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I はじめに

会科教育コ῏スの学生による地理学野外実験報

本研究は῍ 千葉県史編纂事業 の一環として
1)

告 ΐ外房の自然と暮らし によって新たな知見

設けられた地誌部会 による千葉県の地誌学的

を得ているῌ そのほか῍ 九十九里地域の園芸農

研究成果のうち῍ 筆者らが 1995ῐ97 年に九十

業に関する研究 ῑ赤川῍ 1971; 田野῍ 1994; 仁

九里地域で現地調査した結果であるῌ 千葉県に

平῍ 1998ῒ や῍ 郊外型店舗立地に関する実態調

よって 1991 年度から開始されたこの事業の中

査 ῑ千葉県中小企業総合指導所῍ 1990ῒ あるい

で地誌部会は῍ 千葉県全域の現状を系統的に調

は῍ ミニ開発地域の実態に関する研究 ῑ橋詰ほ

査し῍ 1995 年に ΐ千葉県の歴史別編地誌 1 ῑ総

か῍ 1999ῒ などがなされてきたῌ

2)

論ῒ として刊行したῌ その後῍ 千葉県を湾岸地

しかし῍ 九十九里地域は῍ 近年大きく変容し

域῍ 東葛地域῍ 下総῎利根地域῍ 九十九里地域῍

てきているῌ また῍ 個別の事例調査ではなく῍

南房総地域の 5 地域に分け῍ 地域ごとの特徴を

九十九里地域すべての地域について総合的に変

詳細に調査し῍ 1999 年に ΐ千葉県の歴史別編地

化の実態を調査し῍ 記述する必要性が指摘され

誌 2 ῑ地域誌ῒ として刊行したῌ

ていたῌ その意味では῍ 本稿の基となった地誌

この地誌は῍ 従来なかった新たな視点で編集

2 ῑ地域誌ῒ の研究は῍ 県下のすべての市町村を

され大きな成果を得たが῍ 県史として刊行され

対象に地域の今日的事象を動態的に調査したと

たこともあって῍ 必ずしも地理教育関係者や地

いう点で῍ その地誌学的意味は大きいと思われ

理学研究者の目に触れる機会は多いとはいえな

るῌ 本稿は῍ その中から῍ 九十九里地域におい

いῌ 本稿は῍ その意味で筆者らが担当した別編

て典型的な地域の現象として῍ 都市及び農業地

地誌 2 ῑ地域誌ῒ の九十九里地域の調査から明

域の特色とその変化に焦点をあて῍ これまでに

らかになった幾つかの項目について要約しなお

明らかになった事実を要約したものであるῌ し

したものであるῌ 調査結果の詳細については

たがって῍ 九十九里地域において重要な産業で

ΐ千 葉 県 の 歴 史 別 編 地 誌 2 ῑ地 域 誌ῒ の pp.

ある漁業῍ 工業及び観光レクリエ῏ション地域

596῍783 ῑ橋詰῎石毛῍ 1999ῒ を参照されたいῌ

の変化などについては触れていないῌ

ところで῍ 千葉県もしくは九十九里地域の地

本研究で対象としたのは῍ 千葉県の九十九里

誌学的研究としては῍ 菊地利夫による ΐ房総半

平野東端の飯岡町から南端の一宮町にかけての

島 ῑ菊地῍ 1962; 1982ῒ と白浜兵三ほかによる

海岸に沿った計 13 市町村と῍ 内陸部に位置す

ΐ日本地誌 8 千葉県 ῎ 神奈川県 ῑ白浜ほか῍

る 8 市町から成る地域であるῌ 行政上の単位で

1967ῒ をあげることができるῌ 最近では῍ 筑波

は῍ 香取郡の干潟町῍ 海上及び匝瑳郡市の 3 市

῎ 駒澤大学地理学教室῍ ῎῎ 千葉県立下総高等学校
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おり῍ 岡集落新田集落納屋集落という単純
な発達をみたわけではないῌ 海岸集落には῍ 岡
集落と納屋集落があり῍ イワシの不漁期になる
と納屋集落の位置に新田集落を開発するという
過程を繰り返しながら今日に至ったと考えられ
るῌ 今日海岸線に沿った集落は῍ アグリ網漁と
結びついて成立した納屋集落である ῑ菊地῍
1959; 1962; 1982ῒῌ

九十九里平野と両総台地との境界付近には῍
中小都市が北の飯岡から南の一宮町へ向かっ
て῍ ほぼ6ῐ7 km 間隔で直線上に並んでいるῌ
菊地 (1962) は῍ これらを ΐ接触線上の都市列
と呼び῍ 台地と海岸低地という異なる生産地域
の境界に῍ 農林水産物などの交換市場として立

図 1 千葉県九十九里地域の市町村

地した商業都市 ῑ市場集落ῒ であるとしたῌ こ
町῍ 山武町と芝山町を除く山武郡市及び長生郡

れらの町の中心部では古くから月 6 回の定期市

市の 7 市町村の合計 21 市町村である ῑ図 1ῒῌ

ῑ六斎市ῒ が開かれてきたῌ 今日では῍ 茂原 ῑ六

斎市ῒ と一宮 ῑ朝市ῒ にその面影を残すのみと

II 九十九里地域の概要

なっているῌ

九十九里平野とは῍ 東の飯岡町の刑部岬から

広大な低地の九十九里平野も῍ 昔から干ばつ

南の岬町の太東岬 ῑ正確には岬漁港ῒ までの約

や水不足に悩まされてきたῌ このような背景か

56 km の砂浜海岸である九十九里浜と῍ 海岸線

ら῍ 1935 年ごろより利根川の水を九十九里平野

にほぼ平行する下総台地とに囲まれた幅約 10

に送る 2 本の大用水路工事 ῑ大利根用水と両総

km の浜堤列平野をいうῌ 隆起海岸の 1 つであ

用水ῒ が開始されたῌ 大利根用水は 1951 年に῍

るこの平野は῍ 海岸線に沿って列状に発達する

両総用水路は 1965 年に完成したῌ この二つの

砂堆と砂堆間低湿地によって構成されているῌ

用水路の完成によって῍ 九十九里平野の全域が

九十九里浜は῍ 屏風ヶ浦と太東岬の海食崖から

灌漑可能となり῍ 農業生産性は大いに向上し

波によって削られた土砂が沿岸流によって運ば

たῌ

れ形成されてきたと考えられているῌ

1980 年代以降῍ 九十九里地域にも東京の郊外

九十九里平野の臨海部に発達する集落は῍ 内

化の波が及び῍ 大規模住宅団地やミニ開発住宅

陸から海岸にかけてほぼ三列に並んでいるῌ こ

地開発によるスプロ῏ルも進展したことで人口

れらの集落には共通して内陸側から岡῎新田῎

が増加したῌ 特に῍ 1990ῐ95 年には大網白里町

納屋または浜の語尾をみることができるῌ 岡集

の 25.2% を最高に῍ 合計 18 市町村で人口が増

落から近世中頃に新田の開発を行い῍ 岡集落の

加したῌ 人口規模の大きな茂原市῍ 東金市῍ 旭

分家が新田集落を形成し῍ 近世後期に岡集落と

市の 3 市は῍ 九十九里地域の商業中心都市で῍

新田集落から人口が海岸に移動して納屋集落が

周辺地域から消費人口を吸引しているῌ

形成されたῌ 新田集落と納屋集落成立の背景に

かつて῍ イワシの大地曳網漁で栄えた九十九

は῍ イワシの豊凶交替や海岸の前進が関係して

里浜の納屋集落の多くは῍ 今日では夏季の海水
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浴のための民宿を中心とする観光集落へと変貌

