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【千葉市内の展示機能がある施設一覧】

№/分野 施設名/所在地

1 千葉県立中央博物館

総合 中央区青葉町 955-2

2 千葉市立加曽利貝塚博物館

考古 若葉区桜木8丁目33-1

3 千葉市埋蔵文化財調査センター

考古 中央区南生実町1210

4 千葉市立郷土博物館

郷土 中央区亥鼻1丁目6-1

5 千葉市ゆかりの家・いなげ　愛新覚羅溥傑仮寓

郷土 稲毛区稲毛1丁目16-12

6 旧神谷伝兵衛稲毛別荘

郷土 稲毛区稲毛1丁目8-35

7 旧生浜町役場庁舎

郷土 中央区浜野町1290-3

8 稲毛記念館

郷土 稲毛区高浜７丁目２-３

9 千葉市科学館

科学 中央区中央4丁目5-1

10 千葉市動物公園

動植物 若葉区源町280

11 三陽メディアフラワーミュージアム

動植物 美浜区高浜7丁目2-4

12 千葉市都市緑化植物園

動植物 中央区星久喜町278

13 千葉県立美術館

美術 中央区中央港１丁目10-1

14 千葉市美術館

美術 中央区中央3丁目10-8

15 千葉市民ギャラリー・いなげ

美術 稲毛区稲毛1丁目8-35

16 ホキ美術館

美術 緑区あすみが丘東3-15

17 千葉県文書館

文書 中央区中央4丁目15-7

18 千葉経済大学地域経済博物館

人文 稲毛区轟町3丁目59-5

19 千葉市稲毛民間航空記念館

航空 稲毛区高浜７丁目２-２

20 千葉市ふるさと農園

産業 花見川区三角町656-3 

21 ちばぎん金融資料室

産業 中央区富士見2-3-1　塚本大千葉ビル2F 

22 JFEスチール見学センター

産業 中央区川崎町１番地

23 千葉ポートタワー

その他 中央区中央港1丁目

№ 施設名/所在地 所管・広さ 見どころ等

青葉の森公園 県

中央区青葉町977-1 53.7ha 

千葉公園 市

中央区弁天3-1-1 21ha

都川水の里公園 県・市

若葉区大宮町ほか 43.8ha

丹後堰公園 市

中央区星久喜町1276他 0.35ha

昭和の森 市

緑区土気町２２ 105.8ha

泉自然公園 市

若葉区野呂町１０８ 42.5ha

花島公園 市

花見川区花島町308 14.9ha

千葉ポートパーク 県

中央区千葉港1 28.3ha

幕張海浜公園 県

美浜区ひび野 67.9ha

稲毛海浜公園 市

美浜区高浜７丁目 83ha

蘇我スポーツ公園 市

千葉市中央区川崎町 46ha

　昭和７（1932）年8月に生浜町役場庁舎として竣工。市内では数少ない昭和初期の木造洋風建築物で市指定有形

文化財。地元で使われていた農具や漁具などの展示も行っている。

　稲毛の歴史・風土に関する展示施設や映写室、会議室や茶室・和室等がある。総ガラス張りの展望室も設置。隣接

した回遊式の日本庭園には、本格的な茶会が楽しめる茶室「海星庵」がある。

　子どもから大人まで楽しめる参加体験型科学館。プラネタリウム、ワンダータウン、テクノタウン、ジオタウンで構成。

ワークショップなどのイベントを多数開催している。

　34haの敷地に130種以上の動物が飼育されている。極力柵等を廃した展示方法や地域別に複数の種を一緒に展

示する混合展示などが見られる。他にも動物科学館、動物ふれあいコーナーなどがあり、体験学習に力点を置いてい

る。

　ワイン王として知られる初代神谷伝兵衛が迎賓用の別荘として大正7(1918）年に建設。市内最古の鉄筋コンクリート

構造建物。市民ギャラリー・いなげの敷地内に所在。国登録有形文化財。

　できるだけ人の手を加えずに自然環境を保全し、四季を通じて多様な自然とふれあうことができる。

「日本のさくら名所100選」に選定。菖蒲田、蓮池、野鳥や魚類、カエル等が生息する大小の池などが
ある。

24
　広大な敷地に各種競技場、中央博物館、生態園、彫刻広場、西洋庭園、芸術文化ホールなどが配

置されている。

25
　野球場、50mプール、体育館などの運動施設が整っている。梅雨時に見ごろとなる大賀ハスが咲く池
では貸ボートがあり、四季の花にふれあいながらスポーツ・レクリエーションが楽しめる。

