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船橋の「魅力」再発見コース
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●SHIRASE5002

①船橋駅・さざんかさっちゃん～②道祖神社→③船橋御殿跡・東照宮→④御
蔵稲荷→⑤御殿通り・紺屋町→⑥万代橋〝絵巻物〟レリーフ→⑦海老川橋→
⑧船橋大神宮→⑨了源寺／和時計・川奈部薬局→⑩船橋山西福寺石造五輪塔
／宝篋印塔→⑪白樺派／実篤揮毫［椿の墓］→⑫厳島神社→⑬明治天皇船橋
行在所／現・千葉銀行→⑭町家→⑮圓蔵院・因果地蔵尊→⑯覚王寺・難陀龍
王堂→⑰不動院・大仏追善供養→⑱浄勝寺／筆子塚・お女郎地蔵→⑲文化ホー
ル・太宰治と川端康成→⑳西向き地蔵→㉑割烹旅館 玉川→㉒三田浜塩田跡
／湊町２丁目公園→㉓船橋漁港・船橋浦漁業史碑→㉔ららぽーと／元ヘルス
センター跡（伏見稲荷）→㉕船橋港親水公園
※所要時間：約３～４時間から一日コース（徒歩 バス）

http://www.funakan.com

１３ 明治天皇船橋行在所 １４
（現千葉銀）
２０

２１
（太宰治ゆかりの宿）

２２

ふなばし 南エリア
おさんぽマップ

出張所
きららホール

●ハローワーク

JR 船橋駅～駅前通り・本町通り周辺
～大神宮・宮本周辺～湊町・漁港
～ららぽーと周辺
ヒトやモノ、情報が集まる中央エリアを含む南コース――。
船橋駅・さざんかさっちゃんからスタート。エネルギッシュ
な街の顔に出会い、そこに息づく歴史や文化を訪ねながら少
し足を延ばすと、潮の香りが漂うのどかな港町の風情を満喫
することができます。ここから太鼓橋を渡って水門を通り抜
ければ、見晴しのよい船橋港親水公園へ。そして、船橋№１
のランドマーク「ららぽーと」まで歩くパワフルなコースです。
http://www.funakan.com/

①

船橋駅・さざんかさっちゃん

船橋で一番の待合せスポット。
船橋駅の “さざんかさっちゃん”
の銅像はさざんか募金運動の
シンボル。昭和 54 年（1979）
の国際児童年に市立船橋養護学
校開校などを合わせた船橋青年
会議所（JC）10 周年記念事業
で 1980 年 建 立。 募 金 箱 を 兼
ねていて銅像への募金総額は
5 , 124 , 247 円（2010 年 3 月現在）になりました。2009 年
秋、募金取出し口が壊される被害に遭いましたが、翌年 4 月リ
ニューアル。防犯を強化して、色は緑青色からブロンズ色とな
りました。二度目の除幕式には 30 年前銅像のモデルを務めた
草間理絵さんも駆け付けました。

②

道祖神社
（道陸神様）

船橋本町は通り五丁（町）。宿場
町の江戸時代からでしょうか、
１丁目から５丁目までの通り五
丁にそれぞれの「守神」。順番に
「稲荷神社」
「庚申様」
「道陸神様」
「弁天様」「御蔵稲荷」。
【 道祖神
社】は三丁目の守神。地元では
「どうろくじんさま」と親しみ境
内には愛染明王、馬頭観音、三
峰神社。道祖神は塞の神（さいのかみ）といわれ、外部からおそっ
てくる疫病や悪霊よけ町の安全。愛染さまは染物、織物、水商売、
商売繁昌に恋愛成就。馬頭観音が道中安全。三峰さんが健康祈
願など。

③

船橋御殿跡・東照宮

船橋御殿の造営は、慶長 19 年
（1614）前後といわれ、徳川家
康が船橋大神宮の神主の屋敷に
宿泊した事からと伝わります。
元和元年（1615）、豊臣家を滅
ぼした後の 11 月、東金鷹狩り
の帰路家康は船橋御殿に宿泊。
その晩、船橋は町じゅう消失の
大 火 が 起 こ り、 家 康 を 狙 っ た
と言ううわさも。大神宮宮司・富氏は御殿地跡に家康公を祀り
「東照宮」
を建てました。日本一小さい？東照宮とも言われるが、
はたして、
、どうか。権現＝ごんげん様と崇められ境内には「御
殿稲荷」
も。