4 位の八日市場市῍ 東金市῍ 旭市が人口規模 3

を遂げたῌ 白子町は῍ テニス民宿を通じて通年

万人強で第 2 集団を῍ 次いで大網白里町῍ 成東

型の観光地として発達してきたῌ 九十九里地域

町῍ 九十九里町が第 3 集団を形成していたῌ そ

の南部一帯は῍ 天然ガスに恵まれており῍ 茂原

の後῍ 1965ῑ95 年の 30 年間に茂原市や東金市῍

市などではこの天然ガスを利用した工業も早く

大網白里町では人口を大幅に増加させたが῍ 旭

から興り῍ 今日では電子機器や機械῎化学など

市や八日市場市などでは比較的緩やかな人口増

の面で日本をリῐドする内陸工業都市として発

加を経験したῌ その結果῍ 人口規模の順位に変

達しているῌ また῍ 天然ガス採取に伴う副産物

化が生じると同時に῍ 首位都市や上位都市との

のヨウ素生産は世界一であるῌ

人口格差が一層拡大したῌ これは同じ九十九里
地域の中でも῍ 比較的東京大都市圏への近接性

III 都市地域の変容

が向上し῍ かつ就業機会に恵まれた茂原市ῑ東
金市を中心とする南部と῍ 必ずしもそうではな

1. 都市の発達と都市システム

九十九里地域 21 市町村における人口総数は῍

かった北部の違いを示すものである ῒ図 2ΐῌ

1965 年に約 34 万 5,700 人であったものが῍ そ

高度経済成長期以降の市町村別人口動態をみ

の後徐 ῏ に増加し῍ 1995 年には約 45 万 6,000

ると῍ 1960 年代に人口増加が増加したのは῍ 茂

人に達したῌ 増加率は 1965ῑ75 年には 3.8%,

原市ほか旭市と東金市のみで῍ その他の市町村

1975 ῑ 85 年 に は 10.5%, 1985 ῑ 95 年 に は

では減少傾向にあったῌ しかし῍ 1970 年代に

14.9% と年を追って増加傾向を強めたῌ 最も人

入って茂原市以下 15 市町村が増加に転じたῌ

口 規 模 の 大 き い の は 茂 原 市 で῍ 1995 年 現 在

その後῍ 都市化の外縁化に伴い῍ 九十九里地域

91,000 人を突破しており῍ 2 位の東金市の 5 万

一円に増加傾向が続いたῌ 1990ῑ95 年には大網

4,500 人を大きく引き離しているῌ 次いで大網

白里町が 25.2% ῒ県内 5 位ΐ と高い増加率を示

白里町῍ 旭市῍ 八日市場市῍ 成東町῍ 九十九里

すと同時に῍ 合計 18 市町村において人口が増

町などの順であるῌ これを 1965 年時点の順位

加したῌ これらの多くの市町村においては῍

と比較すると῍ 首位都市は変化してないが῍ 2ῑ

1985 年以降の超郊外化の進展 ῒ山下῍ 1993ΐ に

図 2 九十九里地域における市町村別人口規模順位の変化 ῍1965 年ῌ 1995 年῎
ῒ総務庁 国勢調査報告 より作成ΐ
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伴う九十九里地域への住宅地化の拡大が深く関

などへの通勤῎通学圏も大きく拡大したῌ その

係しているῌ

結果῍ 超郊外地域と呼ばれる都市化地域を形成

人口の増加に伴い人口集中地区 (DID) も拡

するようになったῌ こうした都市の結節的結び

大したῌ 九十九里地域で DID の存在する都市

つきのシステムは῍ 交通網と通勤῎通学行動や

は῍ 茂原市῍ 東金市῍ 旭市の 3 市であるが῍ 中

消費行動などの日常的生活行動によって形成さ

でも人口増加が著しかった茂原市では῍ DID

れる階層的関係と῍ 空間的広がりを有する一つ

面積がこの 20 年間に 5.4 km から 8.5 km へと

の生活圏を構成しているῌ ここでは῍ 九十九里

約 57% も増加し῍ 市街地化を進展させてきたῌ

地域の通勤῎通学行動から都市システムと生活

2

2

1980 年代後半以降の東京大都市圏における

行動圏についてみてみるῌ

人口の郊外化に伴う周辺地域への都市化の進展

九十九里地域の中でも JR 外房線に沿った地

は῍ 千葉市などの大都市圏周辺都市の自立を高

域では῍ 東京都への通勤῎通学圏 ῐ常住地の 15

めると同時に῍ 自らの都市圏の拡大をもたらし

歳以上の就業及び通学者人口に占める東京都へ

たῌ 九十九里地域においても῍ 大都市周辺都市

の通勤῎通学人口比が 5% 以上の圏域ῑ に入る

群の都市化の影響を強く受けるに至り῍ 千葉市

市町村がみられるῌ このうち῍ 大網白里町の通

図 3 九十九里地域における通勤ῌ通学圏の構造 ῍1995 年῎
注῏ 千葉市への通勤῎通学者の割合は九十九里地域のみ算出し作成したῌ ῐ総務庁 ῒ国勢調査報告ΐ より作
成ῑ
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勤 ῎ 通学率が 13.1% と最も高く῍ 東金市や茂

