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千葉県庭園
https://oniwa.garden/japanese-garden-map/

この資料は、公開用としてではなく、自己使用用として、「おにわさん」を基に作成しまし

た。ご参考用として順次改訂して参る所存です。

県コード 25

10 ベイエリア 11 市川 12 船橋 13 習志野 14 八千代 15 四街道 16 千葉 17 浦安

20 東葛飾エリア 21 松戸 22 鎌ケ谷 23 流山 24 柏 25 我孫子 26 野田

30 北総エリア 31 白井・印西 32 佐倉・佐々井 33 成田・栄・神崎

34 八街・富里・芝山 35 香取・神崎・多古 36 銚子・東庄

40 かずさ・臨海 41 市原・袖ケ浦 43 木更津・君津・富津

50 南房総エリア 51 南房総 52 館山 53 鴨川・勝浦・大多喜・御宿・いすみ

60 九十九里 61 上総一ノ宮 62 茂原他 65 成東他

10 ベイエリア

11 市川 12 船橋 13 習志野 14 八千代 15 四街道 16 千葉

市川市 11

https://www.city.ichikawa.lg.jp/cul01/1511000035.html

行徳寺町庭園群・徳願寺 家康ゆかりの寺院に見る江戸庭園 船橋市・市川市

https://teranomachi.jimdo.com/

東京・大手町から地下鉄で 30 分のところにある東京のベッドタウン・行徳には、行徳寺

町庭園群と呼ばれる寺町があります。徳願寺・妙覚寺・法善寺・清岸寺が、その代表です。

行徳の街は、かつては江戸城に入った徳川家康によって保護された「行徳塩田」という広

大な塩田が広がっていました。幕府により整備された「行徳街道」は江戸から成田山を結ぶ

「成田道」の一部でもあります。

多くの人が行き交った旧街道は「行徳寺町通り」とも呼ばれ、「加藤家住宅主屋」をはじ

めとした複数件の国登録有形文化財建築による、車では通れない路地もある街並みがが残さ

れています。

寺町といいましても「古い町並み」的な雰囲気が漂っているわけではないですが、寺院が
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密集しています。

（出典：おにわさんを参照して作成、以下４寺を含む）

徳願寺（とくがんじ） 徳川家ゆかりで山門、鐘楼堂、経蔵は市川市有形文化財

この界隈で最も大きなお寺「徳願寺」は、1610 年に徳川家康の帰依によって『徳願寺』

と名乗って開山した寺院です。

本尊の阿弥陀如来像は、源頼朝の正室・北条政子の命で造られたといいます。徳川家康が

2 代目将軍・徳川秀忠の夫人のために鎌倉から江戸城に遷したものが徳願寺に寄進されまし

た。宮本武蔵の書と伝わる書画や円山応挙の絵画を寺宝として所蔵しています。

現在の本堂は、明治の焼失後に大正時代に再建されたものです。山門と鐘楼は、江戸時代

中期に造られたものが残っています。

庭園といいましても、本堂の横に見られる小さなものだけ、庫裏・書院の先に池泉庭園が

あります。

妙覚寺 （日蓮宗）

池泉庭

１５８６年創建の日蓮宗寺院。境内には房総にただ 1 基の珍しい『キリシタン灯籠』があ

る

本行徳 15-20 047-357-3344

キリシタン灯籠

天正元年（1573）日栄上人が開山した寺院であり、日蓮上人の像を本尊して祀っている、

法華経寺の末寺です。瓦葺きの本堂はまだ新しく、植え込みにも手入れが行き届いています。

房総で唯一のキリシタン灯籠があります。
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仏性山 法善寺 （浄土真宗本願寺派）

本塩 1-25 047-357-2943

慶長 5 年（1600）宗玄和尚の開基です。この宗玄は河本弥左衛門といって関西の人でした。

行徳にきた弥左衛門は海岸や荒地を開拓し、塩田をつくって塩焼の製法を里人に教えました。

法善寺が行徳塩の発祥地として「塩場寺（しょばでら）」と呼ばれるのはこのことからです。

本堂の前には芭蕉の「うたごふな潮の華も浦の春」の句を刻んだ「潮塚」と呼ばれる句碑が

あります。これは芭蕉の百回忌を記念して行徳の俳人戸田麦丈などによって寛政 9 年（1797）

に建てられたものです。

西郷隆盛の漢詩掛軸

平成 12 年の街回遊展では、西郷隆盛の漢詩掛軸（写真）、山岡鉄舟の六曲一双の屏風、天

田愚庵の漢詩掛軸などが特別公開されました。

清岸寺 浄土宗

市川市伊勢宿にある浄土宗寺院の清岸寺は、松柏山と号します。清岸寺は、徳願寺不残和

尚の弟子忠残上人が開山となり、慶長 15 年（1610）に創建したといいます。行徳・浦安観

音霊場三十三ヵ所 20 番札所です。

本尊 阿弥陀如来像

住所 市川市伊勢宿 4-8
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千葉市 16

見浜園 千葉市

https://oniwa.garden/mihamaen-garden-%e8%a6%8b%e6%b5%9c%e5%9c%92/

見浜園について 「見浜園」（みはまえん）は千葉の幕張新都心地区にある「県立幕張海浜

公園」内にある池泉回遊式の日本庭園。庭園の設計を手掛けたのは『千葉市花の美術館』や

『府中の森公園』も手掛けた株式会社ライフ計画事務所。 完成は平成年代（199 …

船橋市 12

ふなばしアンデルセン公園

https://www.park-funabashi.or.jp/and/

千葉県立船橋県民の森:ホーム

http://funabashi-mori.jp/

浦安市 17

浦安観光イベントガイド

https://www.urayasu-kankou.jp/facility?type=look
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20 東葛飾エリア

