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はじめに 

 皆さんは、千葉県の名産品を食べたことがありますか？ 野菜から果物、様々なものがあ

ります。   

今回の展示では、富里市、成田市、香取市の 3つの市の名産品を取り上げました。この 3

つの市を取り上げた理由は、すいかとサツマイモの生産量がトップ 3 に入っています。ま

た、成田市は昨年のゆるキャラグランプリでうなりくんが優勝したことから、地域の関わり

が強いと判断し、選びました。 

 名産品と地域の関わりについて調べ、地域振興としてどのような働きを持っているのか

を見ていこうと思います。 

 皆様の地域の名産品はどうなのか、考えなら展示をご覧いただけたら嬉しいです。 

 

 

1-1富里市 

 富里市は千葉県中央北部に位置している、人口約 5万人の市です。 

北総台地の高台地帯にあたり、高崎川と根木名川の源をなし、肥沃な農地や自然環境に恵

まれています。 

 東は芝山町、西は酒々井町、南は八街市・山武市、北は成田市に隣接しています。成田

国際空港が開港された 1978（昭和 53）年以来、人口が急増していきました。また、大規模

な住宅団地や工業団地などが完成するなど、都市化が著しい近郊農業地帯になります。 

 富里市で栽培しているすいかは、2016（平成 28）年度時点において、全国 3位・県内ト

ップの収穫量をほこっています。 

 毎年 6月～7月になると、名産品のすいかの魅力を感じられる「すいかまつり」や「すい

かロードレース大会」が開催されています。 
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1-2名産品「すいか」 

 富里市が位置する北総台地の土壌は、軽い火山灰土になります。1933（昭和 8）年に、こ

の土壌に向いた品種「都一号」が千葉県農場試験場で育成されました。この年を境に、富里

市ではすいかが栽培されるようになりました。 

 1935（昭和 10）年には「富里村西瓜栽培組合」が発足し、栽培法の統一や検査出荷の共

同化などが行われました。また、翌年の 1936（昭和 11）年には、富里のすいかが皇室に献

上されました。その結果、富里市はすいかの名産地として、全国に名前が知られるように

なりました。 

 すいか栽培を始めた当初は、つる割れ病や土壌病害の関係から連作をすることができま

せんでした。しかし、昭和 30年代に接木技術が開発され、同じ畑に毎年同じ作物を作る連

作が可能になりました。時代と技術が進むと、畝をビニールなどでトンネル状に覆って作

物を栽培するトンネル栽培、畝の株元の土をポリエチレンフィルムなどで覆うマルチ栽培

による集約的整枝栽培が普及していきました。また、農協と出荷組合の一体化による検査

や市場指定、計画出荷を行うことによって、更に富里市のすいかの名声を高めていきまし

た。 

 富里市のすいかの初売りは、太田市場で行われ、1玉約 10万円の値段がついています。 

 

図 1:富里市の位置 
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 北は北海道、南は大阪府まで幅広い範囲に出荷されています。 

 

 

1-3フィールドワーク「すいかまつり」 

 富里市では毎年 6月になると、すいかの魅力が楽しめる「すいかまつり」が開かれます。

この祭りでは、すいかの早食い競争や重量当て

クイズ、試食会、販売などが行われています。

また、前日に行うすいか共進会に出品されたす

いかの即売も行われています。 

 今年は 6月 17日に行われ、多くの人で賑わい

ました。特に子供連れが多くみられました。 

すいかの無料試食会は 3 回あり、列に並ぶこと

で食べることが出来ます。どの回も 100 人以上

の列が形成されていました。 

 また、すいかの販売では大きなサイズから売

り切れており、お土産として買っていく方が多

く見られました。 

 

写真 １:大田市場 

写真 2:無料試食会の行列 
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すいかの販売が行われているテントの近くには、宅配便で自宅まで送るこ

とのできるサービスもありました。すいかの重さは、M サイズ 1 玉で約 5～

6 ㎏、L サイズで約 6～7 ㎏、大きい 4L サイズになると約 9～10 ㎏になりま

す。1 玉でこの重さですので、たくさん買うと非常に重く、持ち帰るのが大

変になってしまいます。そのため、宅配サービスがあることはとても助かる

ようで、特にご年配の方や小さな子供連れの方々に利用されていました。 

  

  

 

すいかまつりには、遠方から来ている方もいました。駐車場には 100 台以上の車があり、

多摩や品川など千葉県外の地域も確認することが出来ました（表 1）。 

 

 

 すいかまつりは富里市の地域の人々だけでなく、多くの人々に親しまれていると考えら

れます。それを裏付けるものとして、表 2 を見てみると、年々来場者数が増えていること

がわかります。また、公式 HPには市外の方からのコメントも届いています。 

 

千葉 成田 習志野 柏 野田 袖ヶ浦 足立 練馬 多摩 品川 八王子 大宮 つくば 水戸 宇都宮 湘南 仙台 愛媛
0

5

10

15

20

25

20
19

14

4

2

7 7

3 3

5

1 1 1
2

1 1 1 1

車の数

表１　すいかまつりに来た車のナンバー
プレート

※11時半ごろのすいかまつり会場駐車場

 

