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東葉高速線沿線で見つける！
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東葉高速鉄道
発行：東葉高速鉄道株式会社

TEL 047-458-0018（平日9:00〜17:30） HP https://www.toyokosoku.co.jp/

東葉高速線エリアの主要なスポットをチェック
八千代市内を走る東葉高速線の「八千代緑が丘」駅、
「八千代中央」駅、
「村上」駅、
「東葉勝田台」駅周辺エリアにあ
る主要な買い物スポットや生活利便施設、休日などに身近に楽しめる公園・レジャースポットを紹介します。
※

は該当施設から最も近い東葉高速線の駅を示すもので、必ずしも施設の最寄り駅ではありません。

駅名

八千代緑が丘

「八千代緑が丘」駅の便利な２つの大規模商業施設
「八千代緑が丘」駅南口にある「イオンモー
ル八千代緑が丘」は、全国でも初の駅直結

八千代緑が丘

型のイオンモール。核施設「イオン」を中心

八千代緑が丘駅（八千代市緑が丘 1-1104-3）

に、ファッション、飲食、サービスなどの専

は市内唯一の映画館「TOHOシネマズ 八
千代緑が丘」が入る複合商業施設「公園

流れています。市の北側は水田や緑地など豊かな自然が広がり、南

都市プラザ」が。保育園やクリニック、金融
イオンモール八千代緑が丘（八千代市緑が丘 2-1-3）

機関などの生活に便利な施設や、地元の新
鮮野菜などを販売する「まちのえき 八千代

行政施設や公共・医療施設がコンパクトなエリアに
「八千代中央」駅周辺には、
「八千代市役所」をはじめ市の行政・公
共施設が集まります。
「八千代警察署」や「八千代市保健センター」、
温水プールやトレーニング室もある「八千代市総合生涯学習プラ

八千代市総合生涯学習プラザ
（八千代市ゆりのき台 3-7-3）

ザ」、日本古来の伝統文化や市内の伝承文化に触れることができる
「八千代市文化伝承館」などがあり、コンパクトな行動範囲で公共
サービスを利用できます。また、地域医療の中核を担う「東京女子

八千代市は住宅団地発祥の地
八千代市は、昭和 30 年代に日本初の住宅団地である「八千代台団
地」が造成され、
これをきっかけに京成本線沿いに宅地開発が進行。
1975（昭和 50）年に人口10 万人以上の市で全国一の人口増加
率を記録するなど、急激に発展しました。さらに1996（平成 8）年
に都心直結の東葉高速線が開通
し、都心 30キロ圏で交通利便性
も高い人気のベッドタウンに。人口
は現 在も増 加中で、2020（令 和
2）年に20 万人に到達しました。

医科大学八千代医療センター」は、日本の小児総合医療施設（全国

心強い
医療機関！

京成本線・八千代台駅前の
「住宅団地発祥の地」の碑
（八千代市八千代台北 1）

で38 施設）にも指定され、夜間小児救急にも対応する心強い施設

東京女子医科大学八千代医療センター
（八千代市大和田新田 477-96）

です。

広大な総合運動公園、日本有数のバラ園など楽しいスポットが満載！

八千代中央

スポーツも
遊具あそびも♪

自然豊かな八千代のシンボル「新川」
市内を南北に貫く「新川」周辺は市民の憩いの場。川沿いに全長約
グが楽しめます。また両岸にはソメイヨシノや河津桜など1,000 本以

な公園・レジャースポットがあります。市の中央を流れる「新川」沿いには、西側に市内

上の桜が植えられ、
「新川千本桜」として春は花見客で賑わいます。

最大の公園で面積 13.1 ヘクタール、南北に1kmもある「八千代総合運動公園」が。

自然豊かな八千代市は、野菜や梨、酪農などの農業も盛ん。
「新川」

名前の通り市民体育館やテニスコート、野球場などのさまざまな運動施設や、アスレ

の八千代橋付近にある「道の駅やちよ」は、地元野菜の購入や収穫

チック遊具のある広場があり、桜、アジサイなど季節の植物も楽しめます。
「新川」を挟
キューガーデン、文化講座やイベントも充実している「TRC 八千代中央図書館」などが

