
【別紙２】県が関係者に確認し、「スタンプラリーに参加の可能性あり」と回答があった「ちば文化資産」の名称及び具体的な参加施設等（平成３０年８月末現在）

　※以下の内容はあくまで予定であり、受託者が責任をもって関係者と詳細を調整し、変更・追加があれば適宜対応すること。

　　なお、最終的な参加施設等は県の承認を受けて決定すること。

　※受託後、以下にはない「ちば文化資産」から参加希望があった場合、受託者が関係者に参加条件等を確認し、県の承認のうえ、参加が決定した場合は適切に対応すること。

No. ちば文化資産の名称 スタンプの設置場所（見込み） 左記の所在地 備考（参加条件など）

1 猪鼻城址 博物館入口付近 千葉市中央区亥鼻1 休館日不可

2 加曽利貝塚 加曽利貝塚博物館 千葉市若葉区桜木8 ー

3 千葉市美術館（旧川崎銀行千葉支店本館） 千葉市美術館　８階受付 千葉市中央区中央3 休館日不可

4 千葉の親子三代夏祭り 中央公園内実施本部 千葉市中央区中央1 祭り期間中（前夜祭、本祭り）のみ

5 千葉ポートタワー・千葉ポートパークと千葉県立美術館
①県立美術館館内　総合受付周辺

②千葉ポートタワー
千葉市中央区中央港1 ①休館日不可

6 幕張新都心 （要調整） ー 各地区の管理者と個別に調整が必要

7 飯香岡八幡宮本殿 社務所受付窓口 市原市八幡 ー

8 上総国分寺跡、上総国分尼寺跡 史跡上総国分尼寺跡展示館 市原市国分寺台中央3 ー

9 日蓮伝説が遺されている中山法華経寺と中山・若宮界隈 宗教法人法華経寺 市川市中山2 ー

10 東山魁夷記念館 建物内受付付近 市川市中山1 休館日不可

11 アンデルセン公園 サービスセンター内 船橋市金堀町 入園料が必要

12 谷津干潟 習志野市谷津干潟自然観察センター 習志野市秋津5 入館料が必要

13 京成バラ園　ローズガーデン 京成バラ園　大温室 八千代市大和田新田 ー

14 浦安の文化財住宅 旧大塚家住宅　土間 浦安市堀江3 ー

15 戸定邸と庭園 受付窓口 松戸市松戸 ー

16 利根運河 運河出張所庁舎内　玄関脇 流山市西深井 土日・祝日対応は要調整

17 手賀沼花火大会
①道の駅しょうなん

②柏市役所沼南庁舎（展示ブース）
①柏市箕輪新田、②柏市大島田 ー

18 白樺派と文人の郷
①杉村楚人冠記念館　②白樺文学館

③旧村川別荘
①②我孫子市緑2、③我孫子市寿2 休館日不可

19 布佐地区の江戸文化遺産 旧井上家住宅　母屋土間 我孫子市相島新田１ 休館日不可



20 成田山新勝寺・門前町と祇園祭 （要調整） ー ー

21 佐倉城跡・城下町と”江戸”時代まつり 佐倉城址公園センター（佐倉城址公園内） 佐倉市城内町　官有無番地 屋外設置。各種申請が必要。

22 佐倉チューリップフェスタ 売店内の休憩所 佐倉市臼井田 ー

23 佐倉の秋祭り 佐倉新町おはやし館 佐倉市新町 休館日不可

24 DIC川村記念美術館 美術館受付内 佐倉市坂戸 入館料が必要

25 武術　立身流 （要調整） ー
「立身流抜初演武大会」（毎年１月最終日曜日午後・

佐倉市中央公民館大ホール）等では参加可能性あり

26 ぼっち（落花生の野積み）の風景 八街市役所受付 八街市八街ほ ー

27 清戸の泉 船橋カントリー倶楽部　クラブハウス 白井市清戸 ー

28 千葉県立房総のむら 総屋（受付） 栄町龍角寺 有料エリア（応相談）

29 香取市佐原伝統的建造物群保存地区 建物の窓口 香取市佐原イ　他 平成31年度以降は可

30 佐原の山車行事 水郷佐原山車会館 香取市佐原イ ー