④

御蔵稲荷（九日市郷蔵跡）

寛永 19 年（1642）の飢饉以
来、徳川幕府は関東各地に年貢
米を一時的に保管したり、飢饉
に備えて穀物を貯えたりするた
めに、村々に倉庫を建てました。
これを郷蔵（ごうぐら）あるいは
郷御蔵（ごうおくら）とよびまし
た。九日市村は今の本町・湊町・
北本町のあたり。九日市郷蔵は
寛政３年（1791）の津波で失われ、以降は再建されませんでし
た。延宝、亨保天明の飢饉には郷蔵によって村びとは救われ、
恩顧に報い稲荷さまを祀りました。

⑤

御殿通り・紺屋町

勤労市民センター角から道祖神
社～御蔵稲荷までが御殿通り。
地域は中世から富氏が屋敷を構
え徳川家康が船橋御殿に取立て
後に幕府が下げ渡した事から御
殿地や御殿台の呼称、字（あざ
な）になりました。通りに名前
がついたのは昭和 40 年代。そ
れまでは「市役所通り」
「旧市役
所通り」とも呼ばれていましたが、市役所自体が忘れられ地域
住民が防犯灯維持会・御殿通り親和会を結成した時に命名。周
辺は海老川を活用した染物屋が多く昭和 30 年頃には 10 数件
を数え紺屋町の体を成し今も老舗が残ります。

⑥

万代橋（よろずよはし）〝絵巻物〟レリーフ

御殿通りを東へ進むと欄干に
〝絵巻物〟レリーフの「万代橋」が
あります。若者や赤ちゃんを背
負うお母さんにお坊さん、消防
士、コックさん。様々な《まち》
の人々が海の中でイキイキと遊
泳。魚にタコに亀に海童（カッ
パ）と豊かな海の恵みに感謝し
ています。一つ上流の栄橋は『手
のひらを太陽に』がテーマ。作詞のやなせたかしさんが除幕し
ました。ボランティアがテーマの丸山橋には、地域基金さざん
か募金の 〝さっちゃんと福太郎〟が手塚治虫ら 30 人の漫画キャ
ラクターが乗る「応援帆船」を迎えます。

⑦

海老川橋（地名発祥・長寿の橋）

本町通りに架かる「海老川橋」に
は五大力船や灯明台。長寿日本
一の故・泉重千代さんの手形な
どのオブジェに『船橋地名発祥
の地』のプレートがあります。
伝説では日本武尊（やまとたけ
るのみこと）東征の折、海老川
を渡らせるために漁民が「船」を
並べ、その上に板を渡し【船橋】
を作りました。これが地名の由来と伝わっています。この橋を
分岐に東側が「宮本」西側が「本町」に分かれ、７月の本町八坂神
社祭礼
「神輿渡御」では神輿はこの橋を渡りません。

⑧

船橋大神宮（延喜式 意富比神社）

「日本三代実録」
（貞観５年
= 863）や「延喜式」神名帳（延長
5 年 = 927）に意富比神社（おお
いじんじゃ）の名がある船橋市
を代表する神社。主祭神は天照
皇大神で萬幡豊秋津師比売命、
天手力雄命を配神し、徳川家康、
秀忠公も合祀されています。市
指定文化財の神楽は神楽殿で正
月、節分、10 月 20 日、12 月二の酉などに演じられます。県
指定文化財の「灯明台」は明治 13 年（1880）建造の擬洋風建築
で光の到達距離は約 11 km。新成人を祝う〝灯明台〟に光が入っ
た風景は宮本公民館の舞台緞帳に織り込まれています。

⑨

了源寺/和時計・川奈部薬局（太宰治/薬）

了 源 寺 は 浄 土 真 宗。 享 保 年 間
（1716 ～ 36）幕府が大砲の
試射をした台座跡に鐘楼を建て
「時の鐘」としました。
「時」の基
準となったのが和時計。蜀山人
大田南畝（おおたなんぽ）が船橋
に宿泊し、寺には鐘の音を聴い
て詠んだ自筆の狂歌・掛け軸に
和時計が保存されています。東
金街道、了源寺入口の川奈部薬局は、太宰治が芥川賞候補とな
りましたが落選した頃、パビナール（麻薬性鎮痛剤）を買うため
通った薬局で、相当量と言われています。

