・夏・秋・冬の四季の彩りが、特産品や農産物にも感じられる道の駅。
養老渓谷温泉郷へのドライブやサイクリングの休憩に立ち寄りたい、ふれあいの交流拠点。
春・夏・秋・冬の四季の彩りが、特産品や農産物にも感じられる道の駅。
養老渓谷温泉郷へのドライブやサイクリングの休憩に立ち寄りたい、ふれあいの交流拠点。

▲焼きたてパン・サンドイッチ販売　

▲軽食コーナー（休憩所）

▲物産コーナー

※内容や料金などの詳細は、Webサイトをご確認ください。　http://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/sizen-keikan/osanpo/no-center_top/sonohoka_shisetsu.html

隣接の「市原市農業センター」は憩いの散策ポイント！
◆バーベキュー場（有料・要予約）

　BBQ10卓（1卓：
大人4～6人）があり、
鉄板、ヘラ、トング、炭
はさみなどが貸し出
されます。

◆ふれあい広場
　センターの中心部
にある700㎡の広場。
散策に訪れた人々が
トイレや休憩に利用
できる憩いの場とな
っています。

◆植物見本園A
　池の周りに沿って、
花や樹木・水生植物
が植られています。田
園風景を眺めながら
木道を散策できる趣
きある見本園です。
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●所在地／道の駅あずの里いちはら
　　　　　　市原市浅井小向492-1　
　　　　　　☎0436-37-8891
　　　　　　※農産物直売所 ☎0436-37-0221
●営業時間／９：００～１８：００
　 　　　　　※一部営業時間が異なります。
●定休日／①毎月第2火曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　※8月は全日営業
　　　　　②1月1日～1月3日

別館　ふるさとハウス（ベーカリー＆カフェ）
●定休日／毎週火曜日
●営業時間／ 10：００～１7：００

市原市マスコットキャラクター
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市原特産
いちじくまんじゅう
1個 ¥152

市原特産
いちじくまんじゅう
1個 ¥152

市原特産
いちじくまんじゅう
1個 ¥152

里山ジェラート（イチジク味）
          1個 ¥320
里山ジェラート（イチジク味）
          1個 ¥320

▲農産物直売所



▲スタートの館山道「木更津北IC」出口付近

▲笠森第三隧道

▲スタート地点先にある
　「国道409号」と
　「国道410号」が
　重複している意を表す
　道路標識

●

●東京ドイツ村

● 東京ドイツ村

●茂原牡丹園

●museum　as i t  i s（美術館　アズイティイズ）

●ジョブファーム

▲5月上旬から6月上旬楽しめる、200品種5,000本のバラ

▲日本最大級の規模で咲く金魚草

▲ミュージアム外観

▲母屋前に咲く、色とりどりの牡丹の花

▲情緒あるエントランス脇の
　ネームプレートとランプ　 ▲空間を生かしたモダンな展示室

▲展示室一角の“らせん階段”

▲黄色とピンクのコントラストが
　きれいなジギタリスは、5月上旬
　から5月下旬まで楽しめます。

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。　http://asitis.sakatakazumi.com

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。
　http://sun.gmobb.jp/jobfarm/index.html
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museum
as it is

茂原牡丹園

ジョブ
ファームSpecial Spot 国道409号の市原市牛久

の市街地を抜け、牛久小学校
入口交差点を通過すると左右
の視界が開けてきて、水面に

春の景色が映る
「養老川」に架か
る橋を渡ります。す。す
橋の欄干の石の
プレートには「か
えでばし」の名と
手書きの絵が描
かれていました。

　国道409号は、神奈川県川崎市を起点に千葉県成田市へ至る延長106.6kmの一般国道。東京
湾アクアラインは国道409号の自動車専用道路部でもあり、木更津市から茂原市までは「房総横断
道路」の道路愛称名で呼ばれています。また、国道409号は他の路線との重複区間が多くあり、木更
津市では「国道410号」と、茂原市から東金市までは「国道128号」と重複しています。千葉県内を走
る国道409号は78.9kmで、今回のドライブは「その1」として木更津市にある館山道の木更津北IC
から東金市の「台方十字路交差点」までの約47kmを走ります。〔（図-1）のオレンジ色の部分〕。
　スタートした車は、袖ケ浦市の「三高交差点」まで国道410号と重複しながら房総半島
を西から東へと横断するように進みます。「三高交差点」を過ぎると国道409
号の単独区間となり、アップダウンや緩やかなカーブが続くルートを行き、
市原市から長柄町・長南町を抜け茂原市へ。茂原市の「茂原交差点」で、「房
総横断道路」と別れを告げ、北総方面に向けて再び国道128号との重複
区間を走ります。路線は、片側2車線の広い道
路に変わり、大網白里市から東金市へ。やがて、
国道126号と交差する「台方十字路交差点」に
差しかかり、今回のゴール地点に到着です。