十九里地域の約 30% が集中するῌ 次いで旭市

原市῍ 一宮町῍ 長生村でも 5% 以上の値を示し

に約 15%῍ 東金市に約 14%῍ 八日市場市の約

ており῍ いわゆる東京大都市圏に属しているῌ

10%῍ 大網白里町約 7% が集中しており῍ この

もちろん῍ 千葉市へは῍ 大網白里町を始めとす

上位 5 市で全体の約 75% を占め῍ これらの都

る 6 市町村で 10% 以上の通勤῎通学率を有し῍

市 が 商 業 機 能 を 特 化 さ せ て い る ῑ千 葉 県῍

横芝町から睦沢町に至る地域で 5% の通勤῎通

1994ῒῌ

学率を示しており῍ 千葉市の都市圏が九十九里
南部から中部にも及んでいることがわかるῌ

都市の商業機能は῍ 人口規模に比例して発達
し商圏を拡大させることが知られているῌ ΐ平

しかし῍ 東京大都市圏や千葉都市圏の一部に

成 6 年度千葉県商圏調査報告書 ῑ千葉県商工

組み込まれる九十九里地域内にあっても῍ 夷隅

労働部῍ 1994ῒ によると῍ 商業中心都市 ῑ地元

郡を含む 12 町村から 5% 以上の通勤῎通学人

購買率 70% 以上で外部 5 市町村以上 ῑまたは

口を吸引する茂原市や周辺の 4 カ所以上の市町

80% 以上で 3 市町村以上ῒ からそれぞれ 10%

村から 5% 以上の通勤῎通学人口を集める東金

以上を吸引している市町村ῒ には῍ 茂原市῍ 東

市῍ 八日市場市῍ 旭市など求心力の高い都市も

金市῍ 旭市の 3 市が῍ 準商業中心都市 ῑ地元購

みられるῌ このように周辺の市町村に対して῍

買率 60% 以上で外部 2 市町村以上からそれぞ

一定の勢力圏を有する中心都市とそれを核とす

れ 10% 以上を吸引している市町村ῒ には八日

る地域ブロックがみえてくるῌ 東京大都市圏と

市場市があるῌ 九十九里地域で最も商圏規模の

千葉都市圏に属していながらも῍ 周辺地域に対

大きな茂原市の場合῍ 自市購買率が 81.2% で

して圧倒的に求心力の高い茂原市は῍ 九十九里

長生郡を中心とする周辺 11 町村を第 1 次商圏

地域の都市システムの階層構造で最上位に位置

ῑ消費需要の 30% 以上を吸引していると目され

する都市であるῌ 次いで῍ 同じく東京大都市圏

る市町村ῒ に῍ 勝浦市を第 2 次商圏 ῑ同 10ῐ

と千葉都市圏に属する東金市や῍ どの上位都市

30% の市町村ῒ に῍ 大網白里町を第 3 次商圏

にも従属せず῍ 半ば自立的な存在である旭市や

ῑ同 5ῐ10% の市町村ῒ に῍ 合計 13 市町村の後

八日市場市は中位にランクされる都市といえよ

背地を有する商業中心地を形成しているῌ 東金

うῌ さらに近年῍ 工業団地が整備され雇用機会

市は山武郡市を中心とする合計 9 市町村を῍ 旭

に恵まれるようになった松尾町や῍ かつて地域

市も海上郡や香取郡を中心に合計 9 市町村を後

の商業中心地として機能していた成東町や一宮

背地としている ῑ図 4ῒῌ

町のようなロ῏カルな求心力を有する小都市群

1996 年 11 月現在で῍ 大型小売店の立地状況

とそれ以外の地域が下部構造を形成している

みると῍ 茂原市において第一種大型小売店 ῑ売

ῑ図 3ῒῌ

り場面積 3,000 m2 以上ῒ が 5 店῍ 第二種大型小
売店 ῑ売り場面積 500ῐ3,000 m2 以上ῒ が 19 店
の合計 24 店舗と最も多く῍ 次いで῍ 東金市の合

2. 商業の発達と商圏構造

九十九里地域においては῍ 8 カ所の商業集積

計 15 店舗῍ 旭市の 12 店舗῍ 八日市場市の 11 店

地区 ῑおおむね 100 店以上の小売店῍ 飲食店が

舗などの順で῍ ほぼ商圏規模を反映しているῌ

連続もしくは混在して機能的に一体の街区を形

旭市の ΐサンモ῏ル῍ 八日市場市の ΐエイトピ

成している地区ῒ が形成されているῌ 九十九里

ア῍ 成東町の ΐラパ῏ク῍ 東金市の ΐサンピ

地域の小売業の売り場面積合計は 43 万 4,600

ア῍ 大網白里町の ΐアミリ῏῍ 茂原市の ΐア

m で全県面積の 9.1% であるが῍ 茂原市には九

スモ などの大型ショッピング῎センタ῏の求

2
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図 4 九十九里地域における商圏構造 ῌ1994 年῍
注ῐ 千葉市῍ 茂原市῍ 東金市῍ 旭市及び八日市場市の商圏 ῒ衣料品ΐ のみ図化した῎
ῒ千葉県商工労働部 千葉県商圏調査報告書 より作成ΐ

心力は大きく῍ 周辺市町村の消費者行動に大き

茂原市の商業地域

な影響をもっているῌ

茂原市の商業の歴史は古く῍ 六斎市 ῒ1606

近年のモῑタリゼィションの発達や生活スタ

年ΐ にまで遡ることができるῌ 毎月 4 と 9 の日

イル῏消費行動の変化に伴うこのような郊外型

計 6 回六斎市が開かれた本宿 ῒ現在の本町商店

の大型小売店舗の進出は῍ 既存の中心商店街の

街ΐ と新宿 ῒ昌平町商店街ΐ は῍ 長い間茂原の

衰退をもたらしたῌ 特に῍ この地域では῍ 九十

中心商店街として発展したῌ 今日でも六斎市の

九里平野を南北に結ぶ幹線道路である国道

日には῍ 昌平通りに約 70 の露店が出店し地域

126ῌ128 号線沿いに大型小売店を含めたロῑド

住民に親しまれているῌ

サイドショップが林立するようになったῌ その

第二次世界大戦後῍ 国道 128 号線が整備され

ため῍ 従来型の中心市街地の商店街では῍ 駐車

ると῍ 商店街はその沿道にあたる浜町や通町

場の整備や再開発が課題となっているが῍ 商店

ῒ現在の銀座通りΐ へと発展し῍ 賑わいをみせる

主の高齢化や複雑な土地所有など多くの問題を

ようになったῌ 1950 年代後半から῍ 1970 年代前

抱えており῍ その解決は容易ではないῌ

半にかけて中心街区の一角を占めていた銀座通
り商店街も車両交通の増加や店舗の老朽化など
῍ 42 ῍
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により商店街としての機能を低下させたῌ 一