26
　都川の治水対策の一環として千葉県が整備している都川多目的遊水地の上部を有効活用し、千葉

市が公園として整備中。先行して整備された小川・田んぼエリアでは自噴井からの湧水を利用し、稲作
体験などができる。

見どころ

　国指定史跡の加曽利貝塚に併設された貝塚と縄文時代をテーマとした博物館。史跡内には住居跡、貝層断面など

の実物や、復原住居が見学できる野外博物館として整備されている。

　市内の発掘調査で見つかった遺物や、調査の記録を常時公開している。その他、出土資料の速報展を実施。

　猪鼻城跡に建てられた城郭型建物の博物館。古代から中世にかけて下総国を中心に活躍した千葉氏や郷土の歴
史・民俗に関する展示・調査研究を行っている。

　かつて保養地であった稲毛の歴史を今に伝える貴重な和風別荘建築。市地域有形文化財。愛新覚羅溥傑夫妻が

成婚間もない昭和１２年に半年ほど居住した。

33
　日本初で日本最長（3㎞）の人工海浜は隣接のプールと行き来ができ、夏は多くの来場者が詰めかけ

る。海浜部の緑地の中には三陽メディアフラワーミュージアム、航空記念館、サッカー場、ヨットハーバー

などが点在する。

34
　プロのサッカーリーグやラグビーに対応した球技場と少年スポーツに対応したフィールドがショッピング

モールと隣接して整備されている。

　千葉県の自然と歴史について学べる総合博物館。隣接する生態園では、房総の代表的な自然が再現され、動植
物の生態を身近に観察できる。調査研究、資料の収集・整理・保存活動を行っている。

30
　サイクリングコースに遊具のある公園などを配置した河川レクリエーションの場。野鳥も多くバードウォッ
チングが楽しめるよう、案内板等が整備されている。

31
　芝生広場、テニスコート、ウォータープラザなどが整備され、バーベキューも可能。隣接の人口海岸で

は潮干狩りができ、定期的に自然体験プログラムも開催されている。

32
　日本庭園の「見浜園」や、茶室「松籟亭」は国際交流の場として利用され、広大な緑地は都会の中の

オアシスとして、憩いの場となっている。

27
　江戸時代初期に、寒川村の名主であった布施丹後が、水不足を解消するため、用水を築いた。その
功績を称え「丹後堰」と命名された。湿原のビオトープと遊具がある芝生エリアが整備されている。