八千代緑が丘

農家で直売
生産

「新川千本桜」は
八千代総合運動公園
（八千代市萱田町 253 ほか）

その他、森林の中に造られた「村上緑地公園」、大きな池や大型複合遊具のある

八千代市では春夏ニンジンの生産が多く、国の指定産地になって

秀庭園賞」を受賞し、春と秋には香り高く色彩豊かなバラが咲き誇る「京成バラ
園」、テニスコートとフットサルコートを有するインドアスポーツ施設「八千代ス

道の駅やちよ
八千代ふるさとステーション
（八千代市米本 4905-1）

ポーツガーデン」など、休日のおでかけにぴったりのスポットが目白押しです。
黒沢池近隣公園
（八千代市村上南 5-25-1ほか）

酪農体験の様子

八千代産の美味しいもの！

「黒沢池近隣公園」などの自然公園、2015（平成 27）年に世界バラ会議で「優
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作っています
梨

村上

牛乳も

ニンジン

春の風物詩

バラ園！

京成バラ園（八千代市大和田新田 755）

新川遊歩道
（八千代市萱田ほか）

体験などができる人気スポットです。

んで対岸の「千葉県立八千代広域公園」には、総合グラウンドや季節限定のバーベ

世界有数の

街
しめる
景 観 が楽

19kmの遊歩道が整備され、水と緑の景観の中で散歩やサイクリン

東葉高速線沿線エリアには、屋外のアクティビティやスポーツを満喫できる、個性豊か

あります。

水と
緑の

東葉勝田台

まちのえき
八千代緑が丘
（八千代市緑が丘 1-1-1 公園都市プラザ 1F）

村上

八千代中央

新鮮な
地元食材が
買える！

STATION

八千代中央

緑が丘」なども出店しています。

宅地開発事業が行われ、住居や商業施設が集まる市街地が形成さ
れています。

八千代緑が丘

八千代中央

側は市内を走る2つの鉄道、東葉高速線・京成本線沿線を中心に

公園都市プラザ
（八千代市緑が丘 1-1-1）

エリア

トルの市域にはなだらかな台地が広がり、中央を南北に「新川」が

利用などにも便利です。また、同駅北口に

自然豊かなスポットに憩い

駐車場もあるので、近隣から車での買い物

INTRO

暮らしの利便性も安心も身近に享受できる

千葉県北西部、下総台地に位置する八千代市。51.39平方キロメー

バランスの良さが魅力の八千代市

門店が揃います。2,300 台以上を収容する

YA C H I YO A R E A

八千代

CHECK!

新川遊歩道の桜並木（八千代市萱田ほか）

います。梨も特産物として有名。村上地区を中心に約 60 戸の農
家があり、直売が中心でなかなか市場に出回らないのも特徴で
す。また酪農も盛んで、市内の産出高は野菜に次いで第 2 位です。
※掲載の情報は2021
（令和3）年3月時点のもので、今後変更になる可能性がございます。
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八千代市ではインターネットやSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、地域の公共施設などで暮らしに役立つさまざまな

SPECIAL
INTERVIEW

情報を提供しています。ぜひチェックしてみましょう。

八千代市役所のみなさんに聞きました！
2020（令和 2）年に人口20 万人に到達した八千代市。さまざまな行政事業を通じて、住みやすい環境の
整備や魅力のある地域づくりに取り組む「八千代市役所」の方々にお話を聞きました。