⑩

船橋山西福寺/石造五輪塔・宝篋印塔

船橋山（せんきょうざん）西福寺
は、閻魔寺（えんまでら）と呼ば
れ地域の人々に親しまれている
真言宗豊山派の古刹。入口の冨
久福地蔵（ふくふくじぞう）から
境内に入り右手の坂を上がる一
角に県有形指定文化財の石造
（せきぞう）五輪塔と石造宝篋印
（ほうきょういん）塔がある。と
もに安山岩製で五輪塔は全高 295 cm、宝篋印塔は 154 cm と
大型。この両塔は御殿地（現・本町４丁目）にあったものを寺に
移したという言い伝えがある。移築の年代は諸説あるが船橋御
殿が建てられた江戸時代初期というのが今は有力。

⑪

白樺派・実篤揮毫［椿の墓］

五輪塔、宝篋印塔を左に観て宮本公
民館の後側、小高い墓地の奥に【椿の
墓】がある。岸田劉生に師事、船橋小
学校や慶應幼稚舎の図画教師も勤め
た洋画家椿貞雄の墓。墓碑は白樺派
文豪、武者小路実篤の筆。椿は「新し
き村運動」の参与も務めており葬儀委
員長・実篤は老齢で椿の門弟でもあっ
た清川尚道（新しき村村外会員）が代
行した。大正時代からの新しき村運
動が船橋の近代文化活動に与えた影
響は少なく無く、清川は中央公民館
で
「コントン会」
という絵画サークルを主宰した。

⑫

厳島神社
（弁天様）

本町通り・４丁目交差点近くの
厳島神社。祭神は市杵島姫命（い
ちきしまひめのみこと）で地元
では「弁天様」と親しまれていま
す。元号が平成に変わる頃まで
商店主たちが「弁天講」を行って
いましたが、今は久しくなって
います。古くから航海安全、豊
漁祈願が行われ七福神の中でた
だ一人女性の弁才天は「才」が〝財〟にも通じ開運、商売繁昌、技
芸上達の福徳と信じられています。参道は北側・御殿通りへの
通り道で、ひきり無く歩行者が行き交っています。

⑬

明治天皇船橋行在（あんざい）所/現・千葉銀行

明治天皇最初の来県は明治６年
（1873）４月 29 日から５月１
日迄。陸軍大将・西郷隆盛指揮
下、近衛兵の大演習観閲ため。
大和田原（習志野台から高根台
周辺）への行幸時。第１日目の
昼食が船橋町九日市、旅館業「桜
屋」の山口丈吉宅。今の千葉銀
行船橋支店の位置で、前に石碑
が建っています。この後も山口宅をしばしば利用。通算、宿泊
10 回、昼食 5 回、小休憩が 2 回となりました。千葉県下で明
治天皇の最も多いお立ち寄り場所。

⑭

本町通り/景観重要建造物・太宰治の書籍代

江戸時代は東金街道、成田山参
拝の宿通りとして栄えた本町通
り。鉄道発展で様変わりし、昭
和 35 年に 3 階建耐火建築で近
代的商業地に変身。近年はマン
ションが林立、さらに変貌中だ
が明治、大正期の和風建物が 2
軒向い合せに建ち、趣きも。南
側の老舗和菓子店・廣瀬直船堂
は大正 7（1918）年に建てられた木造二階建切妻瓦葺で出桁造
（だしけたづくり）。市の景観重要建造物第 3 号に指定。
太宰治はここにも出没。4 丁目交差点角、川奈部書店で書籍を
求めるが未だ代金は未払いとか。