めたῌ

方῍ 茂原駅を利用する通勤通学者の増加に伴
い῍ 榎町῍ 駅前通り῍ 町保方面の商店街も発
展するようになった ῑ茂原市史編纂委員会῍

3. 超郊外住宅地の開発

九十九里地域における大規模住宅地開発の例

1966ῒῌ 大型店では῍ 榎町の ΐサカモト῍ 駅前

はさほど多くないが῍ 東金市の ΐ東金レイクサ

の ΐトῐコῐ῎ストア が核店舗としての機能

イドヒル (158 ha)῍ 大網白里町の ΐみずほ台

を果たしていたが῍ 1978 年に駅前に ΐジャス

(70 ha) ΐ季美の森 (197 ha)῍ 茂原市 ΐ緑ヶ丘

コ がオῐプンすると῍ 賑わいの中心が榎町か

ニュῐタウン (99 ha) などは比較的規模の大

ら 駅 前 へ と 移 っ たῌ さ ら に῍ 鉄 道 の 高 架 化

きな開発であるῌ 九十九里地域の住宅地化は῍

ῑ1987 年ῒ と公共立体駐車場の整備῍ 駅前再開

むしろミニ開発を含む中小規模の住宅地開発が

発ビル ΐサンウェル の完成 ῑ1992 年ῒ によっ

卓越するῌ 特に῍ 1980 年代以降῍ 東京の郊外化

て駅前は商業中心地として機能を充実させたῌ

の進展は῍ 地価の安いこの地域に超郊外住宅団

このように茂原市の中心商業地区は῍ 昌平

地や 1 戸建超郊外ミニ開発の波をもたらしたῌ

町῎本町から銀座通りを経て榎町へ῍ さらに駅

中でも῍ 大網白里町とその周辺地域にはミニ開

前へと徐῏に東へ移動してきたῌ

発によるスプロῐル化が進展したῌ

茂原市の郊外をほぼ南北に走る国道 409 号と

千葉市に隣接する大網白里町は῍ 1970 年代に

県道千葉茂原線沿線῍ 国道 128 号バイパス沿い

入って῍ 旧国鉄外房線の複線電化が進み῍ 東京

には῍ 東金市や旭市の国道 126 号沿線と同様῍

への通勤圏に組み込まれたことで住宅開発が急

郊外型のいわゆるロῐドサイドショップが集中

速に進展したῌ そのため῍ 1983 年に市域の一部

立地しているῌ ここには飲食店 ῑ32 店ῒ῍ 専門物

を῍ 1989 年には市域全域を線引き都市計画決定

販店 ῑ20 店ῒ῍ カῐディラῐ ῑ14 店ῒ などが中

し῍ 無秩序に進展する恐れのあったミニ住宅地

心であるῌ そのほか῍ ホῐムセンタῐ ΐカイン

開発に歯止めをかけることとなった ῑ大網白里

ズ など大型物販店やパチンコ῍ カラオケと

町῍ 1994ῒῌ この線引き都市計画の実施によっ

いったのレジャῐ施設の立地も目立ち῍ それら

て῍ 市街化調整区域においては新たな開発は原

の合計は 100 店舗に近いῌ

則的にできなくなったことや῍ バブル経済の崩

もちろん῍ 既存の地元商店街にとっては῍

壊なども影響して開発許可面積は減少しつつあ

ロῐドサイドショップの進出は脅威であるが῍

るῌ しかし῍ 一部では開発制限の弱い周辺の市

地元資本があえてロῐドサイドに進出した例と

町村に開発が滲み出したものと思われるミニ開

して ΐアスモ をあげることができるῌ この ΐア

発を見ることができるῌ ミニ開発住宅地への転

スモ は῍ 敷地 1 万 m ῑ駐車場 1,300 台ῒ の規

入者は῍ 居住環境の改善の目的で 1 戸建住宅を

模で῍ 地元スῐパῐのサンワストアとケῐヨῐ

購入した比較的若い世帯が多いが῍ 定年退職後

ホῐムセンタῐをキῐテナントとする総合スῐ

の定住地として自宅を購入した高齢者も目立

パῐであるῌ 出店テナント 47 店舗中῍ 19 店舗

つῌ しかし῍ 開発が急速かつ無秩序に進行した

が榎町や駅前通り商店街など地元中心商店街か

ために῍ 生活基盤施設の整備の遅れが指摘され

らのサテライト出店で῍ その積極的対応が注目

ている ῑ橋詰ほか῍ 1999ῒῌ

2

を集めたῌ 1997 年にはシネマ῎コンプレックス

宅地開発とパ῍クῌアンドῌライド

を併設したことで῍ アミュῐズメント機能を備

1996 年現在῍ 大網白里町内では῍ 4 カ所の区

えたショッピング῎センタῐとして集客力を高

画整理事業と民間の宅地開発が 1 カ所進行中で
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あるῌ 町では῍ 計画的に住宅を供給するための

し῍ さらに職場までは電車を利用するいわゆる

ΐ5 団地構想 が新総合計画の中に位置づけられ

パῐク῎アンド῎ライドという通勤行動が発達

ているῌ 5 団地とは῍ 区画整理事業による永田

することになったῌ

ῑながた野ῒ῍ 駒込 ῑみやこ野ῒ῍ 瑞穂 ῑみずほ

そこで῍ 大網白里町におけるパῐク ῎ アン

台ῒ῍ 緑が丘および東急資本による季美の森地

ド῎ライドの実態を把握するために῍ 大網駅周

区で῍ いずれも町北西部の大網地区に位置する

辺で経営されている駐車場を調査したῌ その結

規模の大きな住宅団地であるῌ これらの住宅地

果得られた駐車場分布図 ῑ図 5ῒ をみると῍ JR

に入居が完了すると῍ 2005 年度には町の人口が

外房線の西側と JR 東金線の北側に集中立地し

7 万人に達すると見込まれているῌ 増穂地区で

ていることがわかるῌ 合計は 75 カ所῍ 総駐車可

は῍ 1980 年代以降ミニ開発によるスプロῐル的

能容量は 3,358 台で῍ 1 カ所当たりの平均容量

な住宅開発も多いῌ

は 44.8 台ということになるῌ 最も規模の大き

千葉市はもちろんのこと῍ 東京へのアクセス

いものは῍ 駅南側に位置する 222 台収容可能な

にも恵まれていることで῍ 大規模住宅団地の建

駐車場であり῍ 駅周辺には 100 台規模の駐車場

設やミニ開発が進み῍ 人口が急増してきた大網

が合計 7 カ所みられるῌ 駐車場の駅に近くか

白里町の JR 大網駅では῍ 平日の朝夕῍ 多くの

つ῍ 規模の大きな一部の駐車場では῍ 月極契約

通勤客で混雑するῌ 駅から距離的に離れた住宅

と同時に日常業務用駐車場として時間駐車ス

地に居住する通勤者にとって῍ 駅までの交通手

ペῐスが確保されている所も散見されるῌ 駅か

段は主に自家用車ということになるῌ この自家

ら直線距離で半径 300 m 以内に立地する駐車

用車の乗り入れ需要に対応するため῍ 駅周辺に

場の数は 51 カ所で῍ 全体の 68% を占めるが῍

は大小無数の月極有料駐車場が地元地権者に

収容可能台数 ῑ2,610 台ῒ では全体の 78% が立

よって開設されているῌ 1991 年に町営駐輪場が

地する計算となるῌ 駅から半径 400 m 間でみる

整備されたが町営駐車場はないῌ そのため῍ 大

と῍ 合計 72 カ所 ῑ収容力は 3,319 台ῒ と῍ 大半

網駅では住宅から最寄駅まで自家用車を利用

の駐車場が立地していることになるῌ 月極駐車

図 5 大網白里町の JR 大網駅周辺の月極有料駐車場の分布 ῌ1996 年῍
注῏ JUSCO 専用駐車場や企業῎事業所専用駐車場を除くῌ ῑ現地調査により作成ῒ
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場料金は῍ 駅前で 1 月平均約 7,000ῐ8,000 円