28
　良好な自然環境が残され、四季を通じて草花や樹木、野鳥や昆虫など多くの種類の植物や生き物が

見られる。平成元年には、「日本の都市公園100選」に選定。約109mのローラーすべり台と18の遊具

が連続するアスレチックがある。

29

　昭和61（1986）年、千葉県民500万人突破を記念してオープンした展望施設。お土産売り場、レストラン有。潮干狩

りもできる人工海浜が隣接。

【千葉市内の大規模公園一覧】

 干葉市の緑化の普及啓発の拠点施設 「千葉市花の美術館」として開館。約1,600種48,000株の植物が植栽されて

いる。企画展示、講習会の開催や園芸相談も行われている。

 各種見本園やみどりに関する相談室等を備えた都市緑化活動の拠点施設として開設。各種講習会やみどりに関する

相談、展示会等多彩な活動を展開している。

　千葉ゆかりの美術作品を中心として体系的に収集・保管する。約33,000㎡の敷地に全8室からなる展示室があり、

講演会等で200人収容できる講堂、情報資料室、研修室、3つのアトリエ等がある。

　中央区役所との複合施設。１階のさや堂ホールは、旧川崎銀行千葉支店の建物を保存・改修されたもの。建設省

設立50周年記念事業「公共建築百選」にも選ばれた。展示室の他、図書室やミュージアムショップ等がある。浮世絵

のコレクションが有名。

　施設の貸出の他、企画展の開催、ワークショップや講座の実施等も行う。

　日本初の写実絵画専門美術館。コレクションは、保木将夫が収集した写実絵画作品、約450点から成る。カフェ・レ
ストラン・ミュージアムショップ有。

　稲毛海岸の干潟に、わが国初の民間飛行場が開設。当時活躍した民間飛行家や複葉機（鳳号）等を展示。紙飛行
機工作教室等のイベントも行っている。

　農業、農村の良さを市民に伝え体験する施設。長屋門や古民家の他、工房やガラス温室、大会議室、展示ホール

等がある。講座も実施。

　千葉銀行および前身銀行を中心とした金融史をはじめ、千葉県の発展の様子を紹介している。金融教育の場とし

て、お金について楽しく学べるコーナーも設置。

　巨大な溶鉱炉（車窓から）と鉄の製造過程の一部が要予約で見学できる。見学センター内に、社史に関する展示あ

り。

　県の行政文書や古文書等の資料を収集保存し、その活用を図るとともに、県の行政に関する情報を提供する。

 県の歴史を経済史と経済伝承の視角から構成して展示する施設として、開館。

名　　　称 所在地 所有・管理者 指定年度 公開/非公開

加曽利貝塚 若葉区桜木8丁目ほか 千葉市ほか 昭和45 公開

月ノ木貝塚 中央区仁戸名町289-1ほか 千葉市ほか 昭和52 公開

荒屋敷貝塚 若葉区貝塚町726-1ほか 千葉市ほか 昭和53 公開

犢橋貝塚 花見川区さつきが丘1丁目18 千　葉　市 昭和56 公開

花輪貝塚 若葉区加曽利町 法　人 平成18 非公開

タンチョウ 若葉区源町280  （千葉市動物公園内） 千　葉　市 昭和62 公開

オジロワシ 若葉区源町280  （千葉市動物公園内） 千　葉　市 昭和63 公開

名　　　称 所在地 所有・管理者 指定年度 公開/非公開

千葉市民ギャラリー・いなげ（旧神谷伝兵衛稲毛別荘） 稲毛区稲毛1丁目8-35 千　葉　市 平成9 公　開

千葉トヨペット本社（旧勧業銀行本店） 美浜区稲毛海岸4丁目5-1 千葉トヨペット株式会社 平成9 公　開

千葉県水道局千葉高架水槽 中央区矢作町670 千　葉　県 平成19 特定日公開

大巌寺本堂 中央区大巌寺町180-1 大　巌　寺 平成23 公　開

大巌寺書院 中央区大巌寺町180-1 大　巌　寺 平成23 公　開

