
数字で見る千葉県 県の主な施設 公園など

公園など 電話番号・交通手段
青葉の森公園　
（千葉市）

陸上競技場、野球場、テ
ニスコ−ト、中央博物館、
彫刻の広場、芸術文化ホ
−ル、公園センター、つく
しんぼの家、中央広場な
ど

　043ー208ー1500（管理事務所）
　043ー265ー3111（中央博物館）	→14ページ
　043ー266ー3511（芸術文化ホール）
　043ー262ー8899（スポーツプラザ）
JR千葉駅からバス「中央博物館」・	「ハーモニープラ
ザ」ほか下車または京成千葉寺駅から徒歩8分

羽衣公園
（千葉市）

噴水、モニュメントなど 　043ー242ー6101（千葉土木事務所）
JR本千葉駅から徒歩5分または千葉モノレ−ル
県庁前駅下車

幕張海浜公園
（千葉市）

日本庭園見浜園、茶室、芝
生広場など

　043ー296ー0126（管理事務所）
JR海浜幕張駅から徒歩10分

行田公園
（船橋市）

芝生広場、ワンパク広場、
レストコーナーなど

　047ー430ー6229（管理事務所）
JR・東京メトロ・東葉高速鉄道西船橋駅から
バス「行田団地」下車徒歩５分

柏の葉公園
（柏市）

総合競技場、野球場、コ
ミュニティ体育館、テニス
コート、公園センタ−、日
本庭園牧が原園、バラ園、
桜の広場、ボ−ト池など

　04ー7134ー2015（管理事務所）
つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅から
バス「柏の葉公園中央」下車
JR・東武柏駅からバス「三井住宅前」
「柏の葉公園中央」ほか下車

北総花の丘公園
（印西市）

花と緑の文化館、芝生広
場、サクラの広場、自然生
態園、野鳥観察所など

　0476ー47ー4030（管理事務所）
北総鉄道千葉ニュ−タウン中央駅から徒歩10分
またはバス「北総花の丘公園」下車

印旛沼公園
（印西市）

展望台、芝生広場など 　043ー483ー1143（印旛土木事務所）
京成臼井駅からバス「師戸」下車徒歩５分

蓮沼海浜公園
（山武市）

ウォ−タ−ガ−デン、テニ
スガ−デン、ホテル、展望
塔、スポ−ツ広場など

　0475ー86ー3171（管理事務所）		
　0475ー86ー2511（ホテル）		
JR横芝駅からバス「石橋水産前」下車徒歩3分

富津公園
（富津市）

展望塔、屋内温水プール、
ジャンボプ−ル、テニスコ
−ト、キャンプ場など

　0439ー87ー8887（管理事務所）
　0439ー87ー2565（富津市観光協会富津支部）
　0439ー87ー6061（ジャンボプ−ル）
JR青堀駅からバス「富津公園」下車

館山運動公園
（館山市）

テニスコート、野球場、多
目的運動場、体育館など

　0470ー28ー1340（管理事務所）
JR館山駅からバス「運動公園前」下車徒歩５分

手賀沼自然ふれあ
い緑道（柏市）

遊歩道・休息施設（あず
まや）

　04ー7167ー1203（柏土木事務所）
JR北柏駅から徒歩10分

八千代広域公園
（八千代市）

遊歩道、市立図書館、市
民ギャラリー、市総合グラ
ウンド

　043ー242ー6101（千葉土木事務所）
　047ー486ー2306（市立図書館）
　047ー406ー4116（市民ギャラリー）
　047ー484ー4222（総合グラウンド）
東葉高速鉄道村上駅から徒歩15分