て῍ この地域最大の商品作物となり῍ 同時に澱

で῍ 駅からの距離を増すにつれて安くなり῍ 駅

粉製造も盛んになったῌ 飯岡町などでは῍ 澱粉

から 400 m 付近では平均 5,000 円となるῌ

を原料とした水飴工場も立地したῌ また῍ サツ

駐車場立地上の特徴は῍ 大規模住宅地への近

マイモや澱粉かすは῍ 養豚の飼料となり῍ 副業

接性と関係して JR 外房線の西側と東金線の北

的ではあるが畜産が広がりをみせ始めたῌ 食生

側に集中していることであるῌ それにしても῍

活の変化῎輸送手段の発達などによって野菜生

合計 75 カ所 ῑ3,358 台ῒ という駐車場は῍ 決し

産が盛んになり施設園芸農業が発達したῌ

て町内の利用客にとどまらないῌ 駅周辺にこれ

九十九里地域における農業生産の特色を地域

ほどの駐車場が集中立地した背景には῍ 朝夕の

別にみると῍ 海匝地域では῍ 農業粗生産額の伸

特急列車や快速列車を利用する近隣町村からの

びが県平均を大きく上回り῍ 野菜が 1965 年の

通勤客が数多く大網駅に吸収されていることを

9% から 1995 年の 41% へ増加したῌ また῍ 従

物語っているῌ 町内には῍ 大規模住宅団地と駅

来より畜産の比重は高く῍ 野菜と合わせて海匝

を結ぶ路線バスはほとんど運行されておらず῍

地域の農業を支えているῌ 山武地域は῍ 野菜が

唯一路線を確保している ΐ季美の森 路線でも

1965 年の 11% が 1995 年には 42% となり῍ 野

1 時間に 2 本程度の運行にとどまっているῌ こ

菜と米で全体の 75% を占めているῌ また῍ 九十

のことは῍ ミニ開発住宅地においても同様であ

九里町などにおける花卉生産も特徴となってい

るῌ そのため῍ パ῏ク῎アンド῎ライドという

るῌ 長生地域も米の比重が 38% と高く῍ 野菜と

通勤行動が発達したと考えられるῌ その通勤行

米で 76% を占めているῌ

動を保証しているのが῍ 駅前に開設された月極

市町村ごとの農業生産構造の特徴を見るため

有料駐車場であり῍ 東京大都市圏の超郊外地域

に修正ウィ῏バ῏法 ῑ土井῍ 1970ῒ を用いて市

を代表する土地利用景観の 1 つといえるῌ

町村ごとの農業粗生産額による組合せ型を算出
したῌ この図から῍ 九十九里地域では῍ 米野

IV 農業地域の変容

菜が基本構成であるが῍ 松尾町以北では῍ これ
に植木や畜産が加わり῍ 構造が多様化するとこ

1. 農業生産の推移と地域特性

九十九里浜平野は῍ 海岸平野であるが故に῍
かつては日照りや洪水など自然災害の常習地域

がわかるῌ 畜産では῍ 北部で養豚῍ 養鶏が῍ 南
部で酪農が特化している ῑ図 6ῒῌ

でもあり῍ 天水田の用水確保のために各地にた

野菜については῍ 旭市の粗生産額が約 74 億

め池が点在したῌ また῍ 地下水面に近づけるた

円と最も高く῍ 県内第 5 位を示しているῌ 以下῍

めに水田面を掘り下げて῍ その土を盛り上げて

飯岡町῎成東町῎干潟町῎海上町と続くῌ 農業

つくられた島畑 ῑ竹内῍ 1975ῒ は῍ この地域特

粗生産額全体に占める野菜の割合は῍ 飯岡町

有の景観であったῌ 戦時下の食料増産政策の下

(71%) が群を抜いて高く῍ 成東町 ῎ 九十九里

では῍ 九十九里浜平野の稲作の生産性向上が叫

町῎一宮町῎蓮沼村で 50% を超えているῌ 九

ばれ῍ 大利根῎両総の 2 大用水事業が完成した

十九里地域は県下でも施設園芸に特化した地域

ことにより῍ 稲作の近代化が進行したῌ

であり῍ 特に海匝地域で顕著であるῌ

第二次世界大戦以前には畑地の約 50% が桑

畜産については῍ 海上町の粗生産額が約 54

畑で占められ῍ 養蚕も盛んで東金をはじめとす

億円 ῑ県内第 1 位ῒ῍ 干潟町が約 53 億円 ῑ県内

る九十九里地域の主な都市は῍ 繭取引きで賑わ

第 3 位ῒ と高い値を示しているῌ 県内でも有数

いをみせたῌ 戦後は῍ サツマイモ生産が拡大し

の養豚地帯である海匝地域で全般的に高いῌ 種
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図 6 九十九里地域における市町村別農業生産の特色 ῌ1995 年῍
注῏ 土井 (1970) による修正ウィῐバῐ法を用いて各市町の作物結合型を示したῌ
ῑ関東農政局 ΐ千葉県生産農業所得統計 より作成ῒ

類別にみると῍ 乳用牛は松尾町῎睦沢町῎長柄

示しているῌ

町῍ 肉用牛は野栄町῍ 豚は干潟町῎海上町῎旭

第二次世界大戦後九十九里地域は῍ 野菜需要

市῎野栄町῍ 鶏は海上町῎野栄町においてそれ

の増大や῍ 交通機関の発達により῍ 近郊園芸農

ぞれ特化しているῌ このほかに῍ 八日市場市῎

業地帯として発達してきたῌ 1975 年時点での野

東金市῎野栄町における植木生産や῍ 一宮町に

菜生産の割合が 25% 以上を示していたのは῍

おける伝統的なナシ栽培は῍ 九十九里地域の特

旭市῎飯岡町῎九十九里町῎白子町であり῍ 特

色であるῌ

に飯岡町では 58% を示し῍ この時期すでに野

米は῍ 八日市場市の粗生産額が約 40 億円と

菜生産が農業の基幹となっていたῌ 1995 年に

最も高く῍ 県内第 3 位を示しているῌ 以下῍ 東

は῍ 一部の市町で米や畜産への特化傾向をみる

金市 ῎ 茂原市 ῎ 大網白里町 ῎ 旭市が続いてい

が῍ 全体としては野菜園芸が拡大しているῌ

るῌ 粗生産額全体に占める割合としては῍ 長南

九十九里地域の農業において中心的役割を示

町 (58%) が最も高く῍ 東金市 ῎ 茂原市 ῎ 睦沢

す野菜生産であるが῍ 市町村別にみると῍ 生産

町῎長柄町は 40% を超えており῍ 長生地域に

作物にはそれぞれ特徴があるῌ 北部の海匝地域

おける比重が高くなっているῌ

は῍ 県下でも有数の施設園芸地帯であり῍ トマ

農業人口比率 ῑ1995 年ῒ をみると῍ 相対的に

ト῎イチゴ῎キュウリの生産を中心として῍ 九

九十九里北部の市町で高いが῍ すべての市町村

十九里地域のなかでも最も野菜生産が盛んな地

で県平均 (4.6%) を上回り῍ 今日も農業が地域

域となっているῌ 干潟町のシュンギク῍ 海上町

の基幹産業であるῌ 干潟町は 40.2% で県内で

のマッシュルῐム῍ 飯岡町のメロン῎パセリ῍

最も高いῌ 農家数῎専業農家の比率は῍ ともに

野栄町のピῐマン῍ 光町のネギなども特産物と

大きく減少しているῌ 専業農家率も同様に北部

してあげられるῌ 中部の山武地域では῍ 露地野

市町に高いが῍ 特に飯岡町は 48% と高い値を

菜生産が盛んであり῍ ネギ῎トウモロコシの生
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産が多いῌ 台地上ではニンジンの作付けもみら

干潟町῎飯岡町に集中していることがわかるῌ

れるῌ ほかには東金市のワケギ῍ 成東町のニラ῍

施設を有する農家の割合は῍ 飯岡町 (52%)῍ 旭

蓮沼村のエシャレットが特徴的であるῌ また῍

市 (48%)῍ 干潟町 (42%) を示しているῌ また῍

大網白里町や九十九里町では施設園芸による

内陸部より海岸部に多く立地しているῌ このほ

キュウリ῎トマトの生産が盛んであるῌ 南部の

かに῍ 野栄町῎横芝町῎成東町῎九十九里町῎

長生地域は῍ 生産額はそれほど高くはないが῍

大網白里町῎白子町῎一宮町などでも施設規模

一宮町のメロン῎トマトや茂原市のネギは県下

が比較的大きい ῐ図 7ῑῌ

有数の生産量を上げているῌ ほかには῍ トマ

全体的にみて῍ 施設はビニ῏ルハウスが中心

ト῎キュウリ῎メロン῎レタスなどの施設園芸

となり῍ ガラスハウスは全体の 6.3% を占める

作物や長南町のレンコン栽培にも特徴がみられ

にすぎないῌ 九十九里地域においては南部でガ

るῌ

ラス室の割合が高く῍ 特に一宮町῎白子町に集
中しているῌ 一宮町では大規模施設によるメロ
ン῎トマト栽培が行われており῍ 白子町῎睦沢

2. 施設園芸地域の形成

九十九里地域における施設園芸は῍ 1960 年代

町などでは花卉生産が定着しつつあるῌ

後半からその面積が急速に増加させたῌ 1995 年

特殊な施設園芸として῍ マッシュル῏ム生産

には῍ ビニ῏ルハウスが約 600 ha῍ ガラスハウ

があげられるῌ 光を遮断して῍ 細かな温度管理

スが約 38 ha に達して῍ 千葉県全体に占める割

のもとで栽培されるマッシュル῏ムは῍ 海上町

合は῍ それぞれ 36.0%, 30.9% となっており῍

で生産が盛んであり῍ 茨城県と並ぶ全国的産地

県内における施設園芸の中核地帯を形成したῌ

となっているῌ また῍ 成東町のイチゴ生産は῍

九十九里地域における地区別の施設園芸規模

観光農業として発展した施設園芸であるῌ

の分布状況をみると῍ 施設園芸が北部の旭市῎

図 7 九十九里地域における施設園芸の分布 ῌ1995 年῍
ῐ農林水産省 ῒ農業センサス千葉県統計書ΐ より作成ῑ
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キュウリとイチゴの施設園芸 ῍旭市῎

においても新たな施設園芸団地づくりが試みら

旭市の施設園芸についてみると キュウリと

れた 1993 年 地元 4 軒の農家によって組織さ

トマトは北部の共和地区を中心に市内全域で栽

れた 白子町花卉園芸組合  通称 ちば花花倶

培されている イチゴは 矢指地区や中央地区

楽部 がそれで 新たな産地作りが有望視され

の網戸などで盛んである 北部共和地区のキュ

たガベラを最新技術のロックウル栽培方式

ウリの粗生産額は 市全体の約 60% を占め 市

によって栽培しようというものであった

内はもとより県内最大のキュウリ生産地となっ

施設規模は 4 棟 (1.7 ha)