暮らし全般

YA C H I YO A R E A

八千代市の行政情報・暮らしに役立つ地域情報を知ろう！

暮らし全般

各種ソーシャルメディアで市政やローカル情報を発信中！

必要な情報が届く
「やちよ情報メール」

八千代市は、防災・緊急情報の発信を行う公式ア

カウントの他、オンラインを生かしたタイムリーな話

題を届けるFacebook「千代に八千代に続くまち」

ルな回答も知ることができるTwitter「八千代の魅

施設や住宅が豊富。その一方で、自然が多く農業も盛んです。航空

ベント情報を登録者に向けてメールで配

また、都心部と比べて治安が良く、医療では小児救急の初期から三

定もできます。

など、安心して暮らせる環境といえます。季節ごとに楽しいイベント

信。情報種別ごとの登録、受信時間帯の設

力100の質問」、市のイメージキャラクター「やっち」
のオフィシャルアカウントなど、SNSを用いて多彩

八千代市
イメージキャラクター
「やっち」

な地域情報を発信しています。

↓ 以 下でチェック！

八千代市 公式アカウント

鉄道で都心にも「成田空港」にもアクセスが良く、駅周辺には商業

防災情報、防犯情報、環境情報、火災情報、
徘徊高齢者情報、健康情報、市政情報、イ

や、毎週さまざまな質問を投稿し、市民からのリア

八千代市はバランスの良い“リビングタウン”です！

＜登録方法＞ 下記の登録用二次元コードを利用す
るか、直接登録用アドレスに空メールを送信してく
ださい。
「仮登録完了のお知らせ」メールが返信さ
れてきたら、登録手続きをしてください。

写真で見ると、都市と緑がちょうど半々くらいに混ざり合っています。
次まで対応する「東京女子医科大学八千代医療センター」がある
もたくさん。ベッドタウンというだけでなく、地域のなかで充実した
暮らしを楽しめる “リビングタウン”だと思います。

↓こちらから登録できます

Twitter「八千代市」@yachiyo̲shi

登録用アドレス

「八千代の魅力100の質問【八千代市公式】」@yachiyocity̲pr

yachiyo@sg-m.jp

「やっち
（oﬃcial）」@yachiyo̲yacchi
Facebook「千代に八千代に続くまち」@yachiyocity.pr

INTERVIEW

企画部 シティプロモーション課
八千代市の魅力について、さまざまな媒体を通じて情報を発信しつ

八千代の魅力を
知ってね♪

左から、企画部 シティプロモーション課・駒井さん、
見神さん、八千代台保育園 園長 西田さん、
子ども部 子育て支援課・渋谷さん

つ、新しい魅力の発掘・創造を図る。

子育て
市内5か所に設置された
地域の子育てサポート拠点
八千代市では子育て

するポータルサイト「八千代市子育て支援

を目 指し、勝 田 台と
大和田の2か所の「子

てっぷ 21」と公立保

子育てに関する情報は
「にこにこ☆元気」でチェック
市の子育てに関するさまざまな情報を発信

しやすい地 域づくり

ども支援センターす

子育て

子ども支援センター
すてっぷ 21 大和田

育園併設型の3か所の「地域子育て支援セン

ター」を拠点に、妊娠から出産・子育てまで一貫

地域の魅力発信や、新しい魅力の発掘に
力を入れています！

観光
八千代市観光ガイドアプリ
「ココシルやちよ」
八千代市の観光スポットやイベント・グルメ

などの情報と、街歩きに便利なナビゲーショ

サイト にこにこ☆元気」。最新のイベント情

ン機能が使えるアプリです。スマートフォン

しいとき」
「病院・ケガ」などのカテゴリーに

無料でダウンロード

報や、
「妊娠・出産・健診」
「育児を助けてほ
分けて、利用できる市の制度やサポート、関
連施設の情報がまとめられています。

した子育て支援事業を実施。親子の遊びの場の

↓以下でチェック！

提供、保育士・看護師・栄養士など専門のスタッ

やタブレット端末から

でき、地 域 の 新 たな

↓こちらから
ダウンロード

市内外の方に八千代の魅力を伝えるため、さまざまな媒体を通じて
市 政や観 光・イベント情 報の紹 介をしています。最 近では公 式
Facebook「千代に八千代に続くまち」を開設するなどSNSを活用
し、よりタイムリーな情報発信や、みなさまから市の魅力情報をいた
だいています。今後もさらに地域の魅力を発掘・創造して、みなさま
から愛される市になるように取り組んでいきます。
INTERVIEW