長生の森公園
（茂原市）

野球場、テニスコート、
ゲートボール場など

　0475ー26ー2474（管理事務所）
JR茂原駅からバス「郡界橋」下車徒歩10分

注１：高速自動車国道を除く
注2	:	平成28年1月から12月の実績
注3	:	平成27年1月から12月の実績

項      目 単位 千葉県 全国
順位 全  国 年 次 お よ び 資 料

面 積 ㎢ 5,157.61 28 377,973.9 平成29年10月１日 全国都道府県市区町村別面積調

道 路 実 延 長 ㎞
注1
40,610.0 6 1, 213,543.0 平成28年４月１日 道路統計年報

世 帯 数 世帯 2,609,132 6 53,448,685 平成27年10月１日 国勢調査

人 口 千人 6,236 6 126,933 平成28年10月１日 人口推計年報

社 会 増 減 人 16,203 2 − 平成29年 住民基本台帳人口移動報告（日本人移動者）

自 然 増 減 人 △14,955 44 △394,332 平成29年 人口動態統計の概況

１人当たり県（国）民所得 千円 2,920 22 3,059 平成27年度県民経済計算、平成27年度国民経済計算年報

事業所数（民営） 事業所 196,579 9 5,578,975 平成28年6月１日 経済センサス−活動調査

従業者数（民営） 人 2,114, 259 9 56,872,826 　　　	〃　　　 　　 　　〃

総 農 家 数 戸 62,636 10 2,155,082 平成27年２月１日 2015年農林業センサス

耕 地 面 積 ha 125,700 9 4,444,000 平成29年耕地及び作付面積統計

林 野 面 積 ha 158,848 40 24,802, 277 平成27年２月１日 2015年農林業センサス

農 業 産 出 額 億円 4,700 4 92,742 平成29年 生産農業所得統計

野 菜 産 出 額 億円 1,829 3 24,508 　　　	〃　　　 　〃

生 乳 生 産 量 ｔ 207,967 6 7, 276,523 平成29年 牛乳乳製品統計

海面漁業漁獲量 ｔ 120,101 8 3, 258,020 平成29年 海面漁業生産統計調査

製造品出荷額等
（従業者4人以上の事業所） 億円

注2
114,020 7 3,020,356 平成29年	工業統計調査

年間商品販売額 億円
注3
125,632 9 5,448,359 平成28年6月1日 経済センサス-活動調査

（卸売業・小売業）

小 学 校
学校数 校 803 7 19,892 平成30年５月１日 学校基本調査

児童数 人 315,874 6 6,427,867 　　　	〃　　　 　　 〃

中 学 校
学校数 校 402 7 10, 270 　　　	〃　　　 　　 〃

生徒数 人 157,979 6 3, 251,670 　　　	〃　　　 　　 〃

高等学校
学校数 校 183 8 4,897 　　　	〃　　　 　　 〃　		（通信制を除く）

生徒数 人 150,698 6 3, 235,661 　　　	〃　　　 　　 〃　		（通信制を除く）

病 院 数 病院 288 9 8,412 平成29年10月１日 医療施設調査・病院報告の概況

自動車保有車両数 千両 3,636 7 81,563 平成30年３月31日 自動車保有車両数統計

年 間 観 光 客 数 千人 179,335 − − 平成29年 観光入込調査
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公園など、県立美術館・博物館県の主な施設 県立少年自然の家・青年の家、県民の森