管理棟 1 棟と 花

ている ビニルハウスに加えて ガラスハウ

卉施設団地としては決して規模は大きくない

スの比率が高いこともこの地区の特色である

が コンピュタ複合環境制御方式により 温

共和地区の A 農家は 1 ha にも及ぶ大規模

度 給液 遮光管理がなされ 50 種以上のガ

な施設園芸に取り組んでおり 市内でも最大の

ベラ品種が京浜市場 5 社へ共選  共販体制に

キュウリ農家である 以前は水稲と施設園芸に

よって出荷されるようになった 各施設での切

よるトマト生産を組み合わせていたが 1970 年

り取り 花へのキャップ掛けおよび長さの調製

代よりキュウリを導入した このころ暖房機が

作業の工程は機械化されている 花市場の開催

普及し新品種が導入されたこともあり 共和地

日に合わせた出荷調整が必要となるため ロ

区を中心にキュウリ栽培が急速に広まった

テンションによる週休 2 日制が導入され 約

施設における作付けは 49 月の夏秋トマト

30 名の地元主婦層を中心とするパト労働力

に続き 9 月よりキュウリの播種接ぎ木を経

を確保し対応している 1994 年度実績をみる

て 125 月が収穫期となる 冬から春にかけ

と 出荷量は 41,137 箱 販売額 1.2 億円 で

てはパト労働力も加えて収穫にあたる 市内

1 団地としては日本一の生産量を誇る

のイチゴ生産農家の約半数が集中する矢指地区

年間生産量 680 万本というこのガベラ団地

では 1975 年ごろからイチゴが導入され水稲と

は新たな園芸農業を先取りしたアグリ  ベン

イチゴの複合経営が行われてきた

チャビジネスとみることもできる 白子町で

この地区で約 5,000 m2 の大規模なイチゴ生

は このほか施設による水耕栽培に特色がみら

産を営む B 農家では 1970 年代後半からイチ

れる 葉ネギサラダ菜トマトなどが いず

ゴを導入したが 減反の影響もあり徐にイチ

れも大規模な施設を利用して生産されている

ゴの比重を増してきたという 以前は 宝交早

施設化に伴いマニュアル化された農作業の工程

生 の栽培が盛んであったが 現在では 女峰

は 周辺地域における主婦層の労働力の活用を

が主流となっている 67 月の裏作ホウレンソ

可能とし 多くの雇用を生み出している

ウの出荷が終わると イチゴの苗は早く花芽を

大規模施設園芸団地 ῍一宮町῎

つけさせるために 半数は栃木県日光市へ 山

一宮町におけるガラス温室 6 団地 約 10 ha

上げ され 残りはハウスに隣接する 夜冷施

の平均規模は 2,200 m2 で ビニルハウス 約

設 で短日処理される 収穫は 125 月まで行

23 ha の平均規模は 1,800 m2 である 施設野菜

われるが 旭市のイチゴはほとんどが東葛地域

の作付体系は ガラス温室が 促成トマト 春

を中心とした県内各地へ出荷される

メロン あるいは 促成トマト

マスクメロ

日本一のガῌベラ団地 ῍白子町῎

ン  ビニルハウスが 半促成トマト 抑制

白子町では 水耕栽培による葉ネギ サラダ

キュウリ の組み合わせで栽培されている も

菜などの野菜の施設園芸と平行して 花卉栽培

ちろん ガラス温室はビニルハウスに比べて

ῌ 48 ῌ

九十九里地域における都市と農業地域の変容 ῑ橋詰῎石毛ῒ

設備の投資コストは高いが῍ 耐久性に富むῌ ガ

してきたῌ 1995 年には῍ ネギ῎トウモロコシの

ラス温室は῍ ビニ῏ルハウスの 2 倍以上の資本

ほか῍ 露地メロン ῑ飯岡町῎白子町ῒ῍ ニンジン

投下が必要であるῌ そのため῍ ガラス温室では

ῑ横芝町῎松尾町ῒ῍ パセリ ῑ飯岡町ῒ῍ ダイコ

より収益性の高いマスクメロンを中心とする栽

ン῎ニラ ῑ成東町ῒ῍ エシャレット ῑ蓮沼村ῒ῍

培が行われている ῑ吉中῍ 1996ῒῌ

ワケギ ῑ東金市ῒ῍ ホウレンソウ ῑ長柄町ῒ῍ レ

一宮地区の専業農家で῍ 現在 2.3 a のガラス

ンコン῎ナス ῑ長南町ῒ などが特産物であるῌ

室で῍ トマトとマスクメロンを栽培する I 氏宅

九十九里地域において῍ 露地野菜生産の比率

では῍ 1974 年頃まではトマトとキュウリの栽培

が高いのは山武地域であるῌ 海岸平野の砂堆地

が中心であったが῍ ガラス温室団地の建設を機

域では῍ トウモロコシ ῎ ネギ ῎ ニラ ῎ ダイコ

に῍ キュウリをメロンに変更῍ 試行期間を経て

ン῎エシャレット生産が多いῌ トウモロコシは

1977 年に本格的に栽培を開始し῍ 現在ではとく

1965 年ごろから作付けが始まり῍ 1970 年ごろ

にマスクメロンの栽培に力を注いでいるとい

には生産が本格化したῌ 新たな品種の導入や栽

うῌ 町内の 6 カ所のガラス室団地があるが῍ こ

培方法の改善などにより῍ また消費需要の拡大

のうちトマトマスクメロン栽培を手掛けてい

も相まって生産量は増加を続け῍ 1980 年には山

るのは῍ 原省エネ団地に 16 人῍ 集中管理団地に

武農協の出荷量が全国一を記録したῌ

7 人῍ 矢畑῎東浪見に 6 人῍ 中の原団地に 5 人῍

ネギ生産は῍ 1960 年ごろから出荷が開始され

新地に 4 人῍ 原団地に 2 人の合計 40 人であるῌ

たῌ 1970 年には秋冬ネギが産地指定されるとと

お中元シ῏ズンに合わせて栽培されるメロンの

もに῍ 作付け作業が機械化されたため生産量が

収穫は῍ 6 月 20 日 ῐ7 月 20 日の 1 カ月に限ら

増大したῌ 成東町のネギ生産額は約 14 億円で῍

れるῌ 収穫されたメロンは῍ 1995 年に新設され

松戸市に次いで県内第 2 位となっているῌ 成東

た協同集出荷場 ΐグリ῏ンウェ῏ブ長生 から῍

町はネギのほかにもダイコン ῎ ニラ ῎ ソラマ

東京῎横浜῎仙台の市場に出荷されるが῍ 今日

メ῎トウモロコシ῎落花生など῍ 露地中心の野

では ΐ長生メロン として市場ブランド化に成

菜生産が盛んであるῌ

功しており῍ 市場での人気も高いῌ

一方台地上においては῍ ニンジンをはじめと
した根菜類生産が盛んであるῌ ニンジンは 1960
年代後半から栽培が本格化するが῍ スイカやト

3. 露地園芸地域の形成

九十九里地域における露地野菜生産は῍ 第 2

ウモロコシと組み合わせることにより῍ 周年出

次世界大戦後には甘藷生産が主体となり῍ それ

荷体制が確立したῌ 現在は横芝町や松尾町にお

を原料として副業的養豚が発達したῌ 1960 年代

ける生産が活発であるῌ

には῍ 落花生の生産が盛んとなり῍ 特に山武῎

エシャレットの産地 ῌ蓮沼村῍

長生地域では῍ 米 ῎ 畜産に次ぐ生産高を示し

1996 年現在の栽培面積は῍ 21 ha ῑ全県栽培面

たῌ 1970ῐ80 年代にかけては῍ 野菜生産が高ま

積の 44%ῒ῍ 収穫量も 227 t ῑ全県の約 50%ῒ と

りをみせ῍ 地域により作付け作物は多様化し

蓮沼村は県内最大のエシャレット産地であるῌ

たῌ ネギ生産は῍ 茂原市῎成東町῎光町などで

エシャレットとは῍ ラッキョウの若芽分球で

広まったῌ また῍ トウモロコシは横芝町などを

あり῍ 東日本では῍ 静岡県浜松市῍ 茨城県玉造

中心に栽培地域が拡大したῌ

町と蓮沼村が 3 大産地といわれているῌ これら

その後῍ 施設園芸が増加するとともに῍ 市町

の産地は῍ いずれも栽培の容易な海岸砂地であ

村により生産作物がより多品目化する傾向を示

る点が共通しているῌ そのため῍ 県内最大規模
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の作付け農家でも 40 ha 程度で῍ 大規模に栽培