子ども部 子育て支援課

魅力が発見できます。

八千 代市 役所

フへの子育て相談、地域の子育てに関わる人達

八千代市は「八千代市子ども・子育て支援事業計画」の第 2 期目として2020（令和 2）年度か

子ども支援センターすてっぷ 21

ら5年間の基本方針を定め、安心して子育ち・子育てができる地域づくりを進めています。特に、

【勝田台】住所：八千代市勝田台 5-9（勝田台南小学校内）
地域子育て支援センター

【たんぽぽ（村上北保育園内）】
住所：八千代市村上団地 2-19

【こあら（高津南保育園内）】

住所：八千代市高津 390-278

【あいあい（八千代台保育園内）】

住所：八千代市八千代台東 1-19-6

※詳細は八千代市 HPでご確認ください
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八千代市の子ども・子育て支援施策に係る事業計画や企画調整を行う。

切れ目のないネットワークで子育てをサポート！

との情報交換会などを行っています。

【大和田】住所：八千代市萱田 2277

八千代市の広報ツール

母子保健課の保健師・助産師と、市内 5か所に設置
する「子ども支援センターすてっぷ 21」及び「地域

「お家で一緒に遊ぼう」動画
「子ども支援センター

すてっぷ 21」が 歌や
ふれあい遊びを紹介

する動画をYouTube

で配信。お家で親子

でふれあいながら遊
んでみましょう。

↓以下でチェック！

住所：八千代市大和田新田３１２５
電話：047-483-1151（代表）

URL：http://www.city.yachiyo.chiba.jp/

子育て支援センター」の保育士が連携し、妊娠期間
から出産後まで切れ目なく寄り添う “地域子育て支
援ネットワーク”の構築に力を入れています。また、東
葉高速線沿線の街を中心に住宅なども増えているの
で、各地域の特性に合った支援や、待機児童の解消
にも引き続き取り組んでいきます。

「やちよ子育てハンドブック」

※掲載の情報は2021
（令和3）年3月時点のもので、今後変更になる可能性がございます。
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が好き！

教えてもらいました！

八千代

エリアの

SPECIAL

こい のぼり大 遊泳

こんなところ

INTERVIEW

八千代の地域で活動するこの方々に聞きました！

日常生活に困らない利便性
はありつつ、緑があって “ほ
どよく田舎”。落ち着いて子

こんなところが

育てができる環境です。都
内にアクセスしやすい点も
いいです ね。通 勤や、子ど

魅力！

もの高校・大学など電 車で

通える範囲も広いです。

INTERVIEW

NPO法人

八千代ふるさと親子祭実行委員会が企
画・開催。新川の「ゆらゆら橋」で、約
100 匹のこいのぼりと新川名物「景気
うなぎのぼり」が大空を泳ぎます。

「子どもネット八千代」
のみなさん

住所：八千代市萱田（ゆらゆら橋）

PI CK UP !

八千代市で30 年以上活動している子育

道の駅やちよ

て支援団体。芸術鑑賞などさまざまな体

新川を挟み２つの施設から成る
“体験型道の駅”。
「八千代ふるさ
とステーション」では市内の農産
物・特産品の購入などができ、
「や
ちよ農業交流センター」では農業
体験や料理教室、バーベキュー
などが楽しめます。
●八千代ふるさとステーション 住所：八千代市米本 4905-1 電話：047-488-6711
●やちよ農業交流センター 住所：八千代市島田 2076 電話：047-406-4778
HP：http://yachiyo-agri.org/

クリング
「新川遊歩道」は、ウォーキングやサイ
りなど
桜まつ
をする老若男女でいつも賑わい、
ポッ
のス
憩い
楽しいイベントもある、みんなの
って
向か
トです。川沿いを自転 車などで南に

験を通じ、子どもたちが心豊かに育つ地
域社会づくりを目指している。
こんなところ
が好き！

す。
走ると、幕張方面に行くこともできま

左から 赤崎さん、理事長・越後さん、内田さん

プロのパフォーマンスを間近に体感♩

―活動のきっかけや、
どんな方が参加しているのか教えてください。
1990（平成 2）年に発足した任意団体「八千代おやこ劇場」をもとに、

PI CK UP !