県指定文化財　２９件

名　　　称 所在地 所有・管理者 指定年度 公開/非公開

千葉教会教会堂 中央区市場町9-20 日本キリスト教団千葉教会 昭和50 非公開

旧四関家住宅 若葉区御殿町2538-11ほか 千　葉　市 昭和52 非公開

旧鉄道聯隊材料廠煉瓦建築 稲毛区轟町3丁目59-6 千葉経済学園 昭和63 公　開

木造十一面観音立像 花見川区花島町60 天　福　寺 昭和45 非公開

木造伝七仏薬師坐像 緑区平山町271 東　光　院 昭和59 非公開

木造薬師如来坐像 緑区富岡町209 長　徳　寺 昭和59 非公開

半円方格帯神獣鏡 　　ー 個　人 昭和30 非公開

梵鐘（宝徳元年在銘） 緑区富岡町209 長　徳　寺 昭和49 非公開

鋳銅鰐口（延文六年在銘） 若葉区中野町699-1 本　城　寺 昭和57 非公開

工芸品 金銅透彫六角釣灯籠 若葉区大宮町3869 栄　福　寺 昭和60 非公開

絵画 紙本著色千葉妙見大縁起絵巻 若葉区大宮町3869 栄　福　寺 平成5 非公開

書跡 石井雙石篆刻資料 中央区中央港1丁目10-1（千葉県立美術館内） 千　葉　県 平成28 特定日公開

房総数学文庫 中央区青葉町955-2（千葉県立中央博物館） 千　葉　県 昭和43 非公開

覚性御房御返事 中央区長洲1丁目33-3 立正安国会 昭和57 非公開

千葉寺経塚出土資料 中央区青葉町955-2（千葉県立中央博物館） 千　葉　県 平成15 非公開

浅間山古墳石室出土遺物 中央区青葉町955-2（千葉県立中央博物館） 千　葉　県 平成20 公　開

陶芸　鉄絵銅彩 　　ー 神谷紀雄（保持者） 平成19 ー

日本刀の鍛錬 　　ー 松田周二（保持者） 平成26 ー

浅間神社の神楽 稲毛区稲毛1丁目15 浅間神社神楽連 昭和37 特定日公開

下総三山の七年祭り 千葉市・船橋市・八千代市・習志野市 七年まつり保存会 平成15 特定日公開

戸塚楊心流流祖二代墓 中央区市場町10－11 胤　重　寺 昭和18 公　開

青木昆陽甘藷試作地 花見川区幕張町4丁目594-2 千　葉　市 昭和29 公　開

長谷部貝塚 緑区平山町1204ほか 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 昭和35 非公開

大覚寺山古墳 中央区生実町1861-1ほか 千　葉　市 昭和46 公　開

荻生道遺跡 緑区小食土町746ほか（昭和の森公園内） 個　人 昭和53 公　開

東寺山貝塚 若葉区みつわ台1丁目18 千　葉　市 昭和54 公　開

千葉寺ノ公孫樹 中央区千葉寺町161 千　葉　寺 昭和10 公　開

検見川の大賀蓮 花見川区畑町1051（東京大学緑地植物実験所） 東　京　大　学 昭和28 特定日公開

袖ヶ浦市吉野田の清川層産出の脊椎動物化石 中央区青葉町955-2（千葉県立中央博物館） 千　葉　県 平成19 公　開

市指定文化財　５０件

名　　称 所在地 所有・管理者 指定年度 公開/非公開

五輪塔 稲毛区轟町1丁目7-20 来　迎　寺 昭和40 公　開

五日堂の五輪塔 緑区誉田町1丁目139 本　満　寺 昭和42 公　開

伝千葉宗胤五輪塔 中央区弁天4丁目7-23 宗　胤　寺 昭和42 公　開

ジャジャシキの石造五輪塔 緑区越智町171 個　人 昭和62 公　開

旧生浜町役場庁舎 中央区浜野町1290-3 千　葉　市 平成6 公　開

旧川崎銀行千葉支店本館 中央区中央3丁目10-8 千　葉　市 平成7 公　開

大日如来坐像 花見川区幕張町2丁目1003 宝　幢　寺 昭和35 非公開

阿弥陀如来立像 花見川区幕張町2丁目1003 宝　幢　寺 昭和35 非公開