⑮

圓蔵院・因果地蔵尊（えんがじぞうそん）

海岸山圓蔵院の石造地蔵尊は山
門を入りお堂の中に鎮座。願い
事が叶うことで知られ遠方から
も参拝者が多くあります。漁師
町では「エンガジゾウ」とか「エ
ンガチャ」などと訛ります。か
つて “縄掛け” の「足留め願掛け」
や願い事を紙に書きお地蔵さん
に貼付けた “紙貼り” もありまし
た。お女郎衆も熱心に信心し、足留めは旦那の浮気封じ、紙貼
りは身体健康祈願でしたが、今はみられなくなりました。縁日
は毎月 23 日。住職がお勤めをなさり、お鑞代 100 円でお供物
が戴けます。お堂がこのほど新築されました。

⑯

覚王寺・難陀龍王堂（なんだりゅうおうどう）

覚王寺は真言宗豊山派の寺院で
室町時代後期に開かれたと伝わ
ります。難陀龍王は海上守護の
神。龍神様として人々の信仰を
集め、欅造りのお堂は嘉永 3 年
（1850）の再建と伝わります。
正面の龍、北・東・西面の彫刻
は仙人や仙女が彫られ立体感あ
る表現で躍動感にあふれていま
す。棟札によれば棟梁は船橋九日市の芝谷兼吉平政保、彫刻師
は江戸・長谷川町の住人、松田乙二郎藤原一元とあります。と
ころで本堂前に、唐金の立派な線香立てがこのほど奉納されま
した。市内で料理屋を営む檀家の主人が、急逝された奥さんの
供養として奉納されたものです。

⑰

不動院・大仏追善供養

延享３年（1746）8 月 1 日の津波で
亡くなった人々の供養に建立。石造
りの釈迦如来坐像に白米の飯を盛り
つける追善供養。文政７年（1824）、
漁場争いで船橋の漁師が、相手方の
侍を殴打。このため漁師総代３人が
入牢。うち 2 人が亡くなるという事
件がありました。牢死した総代の供
養と津波で亡くなった人々の供養の
ために文政 8 年から行事が始まった
と伝わります。現在、毎年 2 月 28
日が行事。市指定無形民俗文化財。
“○×地蔵” などと地蔵菩薩に混同して呼ばれる事もあります
が、地元では“だいぶつさん”と親しく呼ばれます。

⑱

浄勝寺 / 筆子塚・お女郎地蔵

江戸時代、幕府から朱印地を与
えられた寺。境内には、弟子（筆
子）が亡き師に感謝して建てた
「筆子塚（墓碑）」と歓楽街であっ
た昔、薄幸な運命に翻弄された
女性を弔う「お女郎地蔵」があり
ます。筆子塚というのは、教え
を受けた筆子が師匠に感謝して
立てた「墓碑」や「顕彰碑」などの
総称。船橋には 38 基あり、一番古いのは北部・坪井町安養寺
の
「日振大徳」の筆子塚、宝永元年（1704）の銘。

⑲

文化ホール・太宰治と川端康成

市民文化ホールは客席数1,106
席のホール。中央公民館と併設、
昭和53年（1979）開館。敷地
は元の船橋小学校と浜田墓地を
市内それぞれに移して建てたも
の。平成18年（2006）
、三田
浜楽園閉館に伴い翌年3月、客
室として使用されていた「月廼家
（つきのや）
」の部材一部を使い公
民館に再現。川端康成は三田浜楽園に滞在、小説「童謡」などを執
筆しました。月廼家は当時を偲ばせる部屋。ホール戸外には太宰
治が「船橋町の家が最も愛着が深かった」と言う市内・宮本の旧居
跡から移植した、太宰の植えた夾竹桃と随筆の石碑があります。
※月廼家は使用中の時は見学不可。

⑳

西向地蔵尊

古い時代の船橋の入口、伝承「高
札場」三叉路にさんや村の念仏
構が「延命地蔵」を建立したのは
万治元年（1658）。船橋で一番
古いお地蔵さん。以来、延宝、
元禄に「阿弥陀如来」
「聖観音」な
どを建て昭和 21 年（1946）に
は 六 地 蔵 と な り ま し た。 数 十
年毎に手が入り昭和 61 年（19
86）には「山谷のお地蔵さんは先祖の貴重な遺産」と大改修。今
は「西向地蔵保存会」を組織、毎月定期清掃奉仕で花とお水が絶
えません。三田浜入口、東側路地を南に入ると左に「割烹・な
べ三」
。さらに南に下がっていくと和菓子の「梅月」があります。