21 松戸 22 鎌ケ谷 23 流山 24 柏 25 我孫子 26 野田

本土寺 松戸市

https://oniwa.garden/hondoji-temple-%e6%9c%ac%e5%9c%9f%e5%af%ba/

千葉のあじさい寺・本土寺について 「長谷山本土寺」（ちょうこくざんほんどじ）は鎌倉

時代に創建された寺院で、寺号の命名は日蓮上人によるものと伝わります。現代では境内に

5 万本の紫陽花が植えられていて、“千葉のあじさい寺”として有名。 2019 年…

旧徳川昭武庭園（戸定邸庭園） 松戸市

https://oniwa.garden/tojo-tei-garden-%e6%88%b8%e5%ae%9a%e9%82%b8%e5%b

a%ad%e5%9c%92/

国指定名勝。「旧徳川昭武庭園（戸定邸庭園）」（とじょうていていえん）は、江戸幕府第

15 代将軍・徳川慶喜の弟で最後の水戸藩主だった徳川昭武が廃藩置県後で藩主を辞した後

に移り住んだ御殿。明治時代に建てられたお屋敷も国指定重要文化財。 一時代を築…

高梨氏庭園 柏市・野田市

https://oniwa.garden/takanashi-shi-garden-%e9%ab%98%e6%a2%a8%e6%b0%8f%e

5%ba%ad%e5%9c%92/

国指定名勝。「高梨氏庭園」（たかなししていえん）は千葉県で最初の国指定名勝庭園。醤

油醸造で馳せたという豪商の邸宅（キッコーマン創業者のひとり）。立派な長屋風の門の中

の広い敷地に邸宅と庭園がある。 （2016 年 3 月訪問。以下の情報は訪問時の情…

旧茂木佐平治邸庭園 柏市・野田市

https://oniwa.garden/former-saheiji-mogi-house-garden-%e6%97%a7%e8%8c%82%

e6%9c%a8%e4%bd%90%e5%b9%b3%e6%b2%bb%e9%82%b8%e5%ba%ad%e5%9c%92/

国登録記念物（名勝地関係）。茂木佐平治氏は野田市の醤油醸造家で現在のキッコーマン

の創始者のひとり。邸宅と庭園が現在は「野田市市民会館」の一部となっています。（2016

年 3 月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確…
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旧吉田氏庭園 柏市・野田市

https://oniwa.garden/kyu-yoshida-shi-garden-%e6%97%a7%e5%90%89%e7%94%b0%e

6%b0%8f%e5%ba%ad%e5%9c%92/

旧吉田家住宅歴史公園として公開されている「吉田家住宅」は当地の豪農の旧宅で、庭園

は国の登録記念物（名勝地関係）。隣接してる敷地には北欧風のお洒落な洋館が何棟も（現

在の代のご自宅とか、この辺一帯は吉田家のものなんだとか）。柏市にある国の重要文…
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30 北総エリア

31 白井・印西 32 佐倉・佐々井 33 成田・栄・神崎

34 八街・富里・芝山 35 香取・神崎・多古 36 銚子・東庄

成田山新勝寺・成田山公園 成田市

https://oniwa.garden/naritasan-park-%e6%88%90%e7%94%b0%e5%b1%b1%e5%8

5%ac%e5%9c%92%ef%bc%88%e6%88%90%e7%94%b0%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%8b

%9d%e5%af%ba%ef%bc%89/

成田山新勝寺・成田山公園について 「成田山 新勝寺」（なりたさんしんしょうじ）は日

本で 2 位の初詣の参拝者をほこる関東・首都圏の代表的なお寺の一つで、京都の大寺院『智

積院』を総本山とする“真言宗智山派”の大本山。三重塔が国の重要文化財に指定さ…

旧堀田正倫庭園（さくら庭園） 佐倉市

https://oniwa.garden/hotta-shi-garden-%e6%97%a7%e5%a0%80%e7%94%b0%e6%a

d%a3%e5%80%ab%e5%ba%ad%e5%9c%92/

国指定名勝。建物（旧堀田邸）も国の重要文化財。堀田氏は元佐倉藩主で、もともとあっ

た広大な敷地には病院や老人ホームなどが建っている。庭園は「さくら庭園」として一般開

放されています。（2016 年 9 月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報…

40 かずさ・臨海エリア

41 市原・袖ケ浦 43 木更津・君津・富津

50 南房総エリア

51 南房総 52 館山 53 鴨川・勝浦・大多喜・御宿・いすみ

60 九十九里エリア

61 上総一ノ宮 62 茂原他 65 成東他

c copyrighit N. Imai All rights reserved
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