国道409号の愛称名「房総横断道路」区間と国道128号との重複区間を走る。国道409号の愛称名「房総横断道路」区間と国道128号との重複区間を走る。

■国道409号の路線全体図 〈図-1〉
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　（国道128号との重複区間）　

▲「かえでばし」の
　名称入プレート

　広大な敷地を誇る東京ドイツ
村は、走り回って遊べる芝生広場
や関東一の規模のパターゴルフ
場や芝そりゲレンデ、キッズコー
スターなど、家族で一日中楽しむ
ことができる人気の一大レジャー
パークです。す。す 5月12日から6月10
日までは、甘い香りが漂うローズ
ガーデンで「バラまつり」が開催
され、つるバラのアーチや約80
品種のドイツのバラコーナーなど
をステージに、200品種5,000株
のバラが咲き誇ります。す。す
　また、5月上旬から中旬にかけ
ては、70,000株の金魚草がフラ
ワーガーデンを彩ります。す。す その数
は日本でも最大級。風に揺れる
赤・ピンク・白・黄の花の姿が金
魚に似ていることから名付けら
れた可憐な花たちが目を楽しま
せてくれます。す。す

　長南町の山中にある土壁の美術館「as it is」。
「as it is＝あるがまま」の意味にふさわしい自然
の中に溶け込んだ趣のある美術館です。す。す 千葉県
出身の建築家・中村好文氏デザインによる建物で
外観は草の混じる土壁や、竹の塀など自然素材を
使用した佇まいがとても魅力的です。す。す 展示品は、
オーナーこだわりの逸品で、アフリカやヨーロッ
パ、東洋などの国々で日常生活に使われていた工
芸品が多く、「既成の美術の価値観で選ばれた技
術的完成度の高い作品よりも、むしろ優しさや、
私達の心を突き動かす美しさがある」をコンセプ
トに、限られた空間に心地よく展示されています。す。す

　農業の後継者不足や高齢化が
進む中、障がいのある方々が地域
に貢献でき、就労の場が与えられるようにと
地域に根ざした農業の就労訓練を行ってい
る「ジョブファーム」。訓練生の皆さん
は、無農薬栽培で米や野菜類
などの農業を実践していま
す。す。す 特に注目されているの
は、地元・大網白里市で誕
生した新種のイチゴ「真紅の
美鈴」の栽培を行っていること。味
が濃く、風味のあるこのイチゴは贈答
用にも最適で、ジョブファームで直売さ
れ、ジャムにも加工されているほか、地
元のスィーツ店からケーキ用に注文を
受けるほど品質はお墨付き。また、収
穫した無農薬栽培の酒米を酒造会社
と提携して製造した自然派特別純米
酒「幸SACHI」も好評です。す。す

　茂原牡丹園では、４月下旬か
ら５月上旬頃までの間、登録文
化財指定の長屋門と母屋を背
景に次々と咲き誇る牡丹が楽し
めます。す。す 凜として美しい牡丹を
鑑賞するには、気温の高い日中
より朝方か夕方の方がお薦め。
また、期間中、宮崎昭夫氏の絵
画（洋画）の展示や、茂原市を拠
点に活動する和太鼓グループの
演奏・茂原の獅子連「黒戸の獅
子舞い」などのイベントも開催
予定。来園時にご確認ください。

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   http://t-doitsumura.co.jp
●休園日／年中無休
●入園料／大人1,200円、中・高校生800円、4歳～小学生600円、
　　　　　シニア（65歳以上）1,000円