㉑

割烹旅館

玉川

大正 10 年（1920）創業の純和
風料理旅館。太宰治が 20 日ほ
ど逗留して小説「めくら草紙」な
どを書いたと言われる「桔梗の
間」があります。天然温泉宿と
して宿泊者はもちろん、宴会や
会食でも湊温泉、サウナ付き浴
場、岩風呂が利用できます。戦
前は陸海軍士官の御用達旅館と
して利用され、趣きある建物が平成 20 年（2008）４月、国の
登録有形文化財に指定されました。本館は昭和 16 年（1941）
建築、第一別館が昭和３年（1928）
、第ニ別館が昭和８年（19
33）
の建築。

㉒

三田浜塩田跡／湊町 2 丁目公園

船橋の海岸線は京葉臨海工業地帯造成で、沖
合まで埋め立られ今は1km以上先となりまし
た。明治時代、海岸近くに約26万平米の広大
な「三田浜塩田」がありました。 塩田は昭和４年
（1929）閉じられ、跡地に出来た遊園地が「三田
浜楽園」。動物園・プール・割烹旅館などが造ら
れて賑わい、旅館にはノーベル賞作家・川端康
成が滞在して執筆
活動も。平成18年
（2006）には割烹も閉められ、再開発で
高さ132m、38階建てマンションの建
設。
『塩田発祥の地』の石碑は市役所前湊町
２丁目公園に移設。公園には川端康成の
小説「童謡」の碑も建てられました。

㉓

船橋漁港・船橋浦漁業史碑

船橋浦は江戸時代前期には将軍
家の台所に新鮮な魚介を献上す
る御菜浦（おさいのうら）でし
た。船橋漁師は魚を納める代わ
りに広大な漁場の占有を許され
ていました。今、船橋は唯一東
京湾奥部で本格操業の漁場とし
て、江戸前近海魚の水揚げや海
苔の養殖が盛ん。
「船橋海苔」は
品質を誇り、船橋三番瀬海苔を〝本場の本物〟に登録、漁協の若
者達が地域ブランド化に熱心に取組んでいます。漁協冷蔵倉庫
前に船橋浦漁業史の石碑があり、市指定文化財の漁業権などに
関する古文書は、西図書館の光ディスクで閲覧できます。

㉔

ららぽーと/元ヘルスセンター跡（伏見稲荷）

船橋港親水公園
海 老 川 河 口、 ら ら ぽ ー と 隣 接
の「 船 橋 港 親 水 公 園 」 は 南 北
500 m ほど。海沿いに散策路
が整備され見晴らしよく漁船が
往来する様子が見られます。美
しい
〝夕焼けスポット〟
にはベンチ
もあってデートに最適！※ブリッ

ららぽーと 旧三井ガーデンホテル北駐車場
昭和 32 年（1957）「週刊読売」選定
全国温泉コンクールベストテン入選記念碑

船橋大神宮境内

ジ下は台風高潮時閉鎖横引きゲート

夏には、ふなばし市民まつりの
フィナーレとして、
「船橋港親水
公園花火大会」が開催され、市
内外から、多くの来場者が訪れ
ます。

平成 15 年（2003）12 月
湊町連合自治会・本町地区連合町会 造営

本町・八坂神社、湊町・八剱神社の神輿、
二天（点）棒で大きく揺すり込みます

駅前十字路・
スクランブル交差点
神輿競演

7 月の市民まつり

八剱神社・八坂神社
【神輿 奉安殿】

㉕

クローズアップ スポット
船橋ヘルスセンター
全国温泉コンクール
入選記念碑

アミューズメントが多彩な日本
最大級のショッピングセンター
“ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ”。
昭和５４年（1979）オープンだ
が、このほど、そごうデパート
跡地に大型物流センター建設計
画で前身ヘルスセンター時代か
らの『喜翁閣』
（旧・長安殿）も移
転。実業家大倉喜八郎翁、明治
43 年（1910）7 ３歳の時に男子の孫誕生を祝って向島に建て
た別邸はどうやら都内に里帰りらしい。伏見稲荷は “全国温泉コ
ンクール入選記念碑”を挟んで東京寄りに遷座。

船橋市
地方卸売市場

JR船橋北口駅前
お祭り広場