表 1:すいかまつりに来た車のナンバープレートの車数 

 

写真 3：配布のすいか 
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 以上のことから、富里市のすいかまつりは地域振興として、成功しているといえるので

はないでしょうか。 

 現在富里市では、1936（昭和 11）年に皇室に献上された品種のすいかの栽培を行い、展

示を予定しているそうです。現状に満足するのではなく、新しいイベントを企画し、更に

地域の名産品を広め、活性化をしていこうとしていると考えられます。 

（担当:S.I） 
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・富里市ホームページ「富里町統計書 2017年」 

 最終更新日:不明 閲覧日:2018年 11月 27日 

URL:http://www.city.tomisato.lg.jp/cmsfiles/contents/0000008/8845/h28_toukeisyo2.pdf 

・JA富里市「富里すいかについて」 

 最終更新日:不明 閲覧日:2018年 11月 27日 
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2-1 成田市 

成田市は千葉県北部中央の北総台地に位置し、利根川や印旛沼に接しています。面積は約

214平方キロメートル、人口は約 13万人の都市です。成田国際空港があり、日本の玄関と

して機能しています。 

成田市のゆるキャラである「うなりくん」はゆるキャラグランプリ 2017 において第 1 位

となり注目を集めました。 

観光においては成田山新勝寺が有名で、初詣では多くの人が参拝に訪れます。このお寺は

歌舞伎で有名な市川團十郎と深く関わっており、「成田屋」の屋号もここに由来します。 

成田駅から成田山新勝寺へ行く通りには数多くの観光客向けのお店が立ち並んでいます。

その中でもうなぎ屋が多く見受けられます。 

 

2-2 名産品「ウナギ」 

ウナギが有名になった背景として、歌舞伎の市川團十郎家が深く関わっています。初代團

十郎は子宝に恵まれませんでした。そこで代々信仰している成田山に祈願したところ子供

を授かりました。初代團十郎は大変喜び、成田不動尊にまつわる歌舞伎を上演したところ、

芝居は大当たりしました。これによって江戸庶民の間では成田山参詣が流行しました。 

当時の参詣は江戸から成田への泊りがけの徒歩によるものなので、大変な旅でした。その

ため成田山の門前町の旅館では江戸で人気の高いウナギ料理でおもてなしし、これは旅を

している人に喜ばれていました。この名残で、現代でも成田山周辺を中心に成田市内にはウ

ナギ料理を出すお店が数多くあるのです。 

 

2-3 フィールドワーク「成田ウナギ祭り」 

成田ウナギ祭りとは、成田市内にうなぎ屋が多いことに着目し、これを目玉として成田に

遊びに来てもらうことを目的とした土用丑の日周辺一ヶ月間にわたり開催されるお祭りで

す。 

このお祭りは配布されているパンフレットに付属している応募券にスタンプを押しても

らい、賞品が当たる抽選に応募するというものです。 

成田市に遊びに来てもらうことが目的のためウナギ祭り参加店には、お土産屋など、うなぎ

を扱っていないお店も多くあります。 

またこのお祭りに参加している年代は 40代～50代が多くみられ、ウナギを食べることを

目的としてくる方が多くみられました。               
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2-4 まとめ 

 成田市は江戸時代の中頃より、市川團十郎家の影響でうなぎ屋が多く見られます。それに

着目して成田うなぎ祭りが開催されました。2005 年の開催当初は成田市に来てみたら偶然

やっていた程度の認識しかなく応募総数も 184件のみでした。しかし 14年という時を重ね

るにつれて多くの観光客に知られるようになりました。これは今年の応募総数が 22895 件

であるが証明しています。 

 （担当:Y.I） 

 

 

3-1香取市 

香取市は、千葉県の北東部に位置し、北は茨城県と接しています。北部には利根川が東西

に流れ、その流域には水郷の風情漂う水田地帯が広がり、南部は山林と畑を中心とした平地

で北総台地の一角を占めています。人口は約 7万人です。 

東国三社の一つ「香取神宮」、日本で初めて実測日本地図を作成した「伊能忠敬」の旧宅

があったり、江戸時代から昭和初期に建てられた商家や土蔵が軒を連ねる佐原の町並みが

広がっていたりします。 

 有名な行事は、7 月と 10 月に行われる佐原囃子の調べに乗って山車が市内を曳き廻され

る勇壮絢爛な「佐原の大祭」や、8月の関東の中で有数の歴史と規模を誇る「水郷おみがわ

花火大会」です。そのほか、11 月には、日本一の焼いも広場が人気の「栗源のふるさとい

も祭」などの地域の特性を活かした催しがあります。 

 産業面では、古くから水郷の早場米産地として知られる米どころであり、また、千葉県の

中で一番のサツマイモの生産地です。温暖な気候と肥沃な農地に恵まれ、首都圏の食糧生産

地の役割を担っています。 

 