●所在地／東 京ドイツ村
袖ケ浦市永吉 419　
TEL.0438-60-5511

●開館日／金・土・日・祝日
●開館時間／10：30～16：00
●入館料／800円

●所在地／museum as it is
長生郡長南町岩撫 41　
TEL.0475-46-2108

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

●開園期間／４月下旬～５月上旬 
●営業時間／8:00～18:00（期間中無休）
●入園料／大人600円、小学生200円

●所在地／茂 原 牡 丹 園
茂原市山崎210　
TEL.0475-22-4224

▲獅子舞
▲和太鼓▲母屋前に咲く「王冠（オウカン）」

寄り道寄り道

寄り道寄り道

▲摘みたての「真紅の美鈴」はジョブファームで購入できます。

▲無農薬栽培された酒米を使った
　特別純米酒「幸SACHI」

●所在地／NPO法人ジョブファーム
大網白里市みどりが丘3-6-26　
TEL.0475-71-3023

寄り道寄り道

▲「深紅の美鈴」のタルト

茂原市マスコット
キャラクター

モバりん

大網白里市
マスコット
キャラクター

マリン

寄り道寄り道

表紙撮影
ポイント
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　広大な敷地を誇る東京ドイツ
村は、走り回って遊べる芝生広場
や関東一の規模のパターゴルフ
場や芝そりゲレンデ、キッズコー
スターなど、家族で一日中楽しむ
ことができる人気の一大レジャー
パークです。す。す 5月12日から6月10
日までは、甘い香りが漂うローズ
ガーデンで「バラまつり」が開催
され、つるバラのアーチや約80
品種のドイツのバラコーナーなど
をステージに、200品種5,000株
のバラが咲き誇ります。す。す
　また、5月上旬から中旬にかけ
ては、35,000株の金魚草がフラ
ワーガーデンを彩ります。す。す その数
は日本でも最大級。風に揺れる
赤・ピンク・白・黄の花の姿が金
魚に似ていることから名付けら
れた可憐な花たちが目を楽しま
せてくれます。す。す

　長南町の山中にある土壁の美術館「as it is」。
「as it is＝あるがまま」の意味にふさわしい自然
の中に溶け込んだ趣のある美術館です。す。す 千葉県
出身の建築家・中村好文氏デザインによる建物で
外観は草の混じる土壁や、竹の塀など自然素材を
使用した佇まいがとても魅力的です。す。す 展示品は、
オーナーこだわりの逸品で、アフリカやヨーロッ
パ、東洋などの国々で日常生活に使われていた工
芸品が多く、「既成の美術の価値観で選ばれた技
術的完成度の高い作品よりも、むしろ優しさや、
私達の心を突き動かす美しさがある」をコンセプ
トに、限られた空間に心地よく展示されています。す。す

　農業の後継者不足や高齢化が
進む中、障がいのある方々が地域
に貢献でき、就労の場が与えられるようにと
地域に根ざした農業の就労訓練を行ってい
る「ジョブファーム」。訓練生の皆さん
は、無農薬栽培で米や野菜類
などの農業を実践していま
す。す。す 特に注目されているの
は、地元・大網白里市で誕
生した新種のイチゴ「真紅の
美鈴」の栽培を行っていること。味
が濃く、風味のあるこのイチゴは贈答
用にも最適で、ジョブファームで直売さ
れ、ジャムにも加工されているほか、地
元のスイーツ店からケーキ用に注文を
受けるほど品質はお墨付き。また、収
穫した無農薬栽培の酒米を酒造会社
と提携して製造した自然派特別純米
酒「幸SACHI」も好評です。す。す

　茂原牡丹園では、４月下旬か
ら５月上旬頃までの間、登録文
化財指定の長屋門と母屋を背
景に次々と咲き誇る牡丹が楽し
めます。す。す 凜として美しい牡丹を
鑑賞するには、気温の高い日中
より朝方か夕方の方がお薦め。
また、期間中、宮崎昭夫氏の絵
画（洋画）の展示や、茂原市を拠
点に活動する和太鼓グループの
演奏・茂原の獅子連「黒戸の獅
子舞い」などのイベントも開催
予定。来園時にご確認ください。

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   http://t-doitsumura.co.jp
●休園日／年中無休　●入園料／大人800円、4歳～小学生400円
　　　　

●所在地／東 京ドイツ村
袖ケ浦市永吉 419　
TEL.0438-60-5511

●開館日／金・土・日・祝日
●開館時間／10：30～16：00
●入館料／800円

●所在地／museum as it is
長生郡長南町岩撫 41　
TEL.0475-46-2108

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

●開園期間／４月下旬～５月上旬 
●営業時間／8:00～18:00（期間中無休）
●入園料／大人600円、小学生200円

●所在地／茂 原 牡 丹 園
茂原市山崎210　
TEL.0475-22-4224

▲獅子舞
▲和太鼓▲母屋前に咲く「王冠（オウカン）」

寄り道寄り道

寄り道寄り道

▲摘みたての「真紅の美鈴」はジョブファームで購入できます。

▲無農薬栽培された酒米を使った
　特別純米酒「幸SACHI」

●所在地／NPO法人ジョブファーム
大網白里市みどりが丘3-6-26　
TEL.0475-71-3023

寄り道寄り道

▲「真紅の美鈴」のタルト

茂原市マスコット
キャラクター

モバりん

大網白里市
マスコット
キャラクター

マリン

寄り道寄り道

http://t-doitsumura.co.jp/
http://asitis.sakatakazumi.com
http://www.mahimahi.co.jp/botanen/
http://sun.gmobb.jp/jobfarm/


ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

2018.4（次回発行／2018年5月21日）取材協力・写真提供・撮影協力／東京ドイツ村　museum as it is 　茂原牡丹園　NPO法人ジョブファーム　道の駅あずの里いちはら　