薬師如来像 若葉区高品町478 等　覚　寺 昭和36 非公開

月光菩薩像 若葉区高品町478 等　覚　寺 昭和36 非公開

小壁嵌板彫刻 中央区登戸3丁目3-8 登　渡　神　社 昭和42 公　開

善光寺式観世音立像 緑区平山町278 東　光　院 昭和42 非公開

長沼の駒形大仏 稲毛区長沼町（長沼駒形観音堂境内） 長沼町内会 昭和49 公　開

木造妙見菩薩立像 若葉区大宮町3869 栄　福　寺 昭和62 非公開

木造天部形立像２躯 緑区平山町278 東　光　院 平成11 非公開

木造阿弥陀如来坐像 中央区川戸町694 福　寿　院 平成11 非公開

木造勢至菩薩立像 緑区おゆみ野有吉31-4 泉　蔵　寺 平成11 非公開

木造釈迦如来坐像 中央区仁戸名町194 仁　守　寺 平成11 非公開

木造阿弥陀如来立像 稲毛区轟町1丁目7-20 来　迎　寺 平成12 非公開

木造不動明王頭部 中央区中央4丁目5-6 光　明　寺 平成12 非公開

銅造千手観音菩薩坐像 中央区市場町10-11 胤　重　寺 平成12 非公開

木造阿弥陀如来立像 中央区生実町1783 大　覚　寺 平成12 非公開

梵鐘 中央区亥鼻1丁目6-1（千葉市立郷土博物館内） 千　葉　市 昭和40 公　開

銅板押出阿弥陀三尊像 緑区平山町278 東　光　院 昭和42 非公開

千眼神社の鰐口 中央区亥鼻1丁目6-1（千葉市立郷土博物館内） 天　満　宮 昭和49 公　開

絵画 両界曼荼羅(胎蔵界･金剛界) 若葉区金親町959 金　光　院 昭和38 非公開

不受不施派関係古文書 中央区浜野町1252 本　行　寺 昭和42 非公開

原文書 中央区亥鼻1丁目6-1（千葉市立郷土博物館内） 千　葉　市 平成28 公　開

考古資料 七廻塚古墳出土品 中央区南生実町1210（埋蔵文化財調査センター内） 千　葉　市 昭和34 公　開

武石の板碑 花見川区武石町1丁目1413 真　蔵　院 昭和34 公　開

古瀬戸灰釉四耳壺 中央区亥鼻1丁目6-1（千葉市立郷土博物館内） 千　葉　市 平成13 公　開

常滑長頸壺 中央区亥鼻1丁目6-1（千葉市立郷土博物館内） 千　葉　市 平成13 公　開

内野第１遺跡出土人面付土版 中央区南生実町1210（埋蔵文化財調査センター内） 千　葉　市 平成23 公　開

五十石遺跡出土把手付中空円面硯 附盤1点 中央区南生実町1210（埋蔵文化財調査センター内） 千　葉　市 平成24 公　開

中鹿子第２遺跡出土土偶 中央区南生実町1210（埋蔵文化財調査センター内） 千　葉　市 平成25 公　開

歴史資料 民間航空資料 美浜区高浜7丁目2-1（稲毛民間航空記念館内） 千葉市・登渡神社 昭和58 公　開

民俗文化財 無形 神楽・神楽書 中央区南生実町885 八劔神社神楽連 昭和37 特定日公開

猪鼻城跡（含七天王塚） 中央区亥鼻ほか 千葉市・千葉大学 昭和34 公　開

千葉神社 中央区院内1丁目16-1 千　葉　神　社 昭和34 公　開

千葉寺境内 中央区千葉寺町161 千　葉　寺 昭和34 公　開

千葉氏累代の墓碑 稲毛区轟町2丁目1-27 大　日　寺 昭和34 公　開

荒久古墳 中央区青葉町（青葉の森公園内） 千　葉　県 昭和35 公　開

公立千葉病院跡 中央区中央4丁目 千葉大学医学部 昭和36 公　開

共立病院跡 中央区院内2丁目（院内公園内） 千葉大学医学部 昭和36 公　開

恕閑塚 緑区誉田町2丁目11-3 個　人 昭和42 公　開

森川家累代の墓碑 中央区生実町1156 重　俊　院 昭和42 公　開

滑橋貝塚 若葉区小倉町1014ほか 個　人 昭和56 公　開