大房岬自然公園
（南房総市）

ビジターセンター、キャン
プ場（有料）、運動園地、
展望塔など

0470ー33ー4551
JR富浦駅からバス「大房岬レストハウス前」下車
（バスは電話予約制	 0470ー20ー4344）

白子自然公園
（白子町）

野球場（有料）、運動広場
など

0475ー33ー2117
JR茂原駅からバス「白子車庫」下車徒歩５分

片貝自然公園　
（九十九里町）

ビジターセンター、運動広
場など

0475ー76ー6669
JR東金駅からバス「西の下」下車徒歩5分

勝浦海中公園
（勝浦市）

ビジターセンター、海中展
望塔（有料）など

0470ー76ー2955		
JR鵜原駅から徒歩15分

館山自然公園
（館山市）

プールなど 0470ー29ー0211
JR館山駅からバス「休暇村前」下車

県立美術館・博物館 電話番号・交通手段 入場料※
美術館（千葉市） 浅井忠など房総ゆかりの

芸術家の作品や近現代美
術作品などを展示

043ー242ー8311
JR・千葉モノレ−ル千葉みなと駅下車
徒歩10分

300円

中央博物館
（千葉市）

房総の自然や歴史を紹介
する総合博物館
野外には自然観察を楽し
める生態園を併設

043ー265ー3111
JR千葉駅またはJR蘇我駅からバス「中央
博物館」下車徒歩6分

300円

中央博物館
大利根分館
（香取市）

利根川の自然・歴史・生活・
文化をテーマに展示
※10月〜3月は団体受入専用
期間のため個人利用不可

0478ー56ー0101
JR佐原駅からバス「水郷佐原あやめパー
ク」下車徒歩3分

200円

中央博物館
大多喜城分館
（大多喜町）

房総を中心とした中世か
ら近世にかけての城郭や
武器・武具などの展示

0470ー82ー3007		
いすみ鉄道大多喜駅から徒歩15分

200円

中央博物館分館
海の博物館
（勝浦市）

房総の海と自然をテ−マに
展示

0470ー76ー1133
JR鵜原駅から徒歩15分

200円

現代産業科学館
（市川市）

産業に応用された科学技
術を体験的に学べる博物
館

047ー379ー2000
JR本八幡駅またはJR下総中山駅から
徒歩15分

300円

関宿城博物館
（野田市）

河川改修の歴史や洪水と
の闘い、水運や河川が育ん
だ文化などを紹介

04ー7196ー1400
東武野田線川間駅からバス「関宿城博物
館」下車

200円

房総のむら
（栄町）

房総の伝統的生活様式や
技術を直接体験して学ぶ
体験型博物館

0476ー95ー3333　
JR安食駅からバス「房総のむら」下車
徒歩3分

300円

※入場料　高校生・大学生は半額。中学生以下、65歳以上は無料。（企画展・特別展の料金は別に設定）
※休館日　月曜日（祝休日の場合は火曜日）、年末年始。

酪農のさと
（南房総市）

日本酪農発祥の地として
酪農の歴史などを紹介

南房総市大井686
0470ー46ー8181

無料

県立少年自然の家・青年の家 住所・電話番号 料金
手賀の丘少年自
然の家

野外体験活動やスポーツ
レクリエーション活動

柏市泉1240ー1		
04ー7191ー1923

宿泊料は、820円。
ただし、高校生以
下は、300円。
食費、シーツ代、研
修室などの利用料
は各施設へお問い
合わせください。

水郷小見川少年
自然の家

カヌ−など水上スポ−ツの
体験

香取市小見川5249ー1
0478ー82ー1343

君津亀山少年自
然の家

ハイキング、オリエンテー
リング

君津市笹字片倉1661ー1
0439ー39ー2628

東金青年の家 里山散策や野外体験活動 東金市松之郷270
0475ー54ー1301

鴨川青年の家 カッタ−、シーカヤックなど
の海洋スポ−ツ体験

鴨川市太海122ー1		
04ー7093ー1666

県民の森 電話番号・交通手段
船橋県民の森　
（船橋市）

運動広場、フィ−ルドアス
レチック、野外炉、集いの
広場、遊歩道ほか

047ー457ー4094		
JR船橋駅、新京成線三咲駅、北総鉄道小室駅から
バス「県民の森」下車

東庄県民の森　
（東庄町）

芝生広場、水鳥観察舎、
ふるさと館、弓道場、庭球
場、バーベキュー場ほか

0478ー87ー0393		
JR飯岡駅・笹川駅から車で15分

大多喜県民の森
（大多喜町）

竹の情報館、竹笹園、ログ
キャビン、キャンプ場、遊
歩道ほか

0470ー82ー3110	
いすみ鉄道大多喜駅から徒歩15分

館山野鳥の森　
（館山市）

ふれあい野鳥館（ジオラ
マ展示など）、探鳥道ほか

0470ー28ー0166		
JR館山駅からバス「安房神社前」下車徒歩5分

内浦山県民の森
（鴨川市）

宿泊棟、グラウンド、ログ
キャビン、オートキャンプ
場、文化体育館ほか

04ー7095ー2821
JR安房小湊駅から車で10分

清和県民の森　
（君津市）

木のふるさと館、キャンプ
場、ログキャビン、オート
キャンプ場ほか

0439ー38ー2222
JR木更津駅からバス「サン・ラポール」下車
徒歩15分

房総のむら中央博物館大多喜城分館
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その他施設など県の主な施設 県立図書館、スポーツ施設、その他施設など

県立図書館 住所・電話番号
中央図書館 専門書や研究書、県に関

する資料など約140万冊
を保存・提供。資料相談
や各種講座などを開催

千葉市中央区市場町11ー1
043ー222ー0116

西部図書館 松戸市千駄堀657ー7
047ー385ー4133

東部図書館 旭市ハの349
0479ー62ー7070

スポーツ施設 電話番号・交通手段
県総合スポーツセ
ンター
（休）月曜日

スポーツ科学センター
（フィットネススタジオ、ト
レーニングルーム、多目的
アリーナ、研修室）、陸上
競技場、第２陸上競技場、
野球場、軟式野球場、ソフ
トボ−ル場、体育館、武道
館、庭球場、サッカ−・ラ
グビ−場、弓道場、研修所