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

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

《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31回をご覧ください。

① 房 総 縦 断 道 路
② 外 房 黒 潮 ラ イ ン
③ 外 房 波 乗 り 道 路

　国道409号の道路愛称名である「房総横断道路」は、茂原交差点で国道128
号につながり、一宮町の「東浪見交差点」で終点となります。国道128号にはそ
の先にも別の道路愛称名が付けられていますが、その名称は何でしょうか？
次の3つの中から正解を1つ選んでください。

▲ふるさとハウス（別館）
ベーカリー＆カフェ・いちはら木の家ふるさとハウス

　

人気の商品BEST3

2

駅長ご推薦！

7月中旬から旬を迎え
る市原産の梨。幸水か
ら始まり、豊水へと年
末まで約24種類もの
梨が次々と道の駅の売
り場に並びます。それ
ぞれの味わいを月ごと
に楽しめます。

市原市の生産農家から仕入
れた新鮮ないちじくを甘くワ
イン煮し、白あんにくるんで
皮に包み焼きあげたまん
じゅう。1個にいちじく1/3個
を投入しているので果肉の
味わいが凝縮！

梨（時価）

「いちじく」は市原市を代表す
る果実。食物繊維が豊富でビ
タミンやミネラルなどが含ま
れています。地元・市原産の
生乳といちじくが融合して誕
生した手作りジェラートの秀
作です。

※価格はすべて税込です。

1
　国道409号と国道297号が交わる交差
点を千葉方面へ折れた先にある道の駅。本
館には、約110軒の契約農家の皆さんが育
てた旬の野菜や果物、優良米のほか、寿司
や団子、お餅などが毎日届けられる「農産
物直売所」や、市原市が誇る美味しい名産
品を取り揃えた「物産コーナー」、そして地
元の食材を使用したメニューを提供する
「軽食コーナー」があり、曜日を問わず訪れ
る人々で賑わっています。
　一方、隣接する別館・ふるさとハウスに
は、木の素材を活かしたインテリアが優しい「ベーカリー&カ
フェ」があり、パンやサンドイッチなど約40種類が焼きたて・
作りたてで陳列されています。ここで買ったパンは、イートイ
ンコーナーでコーヒーと共にゆっくりと味わい、くつろぎの
時間が過ごせます。また、隣りの「いちはら木の家ふるさとハ
ウス」では、市原産の木材を使った「工作体験教室」などのイ
ベントが休日などを利用して開催されています。

　この道の駅は、市原市農業
センターと隣り合っているた
め、センターを運動がてら散
歩する家族連れが食事や買
い物に立ち寄るスポットとし
て1年を通じて人々に親しま
れています。

●道の駅あずの里いちはら

春・夏・秋・冬の四季の彩りが、特産品や農産物にも感じられる道の駅。
養老渓谷温泉郷へのドライブやサイクリングの休憩に立ち寄りたい、ふれあいの交流拠点。
春・夏・秋・冬の四季の彩りが、特産品や農産物にも感じられる道の駅。
養老渓谷温泉郷へのドライブやサイクリングの休憩に立ち寄りたい、ふれあいの交流拠点。

▲焼きたてパン・サンドイッチ販売　

▲軽食コーナー（休憩所）

▲物産コーナー

※内容や料金などの詳細は、Webサイトをご確認ください。　http://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/sizen-keikan/osanpo/no-center_top/sonohoka_shisetsu.html

隣接の「市原市農業センター」は憩いの散策ポイント！
◆バーベキュー場（有料・要予約）

　BBQ10卓（1卓：
大人4～6人）があり、
鉄板、ヘラ、トング、炭
はさみなどが貸し出
されます。

◆ふれあい広場
　センターの中心部
にある700㎡の広場。
散策に訪れた人々が
トイレや休憩に利用
できる憩いの場とな
っています。

◆植物見本園
　池の周りに沿って、
花や樹木・水生植物
が植られています。田
園風景を眺めながら
木道を散策できる趣
きある見本園です。

3

●所在地／道の駅あずの里いちはら
　　　　　　市原市浅井小向492-1　
　　　　　　☎0436-37-8891
　　　　　　※農産物直売所 ☎0436-37-0221
●営業時間／９：００～１８：００
　 　　　　　※一部営業時間が異なります。
●定休日／①毎月第2火曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　※8月は全日営業
　　　　　②1月1日～1月3日

別館　ふるさとハウス（ベーカリー＆カフェ）
●定休日／毎週火曜日
●営業時間／ 10：００～１7：００

市原市マスコットキャラクター

オッサくん

市原特産
いちじくまんじゅう
1個 ¥152

市原特産
いちじくまんじゅう
1個 ¥152

市原特産
いちじくまんじゅう
1個 ¥152

里山ジェラート（イチジク味）
          1個 ¥320
里山ジェラート（イチジク味）
          1個 ¥320

▲農産物直売所

正解は→② 外 房 黒 潮 ラ イ ン