りもむしろ῍ 関東ロ῏ム層のような土質が適し

する農家は見あたらないῌ エシャレットは年 1

ているῌ 極三ワケギは῍ 東京産など他産地のも

作で῍ 洪積台地上の火山灰に覆われた畑地での

のと違い土寄せをほとんど行わないため緑の部

種球増殖が必要で῍ 苗は成東町や山武町の農家

分が長いのも特徴であるῌ 各栽培農家で収穫さ

で委託栽培されるῌ その後῍ 温暖な海岸の砂地

れたワケギは῍ した出荷場内で῍ 出荷調整と予

で分球育成されるῌ

冷された後῍ 特製の発泡スチロ῏ル箱に規格ご

エシャレットの出荷期は῍ 11 月から 5 月まで
だが῍ 早期出荷にあたる 11 月は῍ 分球数が少な

とに詰められ῍ トラックで東京市場を中心に出
荷されるῌ

く῍ 1 球あたりの重量も軽いため収量は多くな

ワケギ栽培は῍ 株 2 本を目安に畑に定植さ

いῌ 後半の 5 月頃になると収量は多くなるもの

れ῍ 18ῐ20 本にまで分結したところで収穫され

の気温の上昇に伴い῍ 1 球当たりの重量が大き

るῌ 軟弱なワケギは長ネギのように皮むき機械

くなり῍ ラッキョウと区別がつかなくなり῍ 商

を導入することは不可能で῍ 皮むき作業は῍ 近

品価値が低下するῌ したがって῍ 植え付け時期

隣の主婦層 ῑ多くは八街市ῒ のパ῏トタイム労

を年内῍ 年明け῍ 春先の 3 回に分け῍ 常に良質

働力に依存しているῌ

の商品を出荷する工夫がなされているῌ

ワケギ栽培には῍ 長年の経験が重要であると

小型軽量野菜であるこのエシャレットは῍

いうῌ 組合は一定の規格῎高品質の品を需要に

1970 年代以降῍ 兼業化῎高齢化῎女性化が進展

応じて安定供給することが可能な栽培῎出荷シ

する中で῍ 経営面積は少なくても農家の婦人が

ステムを確立することによって῍ ΐ極三ワケギ

片手間に栽培できることから冬季副業的換金作

のブランド化に成功したῌ それは῍ ワケギ栽培

物として導入されたものであるῌ

農家数を増やさず῍ 市場からの契約栽培方式に

῎極三ワケギ῏ の栽培 ῌ東金市極楽寺῍

よる高品質ワケギの安定供給に専念したことな

ワケギはいわゆる軟弱野菜の 1 つで῍ その栽

どの努力が市場で評価された結果であるῌ

培は都市近郊地域において特に発達してきたῌ

消費地に近接する地域にワケギ産地が形成さ

今日でこそ῍ 航空機輸送による博多万能ネギの

れているῌ その中にあって῍ この東金市極楽寺

ような例もみられるが῍ 東京市場で取り引きさ

の例は῍ 東京近郊の他産地に比べて῍ 市場から

れるワケギは῍ 東京都や埼玉県及び千葉県の郊

の距離がもっとも遠い産地ということになる

外地域の一部において栽培されているῌ

が῍ 市場へのアクセスの容易性や肥沃な土壌や

東金市の極楽寺地区で本格的にワケギが栽培
され始めたのは 1980 年ごろで῍ 東京市場での

優れた栽培技術などの面で東京近郊の他産地を
しのぐ商品出荷を可能にしているῌ

春から夏にかけてのワケギの品薄期に出荷した
ことに始まるῌ 1991 年には出荷組合を 20 戸の

4. 共同集出荷場の整備

農家で組織し῍ ΐ極三ワケギ をとして商品化し

一大野菜産地を形成してきた九十九里地域に

たῌ 極三とは῍ 極楽寺 1ῐ3 地区の農家によるワ

おいても῍ 市場からの要望に応えた品質῎鮮度

ケギ栽培を意味するῌ 栽培面積は 1996 年現在

を保ち῍ 定時定量出荷を実現するための共同集

合計約 15 ha で῍ 18 戸が栽培に関わっており῍

荷場の建設が大きな課題となってきたῌ

生産組合の規模としては大きなものではないῌ

長生農業協同組合の共同集荷場として 1995

ワケギは非常にデリケ῏トな軟弱野菜で῍ 夏の

年に一宮町新地に建設された ΐグリ῏ンウェ῏

高温῎乾燥を嫌うためネギ栽培に適した砂地よ

ブ長生 では῍ 施設園芸によるトマト ῎ メロ
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ン῎キュウリのほか῍ 一宮町特産のナシの集選