TRC 八千代中央図書館／オーエンス八千代市民ギャラリー

こんなところ
が好き！

大人も子どもも楽しめるス
ポットが
身近 にあります。新川
沿いにある
「道の駅やちよ」は地元野
菜を使っ
た料理教室や農業体験
ができて人
気。中央 図書 館と併設
の「オーエ
ンス八千代市民ギャラリー
」はアー
ト講座が充実しています
！

新川を望む「川の読書席」など多彩なスペー
スも魅力的な図書館と、市収蔵の美術品など
を常設する市民ギャラリーの複合施設。
「お
はなし会」や文化講座などのイベントも行って
います。各種イベントなどのスケジュールは
施設ホームページをご覧ください。
住所：千葉県八千代市村上 2510
電話：047-486-2306（TRC 八千代中央図書館）
047-406-4116（オーエンス八千代市民ギャラリー）
HP：https://www.yachiyo-library-gallery.jp/

2002（平成 14）年よりNPO 法人「子どもネット八千代」として活動。
2020（令和2）年で30周年を迎えました。現在約230名ほど会員がおり、
生後数か月の赤ちゃんから子育てを終えた世代まで幅広く、中には3 世
代で参加している方もいます。会員でなくても、市内や近郊に住む親子に
も参加していただける企画が多いので、気になるものがあればぜひ気軽
に覗きに来ていただきたいです。
親子3世代で活動に参加する方も！
「子どもネット八千代」の中心的事業
である芸術鑑賞

八千代は楽しい文化・行事もいっぱい！
その地域ならではの文化や季節のイベントも暮らしを彩る大切なもの。見て、参加して、楽しみましょう。
PI CK UP !

七百餘所神社の「村上の神楽」

PI CK UP !

八千代ふるさと親子祭

サマーキャンプの様子

創立 30 周年の記念ロゴマーク

多彩な文化体験プログラムを開催

『みる』は、音楽・お芝居などプロの本格的な芸術を親子に届け

ニューリバーロードレースin 八千代

活動はこちらを
チェック！
公式 HP

HP：http://konet.ciao.jp/
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「千葉県立八千代広域公園」
（八千代
市村上及び萱田）をメイン会場に毎年
8月下旬に開かれる夏祭り。盆踊り、よ
さこい、灯籠流し、市消防音楽隊による
演奏、イベントの最後には盛大な花火
が夜空を彩ります。

毎年 12月に開催されるマラソンイベン
ト。3 歳以上から参加できる多種目（一
般の部 33 種目、市民の部 8 種目）が用
意され、八千代市街地から、田園風景、
新川沿いのメインコースへと変化する
ロケーションも楽しめます。

―具体的にはどんなことをしているのでしょうか？
活動内容は大きく分けて『みる』
『あそぶ』
『つながる』の3 種類。

PI CK UP !

私たちの詳しい

「七百餘所神社」
（八千代市村上 433）
の神楽殿にて1月15日の祈年祭と10
月9日の例祭に奉納される神楽。出雲
系の神楽の流れで、神話をもとに、農耕
村落の五穀豊穣と平安の祈念と感謝を
表現します。

YA C H I YO A R E A

PI CK UP !

「 子どもネット八千代 」のみなさんに

Twitter @y̲konet

Facebook @yachiyokonet
住所：八千代市勝田台北 1- 5-11
電話：047-486-4699

e-mail：y-konet@jcom.home.ne.jp

る中心的な事業で、
「八千代市市民会館」や「勝田台文化セン
ター」を借りて、年に数回の芸術鑑賞を企画。その前後に、内容
に沿ったワークショップなどを開催します。
『あそぶ』は、自然体験などのダイナミックな体験活動。
「親子キャ
ンプ」や、小学 4 年生以上が参加し高校生以上が実行委員とな
る「サマーキャンプ」は毎年恒例の行事になっています。
『つながる』は、地域づくり事業として、ご近所や市内の各地域ご
とに交流が生まれるようにしています。
また多彩な体験活動はもちろん、長く続いている活動だけあっ
て、子育ての先輩たちがたくさんいて、あたたかく見守ってくれる
居場所になります。みなさんそれぞれの子育て経験から、困って
いることがあれば誰かが助けてくれる。親も子どもも、自然と異
年齢交流ができて、広い視野をもちながら一緒に成長し合える
と思います。
※掲載の情報は2021
（令和3）年3月時点のもので、今後変更になる可能性がございます。
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