
千葉県立館山野鳥の森 平成30年3月31日現在

番号 建物等名称
施設の
種類

住所
面積
㎡

用途 建築年月日 構造 階数 屋根の種類 備考

1 ふれあい野鳥館 建物 館山市大神宮553 707.36 会館ホール H12.6.23 鉄骨造 地上1階 陸屋根

2 野外便所（みどりの広場） 建物 館山市大神宮589 13.65 便所 S42･3･31 ﾌﾞﾛｯｸ造り 地上1階 鉄板葺

3 野外便所（シジュウカラ峠） 建物 館山市大神宮 6.25 便所

4 作業員休憩所 建物 館山市大神宮539 60.66 詰所 S63.1.23 木造 地上1階 鉄板葺

5 作業用具室 建物 館山市大神宮931-1 19.44 倉庫 S42.3.31 木造 地上1階 鉄板葺

6 飼育禽舎① 建物 館山市大神宮502 228.48 動物舎 S50 木造 地上1階 トタン葺 閉鎖

7 飼育禽舎② 建物 館山市大神宮502 97.00 動物舎 S42･3･31 鉄骨造 地上1階 金鋼葺

8 飼育禽舎③ 建物 館山市大神宮502 12.15 動物舎 S42･3･31 鉄骨造 地上1階 金鋼葺

9 飼育禽舎④ 建物 館山市大神宮502 12.15 動物舎 S42･3･31 鉄骨造 地上1階 金鋼葺 閉鎖

10 車庫 建物 館山市大神宮 17.64 S51.1.13 木造 地上1階 トタン葺

11 大型ネット禽舎 建物 館山市大神宮524 1360.00 動物舎 S42.3.31 鉄骨造 地上1階 ゴルフネット掛

12 ポンプ小屋 建物 館山市大神宮524 2.40 機械小屋 S42.3.31 木造 地上1階 トタン

13 機械倉庫 建物 館山市大神宮539 19.15 倉庫 H17.3.25 木造 地上1階 トタン

14 ゴミ小屋 建物 館山市大神宮553 2.10 倉庫 木造 地上1階 トタン

15 飼料倉庫 建物 館山市大神宮 5.30 倉庫 木造 地上1階 トタン 閉鎖

16 木小屋 建物 館山市大神宮539 10.00 倉庫 H13.10.25 木造 地上1階 トタン

17 あずまや（小久保ヶ谷） 建物 館山市大神宮 8.40 休憩所 木造 地上1階 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ

18 あずまや（ピクニック広場）） 建物 館山市大神宮364 8.40 休憩所 木造 地上1階 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ

19 あずまや（みどりの広場） 建物 館山市大神宮 12.96 休憩所 木造 地上1階 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ

20 あずまや（天神山） 建物 館山市大神宮521-2 12.96 休憩所 H2.3.31 木造 地上1階 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ

21 ベンチ・テーブル（ピクニック広場） 工作物 館山市大神宮 9組 休憩所 H11 木造 内、偽木1基

22 ベンチ・テーブル（みどりの広場） 工作物 館山市大神宮 6組 休憩所 H11 木造
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23 ベンチ・テーブル（探鳥道） 工作物 館山市大神宮 12基 休憩所 木造 内、偽木１基

24 看板 工作物 館山市大神宮 55基 周知施設

25 遊具（みどりの広場） 工作物 館山市大神宮 遊具 ブランコ，鉄棒

26 藤棚（みどりの広場） 工作物 館山市大神宮 1基 木造

27 探鳥道 遊歩道 館山市大神宮

28 餌木展示林 展示林 館山市大神宮

29 駐車場 駐車場 館山市大神宮

30 西沢の池（水禽池） 園地 館山市大神宮 防護柵あり

31 池（みどりの広場） 園地

32 みどりの広場 園地 館山市大神宮 高麗芝

33 エントランス広場 園地 館山市大神宮
高麗芝・砂利敷
き

34 ピクニック広場 園地 館山市大神宮

35 展望台（富士見） 園地 館山市大神宮 防護柵あり

36 展望台（国見） 園地 館山市大神宮 防護柵あり

37 展望台（ピーヒョロ） 園地 館山市大神宮 防護柵あり

38 展望台（大島） 園地 館山市大神宮 防護柵あり

39 展望台（野鳥観察舎跡） 園地 館山市大神宮 H17.4