3-2名産品 「サツマイモ」 

千葉県のサツマイモ生産量は鹿児島県、茨城県についで全国で３位（2016 年）となって

います。特に首都圏向けの青果用として、市場関係者から高い評価を受けています。 

千葉県でサツマイモが栽培されるようになったのは 1735（享保 20）年からです。青木昆

陽が幕命により二カ所に試作を始めました。千葉市美浜区（当時下総国馬加村）で栽培に成

功し、天明の飢饉の際、餓死者の数を抑えられたという事実があり、その効用が認識され県

内各地に普及しました。 

太平洋戦争後の食糧難時代にさらに多く作られるようになりました。その結果、1948（昭

和 23）年に栽培面積が 3万ヘクタールを越えました。 

香取市の畑作地の土壌は関東ローム層という火山灰土壌で、サツマイモの栽培に適して
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いることから、サツマイモの産地として京浜市場などへ出荷しています。香取市で採れるサ

ツマイモは「ベニアズマ」「べにはるか」「べにこまち」など品種も多彩です。  

特に香取市栗源地域では「べにこまち」が有名です。「べにこまち」は『サツマイモの女

王』と称され、ホクホクした食感と上品な甘さが醸し出す極上の味が自慢のサツマイモです。 

 1968（昭和 43）年に千葉県農業改良普及所から新品種の「べにこまち」が栗源町に持ち

込まれ畑で試験栽培されました。「べにこまち」は鮮やかな紅色で、昔ながらのホクホクし

た食感で、筋っぽさが無く「焼き芋にすると絶品」と評価を得ました。以来、栗源町の農家

による栽培がはじまり生産量が増え、地域の特産品になりました。 

しかし、病気に弱く栽培が難しい上、形状にもバラつきなどがあり、生産量が極めて少な

くなっています。 

 

3-3 ふるさといも祭り 

 諸事情により、行くことができなかったのですが、香取市のサツマイモに関連するイベン

ト「ふるさといも祭り」について、少しではありますが紹介します。 

 ふるさといも祭りは「蒸かしイモの無料配布」や「イモほり体験」といった、サツマイモ

に関するイベントから、ウサギやモルモットなどの小動物と触れ合える「ふれあい動物広場」

や「フリーマーケット」などの楽しめるイベントまで、様々なイベントがあります。 

 その中で、「日本一の焼きいも広場」がメインイベントです。栗源地域で収穫されたべに

こまちを、100以上の籾がらの山で約 2時間ゆっくり焼き上げ無料配布します。このイベン

トには長蛇の列ができます。 

 今年で 31 回目の開催になり、11 月 18 日に行われました。県内外から約 68,000 人もの

人が来場したそうです。 

（担当:R.O） 

 

 

おわりに 

富里市とすいか、成田市とうなぎ、これから調査を進めていく香取市とサツマイモを見て

いきました。 

まだ調査の途中の段階ですが、他の地域から多くの人が来ていること、名産品を通してこ

の地で楽しんでほしい、ということが見えてきました。  

 どの市も名産品のイベントを開催しています。しかし、全て一緒ではありません。それぞ

れの名産品の特徴に合った、イベントになっているのではないでしょうか。 

諸事情により、千葉いまの活動は今年で休止という形をとらせていただきます。調査でお

世話になった方々、学園祭の発表展示を見に来てくださった方々など、かかわってくださっ

たすべての皆様に感謝申しあげます。 
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翠樟祭展示報告 

2018 年の翠樟祭は 10 月 8 日に行われました。従来の 2 日間開催とは異なり、1 日だけ

の開催でした。昨年度よりもだいぶ人数が減ってしまっていたため、初めは展示を行うかど

うかの話し合いもありましたが、「折角の調査報告の機会なのでやろう」ということになり、

今回の展示を行いました。 

今年は「千葉県の名産品と地域振興」をテーマに、調査したことをまとめて発表しました。

調査をした地域は「富里市とすいか」「成田市とうなぎ」「香取市とサツマイモ」です。 

展示した内容は以下の通りです。 

 ・富里市とすいかについての報告 

 ・成田市とうなぎについての報告 

 ・香取市とサツマイモについての報告 

 ・上記 3市のゆるきゃら紹介 

 ・疑似すいか割り体験 

 当日は、幅広い世代の方々にご来場していただきました。特に紙風船を使った疑似すいか

割り体験は、来場者の方が楽しくされていたのが印象的でした。アンケートでは、「最後の

まとめもすごく分かりやすかった」「地域の祭りについて興味を持った。」という感想を

いただきました。 

 多くの方に協力していただいたため、大きな問題が発生することなく無事に終了するこ

とができました。1日だけの開催でしたが、展示をやれてよかったと思います。来場してく

ださった皆様に感謝申し上げます。 

 

 以下が展示の風景です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後になりますが、報告書をご覧頂きありがとうございます。 