千葉山 稲毛区園生町444-１ほか 金　蔵　院 昭和56 公　開

千葉御茶屋御殿跡 若葉区御殿町2549 千　葉　市 平成16 公　開

名勝 稲毛の松林 稲毛区稲毛1丁目10-16ほか 千葉市・浅間神社ほか 昭和35 公　開

市地域文化財　１０件

名　　　称 所在地 所有・管理者 指定年度 公開/非公開

建造物 千葉市ゆかりの家・いなげ（旧武見家住宅） 稲毛区稲毛1丁目16-12 千　葉　市 平成27 公　開

平川町内会文書 中央区亥鼻1丁目6-1（千葉市立郷土博物館内） 千葉市緑区平川町内会 平成20 公　開

稲荷町有文書 中央区稲荷町2丁目8-30 稲　荷　神　社 平成22 非公開

歴史資料 黒砂分教場の記念碑 稲毛区黒砂4丁目 黒砂第一自治会 平成27 公　開

登戸の神楽囃子 中央区登戸3丁目3-8 登渡神社登戸囃子連 平成20 特定日公開

寒川神社の御浜下り 中央区寒川町1丁目123 寒川神社氏子青年会 平成21 公　開

三代王神社の神楽 花見川区武石町1丁目4 三代王神社神楽連 平成22 特定日公開

検見川神社の神楽・祭囃子 花見川区検見川町1丁目1 検見川神社神楽囃子連 平成25 特定日公開

遠近三市の追悼碑 花見川区検見川町1丁目5 宝　蔵　院 平成21 公　開

「開有富」の開墾碑 花見川区作新台5丁目14 春　日　神　社 平成21 公　開

国指定文化財　　７件

国登録文化財　　５件

民俗文化財 無   形

有形文化財

記念物 史跡

史跡

有形文化財

種　別

記念物

古文書

建造物

彫刻

工芸品

古文書

有形文化財

考古資料

民俗文化財 無形

種　　別

天然記念物

記念物

史跡

無形文化財

種　　別

有形文化財

建造物

考古資料

種　別

天然記念物

記念物

史跡

種　　別

有形文化財 建造物

彫刻

工芸品

有形文化財
古文書

時代 日本の歩み 郷土の歩み

前28,000 千葉市周辺へ人が生活しはじめる（餅ヶ崎遺跡など）

氷河期が終わり、温暖化はじまる

草創期 前12,000 土器がつくられはじめ、縄文時代がはじまる

早期 前8,000 弥三郎第二遺跡など

前期 前4,000 温暖化による海面上昇、縄文海進

中期 前3,000

後期 前2,000

晩期 前1,000 貝塚が無くなり、遺跡数も減少

前300 稲作や金属器が広まり、弥生時代がはじまる

前100 千葉市周辺では弥生文化の開始が遅れる（星久喜遺跡）

300 前方後円墳が築かれはじめる 5世紀の大覚寺山古墳（前方後円墳）が市内最古

大規模集落や群集墳が出現 千葉国造が設置される

538 仏教伝来 人形塚古墳、荒久古墳

大化元 645 大化の改新

大宝元 701 大宝律令ができる

和銅2 709 行基が千葉寺建立（伝）

和銅3 710 平城京へ都を移す

天平13 741 国分寺・国分尼寺建立の詔

天平15 743 墾田永年私財法を出す 千葉郡に七郷設置

延暦13 794 平安京へ都を移す

天長3 826 上総・常陸・上野を親王の任国とする

承平5 935 平将門の乱

大治元 1126 千葉常重、大椎城から亥鼻へ移る、千葉開府

保元元 1156 保元の乱

平治元 1159 平治の乱

治承4 1180 源頼朝挙兵

文治元 1185 平氏滅亡 常胤が下総の守護に任ぜられる

建久3 1192 源頼朝が征夷大将軍に任じられる

文永11 1274 文永の役（蒙古襲来） 千葉頼胤、九州出陣

弘安4 1281 弘安の役（蒙古襲来）

元弘3 1333 鎌倉幕府滅亡

延元元 1336 足利尊氏、室町幕府を開く