043ー290ー8501
千葉モノレールスポーツセンター駅下車またはJR稲毛
駅からバス「スポーツセンター」下車

射撃場
SBR射撃場、AR射撃場、
BR射撃場

043ー239ー0164
千葉モノレール千城台駅からバス「県射撃場」下車
徒歩5分

東総運動場
陸上競技場、テニスコート、
多目的広場、ヒルトレック
コース、ジョギングコース

0479ー68ー1061
JR旭駅からバス「中和」下車徒歩7分またはJR小見
川駅からバス「松沢坂上」下車徒歩7分

県国際総合水泳場 メインプ−ル、飛込プ−ル、
サブプ−ル、初心者用プ−
ル、トレ−ニング室

047ー451ー1555
JR新習志野駅南口前

県障害者スポーツ・
レクリエーション
センター

体育室、多目的室、音楽
室、教養文化室、ホール
※障害のある方の優先使
用となります。詳しくは
お問い合わせください。

043ー253ー6111
千葉モノレールスポーツセンター駅下車徒歩3分また
はＪＲ稲毛駅からバス「スポーツセンター駅」下車
徒歩3分

その他施設など 電話番号・交通手段
県文書館
（千葉市）

歴史公文書、古文書、行政資料を保
存・提供する施設。講座や企画展
などの開催、行政資料の販売
（休）日曜日・祝日、月末、年末年始

043ー227ー7555
JR本千葉駅から徒歩10分、
千葉モノレール県庁前駅から徒歩３分

幕張メッセ　　　
（千葉市）

日本初の本格的なコンベンション
施設。展示会・国際会議・各種イ
ベント・コンサートなどを開催

043ー296ー0001		
JR海浜幕張駅から徒歩５分

千葉県文化会館
（千葉市）

県民の文化の拠点となる、代表的な
文化会館。敷地の文化の森には県
立中央図書館があり、亥鼻公園とも
一体となっている。
（休）月曜日※、年末年始

043ー222ー0201	
JR本千葉駅から徒歩10分、千葉モノレー
ル県庁前駅から徒歩７分、JR千葉駅からバ
ス「郷土博物館・千葉県文化会館」下車徒
歩２分

千葉県東総文化
会館
（旭市）

東総地域における芸術文化振興の
拠点。芸術文化鑑賞・創造・発表
の場となる多目的ホール
（休）月曜日※、年末年始

0479ー64ー2001		
JR旭駅から徒歩15分

千葉県南総文化
ホール
（館山市）

南総地域における芸術文化振興の
拠点。芸術文化鑑賞・創造・発表
の場となる多目的ホール
（休）月曜日※、年末年始

0470ー22ー1811		
JR館山駅から徒歩15分、またはバス「南総
文化ホール前」下車徒歩3分

青葉の森公園　
芸術文化ホ−ル
（千葉市）

演劇やコンサ−ト、講演会、発表会
などに利用できる多目的ホ−ル。本
格的な組立式能舞台を併設
（休）月曜日※、年末年始
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さわやかちば県民
プラザ
（柏市）

生涯学習センター・芸術文化センタ−
機能を持つ複合施設。各種講座・
イベントの開催。研修室やスタジ
オ、ホ−ル、宿泊施設などを併設
（休）月曜日※、年末年始

04ー7140ー8600		
JR柏駅からバス「県民プラザ」下車、つくば
エクスプレス柏の葉キャンパス駅からバス「県
民プラザ」下車

かずさアカデミア
ホール
（木更津市）

隣接するホテルやスポーツ施設と併
せて、「かずさアーク」を形成。国際
会議やコンサートを開催できるメイ
ンホールに加え、大小会議室９室を
併設
（休）年末年始

0438ー20ー5555		
JR木更津駅からバス「かずさアーク」下車
徒歩8分
木更津北ＩＣまたは君津ＩＣから車で15分

海ほたる
（木更津市）

東京湾アクアラインのパ−キングエ
リア。観光情報の提供や特産品の
販売
（休）無休

0438ー41ー7401
木更津金田ICから車で5分

いすみ環境と文化
のさとセンター
（いすみ市）

野鳥や昆虫、植物などの自然観察、
学習施設
（休）月曜日※、年末年始

0470ー86ー5251
いすみ鉄道国吉駅から車で10分

飯岡刑部岬展望館
（旭市）

パノラマ展示室、光と風のデッキ、
屋上展望台
（休）月曜日※（デッキは利用可）

0479ー57ー1181
JR旭駅からバス「灯台入口」下車徒歩10分

※月曜日が祝日の場合は翌日が休業日となります。
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