31 神崎神社となんじゃもんじゃ 社務所 神崎本宿 ー

32 銚子はね太鼓 銚子はね太鼓保存会事務所（八百富青果店） 銚子市後飯町6 日曜日原則不可

33 屏風ケ浦とジオパーク 銚子ジオパークビジターセンター 銚子市双葉町3

34 飯高寺 飯高寺　南側駐車場　観光案内所 匝瑳市飯高 9:00～16:00（平日・土日祝）可能

35 東金駅西口の歴史的建造物群
①旧多田屋店舗サントス

②旧東金税務署街並み活用センター
東金市東金 ー

36 歌人伊藤左千夫の生家 歴史民俗資料館受付 山武市殿台 休館日不可

37 山武市サマーカーニバル NPO法人山武市観光協会 山武市津辺 NPO法人山武市観光協会の営業時間内なら可

38 芝山はにわ祭 芝山公園内祭本部テント 芝山町芝山 ー

39 茂原七夕まつり 茂原市役所七夕館 茂原市道表1（茂原市役所1階） 閉庁日不可

40 芥川荘 一宮館　フロント 一宮町一宮 ー

41 玉前神社とその門前町 玉前神社境内 一宮町一宮 ー



42 釣ヶ崎海岸の景観 一宮町中央公民館 一宮町一宮 休館日不可

43 岩沼の獅子舞 長生村文化会館 長生村岩沼 ー

44 白子神社 白子神社事務所 白子町関 ー

45 長柄横穴群 史跡長柄横穴群資料館 長柄町徳増字源六 資料館外であれば設置可

46 笠森寺観音堂 笠森観音境内もしくは観音堂 長南町笠森 ー

47 勝浦朝市 KAPPYビジターセンター 勝浦市墨名 ー

48 勝浦タンタンメン 取扱店約40店舗（全店で扱えるかは検討） ー ー

49 かつうらビッグひな祭り 勝浦市芸術文化交流センターkuste 勝浦市沢倉 ー

50 いすみ鉄道の景観 大多喜駅 大多喜町大多喜 9:30～17:00可能（要調整）

51 大多喜城と城下町 大多喜城分館玄関（無料ゾーン） 大多喜町大多喜 休館日不可。開館時間内のみ可能。

52 大多喜町役場庁舎（中庁舎） 大多喜町役場中庁舎 大多喜町大多喜 ー

53 沖ノ島周辺の景観 沖ノ島　島内の四阿 館山市館山 建物は無人

54 大山千枚田と棚田の夜祭り 棚田倶楽部 鴨川市平塚 ー

55 清澄寺と清澄山 仁王門　礼所 鴨川市清澄 9:00～16:00可能

56 嶺岡牧 千葉県酪農のさと酪農資料館 南房総市大井 休館日不可

57 白浜海女まつり
①野島崎公園管理事務所

（②観光協会事務局）

①南房総市白浜町白浜

（②南房総市富浦町原岡）
①は通常閉鎖

58 高家神社と庖丁式 神符授与所（社務所窓口） 南房総市千倉町南朝夷 9:00～16:00可能

59 東京湾アクアラインと海ほたるの景観 海ほたるPA内 木更津市中島地先 スタンプ設置用の机（台）を希望。実施期間は要調整。

60 上総掘りの技術 袖ヶ浦市郷土博物館事務室 袖ヶ浦市下新田 休館日不可

61 下総三山の七年祭り 二宮神社境内 船橋市三山5 ー

62 潮干狩り 牛込海岸潮干狩り場　チケット売り場 木更津市牛込 潮干狩りの営業日のみ

63 印旛沼と周辺の里山景観 （要調整） ー 範囲が広域であるため設置場所は要調整

64 航空科学博物館と成田空港の景観 航空科学博物館受付 芝山町岩山 入館料が必要



65 天保水滸伝を伝えるゆかりの地 東庄町観光会館 東庄町笹川い 休館日不可。10:00～15:00可能。

66 小湊鉄道とその沿線の景観 有人駅など（応相談） ー ー

67 鋸山の房州石石切場と日本寺 大仏広場の売店 鋸南町元名 8:00～17:00可能

68 上総十二社祭り 玉前神社境内 一宮町一宮 ー