康正2 1456 馬加康胤・原胤房連合軍が千葉城焼打、千葉氏本家滅亡

応仁元 1467 応仁の乱

長享2 1488 酒井定隆が土気城へ、太田道灌と自胤ら千葉孝胤と合戦

天文12 1543 鉄砲伝来

天正元 1573 室町幕府滅亡

天正10 1582 本能寺の変

天正13 1585 豊臣秀吉関白となる

天正18 1590 小田原北条氏滅亡・家康江戸城に入る 小田原合戦（千葉氏・酒井氏滅亡）

慶長5 1600 関ヶ原の戦い

慶長8 1603 徳川家康、江戸幕府を開く

慶長18 1613 寒川村名主布施丹後父子、丹後堰を着工

慶長19 1614 大坂冬の陣、翌年夏の陣 家康、東金に鷹狩（御成街道と御茶屋御殿建設）

寛永4 1624 森川重俊が大名となり、生実に陣屋を置く

享保元 1716 享保の改革（徳川吉宗）

享保9 1724 染谷源右衛門らの請負で印旛沼堀割普請開始

享保20 1735 青木昆陽、幕張で甘藷栽培試みる

天明3 1783 天明の大飢饉、浅間山噴火

天明7 1787 寛政の改革（老中松平定信） 千葉町・寒川村・登戸村で打ちこわしが発生

文政8 1825 亥鼻山に佐倉藩異国船警固のため居小屋を設置

嘉永6 1853 ペリー浦賀来航

慶応3 1867 大政奉還

明治元 1868 明治改元（九月）

明治2 1869 版籍奉還、知藩事を置く 旧小金・佐倉牧開墾開始

明治4 1871 廃藩置県 旧藩領を統合して印旛県が発足

明治6 1873 徴兵令、地租改正 木更津県と統合し、千葉県誕生（千葉神社に仮庁舎）

明治11 1878 地方三新法の制定 千葉町に千葉市原郡役所を設置

明治19 1886 千葉郵便局創設、海岸道路完成（登戸地先）

明治21 1888 稲毛海岸・千葉県第１号の海水浴場開設

明治22 1889 大日本帝国憲法発布 千葉町の成立（寒川・登戸・黒砂・千葉寺を合併）

明治25 1892 千葉町中心街で大火、460戸焼失

明治27 1894 日清戦争 総武鉄道市川～佐倉間開通、千葉駅開業

明治37 1904 日露戦争

明治45 1912 奈良原三次ら稲毛海岸に民間練習飛行場創設

大正3 1914 第一次世界大戦

大正10 1921 千葉市市制施行

大正12 1923 関東大震災

昭和12 1937 日中戦争

昭和14 1939 第二次世界大戦

昭和20 1945 広島・長崎に原子爆弾投下、終戦 6月10日・7月7日の大空襲で中心地231haが焼失

昭和26 1951 日米安全保障条約調印 検見川で古代ハス（オオガハス）の種発掘

昭和45 1970 大阪万国博覧会開幕 市庁舎を千葉港に移転

平成 平成4 1992 政令指定都市移行

昭和

年代・年号

飛鳥

奈良

・

平安

鎌倉

室町

安土

桃山

江戸

旧石器

縄文
大型貝塚が多数形成される（加曽利貝塚、月ノ木貝塚、荒屋

敷貝塚、花輪貝塚、犢橋貝塚など）

弥生

古墳

明治

大正

千 葉 市 歴 史 年 表

見学時のマナーについて
　文化財は、郷土の歴史や文化を伝えてくれる大切な財産です。所有者の方々によって大切に
保存され、伝承されてきました。見学時には以下の点にご留意ください。
① 文化財や植物を傷つけたり、汚したりしないでください。ゴミは必ず持ち帰りましょう。 
② 文化財所有者の迷惑にならないように十分に配慮してください。 
③ 個人の敷地内に許可なく入ることは絶対に行わないでください。非公開や公開日が限定され
　ている文化財もあります。 
④ 社寺など信仰の対象となっているところでは、行事が執り行なわれている場合もありますの
　で、ご迷惑にならないようご注意ください。  