域における乳牛や῍ 海匝地域特に野栄町におけ

荷が行われているῌ これらの作物を組み合わせ

る肉牛生産も特徴的であるῌ

た結果῍ 周年出荷体制を実現しているῌ 松尾町

1960 年代後半には῍ 既に千葉県内の養豚業も

にある ῒJA 山武郡市やさいの里ΐ は῍ 1991 年度

専業化῎大規模化の傾向が顕著になったῌ これ

野菜集団産地育成事業により建設された῍ 松尾

には῍ 1967 年に始まる食肉流通施設設置事業

町῎横芝町῎蓮沼村の共同集出荷施設であり῍

で῍ 旭市と光町に食肉センタ῏が建設されたこ

真空予冷施設やトマト選果施設を備えているῌ

とや῍ 海上町῎光町などが養豚企業化推進事業

現在は施設トマトを中心とした周年出荷が行わ

の指定を受けたことなどが関係しているῌ 1975

れているが῍ 露地野菜も含めた特産品の育成を

年時点において飼育頭数が 1 万頭以上の市町村

目指しているῌ 旭市に 1994 年に建設された

は῍ 干潟町῎海上町῎八日市場市῎野栄町῎光

ῒJA フレッシュグリ῏ンΐ は῍ 全国初となるト

町῎横芝町῎松尾町であったῌ 九十九里南部地

マトとキュウリの自動選果機を備えているῌ 大

域では῍ 都市化に伴い宅地化が進展するように

型冷蔵施設により定時定量出荷が可能となった

なると῍ 養豚業は次第に衰退したῌ それに対し

キュウリは῍ 京浜市場においても高知県や宮崎

て北部地域においては῍ 経営規模の拡大傾向を

県を上回る市場占有率を記録しているῌ

強め῍ 企業的養豚経営もみられるようになっ

今日῍ 集荷施設の建設は九十九里地域全域に

たῌ 干潟町や海上町では台地上に大規模養豚団

拡大しているが῍ 近年は冷蔵῎貯蔵施設の設置

地が立地するようになったῌ 1995 年の飼養頭数

も進んでおり῍ 野菜の一時保管῎出荷調整を実

は῍ 干潟町 70,000 頭῍ 海上町 31,000 頭῍ 野栄町

現しているῌ また῍ 機械化により品質῎規格が

14,000 頭῍ 松尾町 14,000 頭などと海匝地域を

統一され῍ 市場における産地評価も高まってき

中心とした九十九里北部地域に集中しているῌ

たῌ これらの施設が導入され῍ 農家の大きな負

一方῍ 千葉県における養鶏業は῍ 消費地への

担となってきた選別῎箱詰作業の多くが軽減さ

近接性から 1960 年代には東飾地域が中心地で

れたことは῍ 農業従事者の高齢化や後継者不足

あったῌ その後῍ 都市化の進行により῍ 生産地

の問題に対しても῍ 大きな効果をあげているῌ

は῍ より経営環境に恵まれた首都圏外縁部に移
動するとともに῍ 大規模な企業的養鶏が増加し
ていったῌ 現在῍ 採卵鶏は῍ 海匝῎香取の東部

5. 畜産地帯の形成と変容

戦後の九十九里地域における畜産業は῍ 養豚

地域や君津地域において盛んであるῌ 九十九里

では農家による ῒひさし飼いΐ などの副業的な

地域における鶏卵の生産額 ῐ1996 年ῑ は῍ 海上

形態が主流であり῍ また役用牛としての肉牛の

町が 18.1 億円で県内第 3 位を示しており῍ 野

飼育が目立つ程度であったῌ 高度経済成長期以

栄町 ῐ11.7 億円ῑ῍ 大網白里町 ῐ7.9 億円ῑ など

降῍ 食生活の変化に伴い肉類の需要が増大する

であるῌ ブロイラ῏養鶏も῍ 九十九里地域に次

と῍ 用地制約の少ない輸入飼料に依存度する

第に広まりつつあり῍ 旭市 ῐ3.4 億円ῑ や海上町

豚῎鶏の飼育頭数が急増したῌ 乳牛は長生῎山

ῐ1.1 億円ῑ で生産が拡大している ῐ図 8ῑῌ

武地域で῍ 養豚は特に海匝地域で増加したῌ

大規模養豚経営 ῌ干潟町῍

農業粗生産額に占める畜産の比重をみる

干潟町の農業粗生産額 ῐ1995 年ῑ は῍ 米が

と῍ 海匝地域が約 34% と高く῍ 特に養豚῎養鶏

17.9%῍ 野菜が 28.7% であるのに対して῍ 畜産

が盛んであり῍ 九十九里地域における畜産の最

は 44.5% を示し῍ 特に豚が 34.0% を占めるῌ

大の特色となっているῌ この他῍ 長生῎山武地

干潟町の畜産粗生産額は 50 億円を超えて῍ 県
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図 8 九十九里地域における豚飼育頭数の変化 ῍1975 年ῌ 1995 年῎
ῐ千葉県統計課 農業基本調査の結果概要῍ 農林水産省 世界農林業センサス千結果概要 より作成ῑ

内でも第 3 位の地位にあり῍ なかでも豚は第 1

副業的軒先養豚の時代には῍ 町全域において

位であるῌ 豚の飼育頭数は῍ 経営規模の拡大に

広く行われていたが῍ 大規模企業化傾向が強ま

伴って年῏増加してきたῌ 1955 年には約 500 頭

ると用地確保や環境問題への配慮の必要性か

であったものが῍ 1975 年には 25,000 頭を超え῍

ら῍ 次第に町北部の台地上に集中するように

1995 年には約 70,000 頭の大養豚地帯を形成し

なったῌ 現在は῍ 清和乙῎南堀之内῎鏑木に豚

ているῌ

舎が多く見られ῍ 特に῍ 鏑木の養豚団地には大

干潟町における養豚経営は῍ 当初稲作農家に

規模なものが集中立地しているῌ 近年῍ ふん尿

よる現金収入を目的とした副業的一部門すぎな

処理など畜産公害を指摘する声もあり῍ 浄化処

かったῌ そのため各農家とも数頭程度のいわゆ

理施設の設置などの対策が課題となっているῌ

る軒先養豚が主体であったῌ 1970 年代に入る

V おわりに

と῍ このような形態から῍ 次第に一貫経営に切
り替える農家が目立ち始めたῌ

1999 年に刊行された 千葉県の歴史別編地誌

当時は῍ 豚の価格が安定していたため῍ 米や

2 ῐ総論ῑ は῍ 千葉県を 5 地域に分け῍ すべて

野菜と比較しても利益が大きく῍ 農業経営の安

の市町村を対象に地域の今日的事象を動態的に

定を図るために῍ 多くの養豚農家が一貫経営へ

調査した成果であるῌ 本稿は῍ その中から῍ 筆

移行したῌ また῍ ハム等の加工業者と提携する

者らが担当した九十九里地域における都市及び

ことにより῍ 一貫経営に移行した例もみられ

農業地域の特色とその変化に焦点をあて῍ 要約

たῌ このころには῍ 稲作と養豚の複合経営から῍

し直したものであるῌ

養豚の専業経営への移行が活発に進行したῌ 干

地誌学的な調査結果の中から特に῍ 九十九里

潟町で養豚規模が拡大する過程において῍ 大き

地域に典型的な事例を幾つかとりあげたが῍ こ

な役割を果たしてきたのが 1970 年に設立され

れらの中には῍ 必ずしも現象を一般化できない

た農事組合法人 ῒ干潟町企業養豚ΐ であるῌ

例も含まれるῌ あくまでも῍ 地域の特色と変容
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を記録することに徹した内容であることを付記

中村剛氏には現地調査の際に手伝っていただい

しておくῌ ここでは῍ この研究で明らかになっ

たῌ 本稿で取りあげた図 ῒ地域誌 2 に掲載した

た内容を要約することは避けるが῍ 九十九里地

図を再掲したΐ の作図は῍ 駒澤大学地理学科の

域の都市と農業地域において抱える問題点や課

村沢修君にお願いしたῌ 末筆ながら῍ 以上の

題を幾つか簡単に紹介することでまとめに替え

方῏にお礼申し上げますῌ

たいῌ

注

九十九里地域の都市の変容に大きく関係した
のは῍ 1980 年代以降の東京大都市圏の拡大に伴

1) 千葉県史刊行事業全 51 巻の構成は῍ 次の

う超郊外化の進展であったῌ 大規模住宅地の造

とおりῌ 千葉県の歴史 は全 39 巻で῍ 通

成だけでなく῍ 多くのミニ開発住宅地の造成が

史編が原始῎古代 1῍ 古代 2῍ 中世῍ 近代 1῍

こうした人口の社会増の受け皿となったῌ 特

近代 2῍ 近現代 1῍ 近現代 2῍ 近現代 3 の計

に῍ ミニ開発による超郊外住宅地では῍ 地価の

8 巻῍ 資料編が考古 1ῑ4῍ 古代῍ 中世 1ῑ5῍

下落῍ 人口の都心回帰῍ 未整備のままの社会資

近世 1ῑ6῍ 近現代 1ῑ9 の計 25 巻῍ 別編が

本など多くの問題を抱えているῌ また近年῍ 幹

民俗 1ῑ2῍ 地誌 1ῑ3 と年表の計 6 巻から

線道路網沿いの郊外型大型店立地に伴い既存の

成るῌ 千葉県の自然誌 は全 12 巻で῍ 本

中心商店街は急速に衰退しているῌ 特に῍ 商業

編が千葉県の自然῍ 大地῍ 気候῎気象῍ 植

基盤が脆弱なこの地域の地方都市では῍ 茂原市

物 1ῑ2῍ 動物 1ῑ2῍ 変わりゆく千葉県の自

にみられるように大手百貨店の撤退なども手

然の計 8 巻῍ 別編が千葉県地学写真集῍ 植

伝ってその求心力を弱めているῌ

物写真集῍ 動物写真集および千葉県植物誌

九十九里地域の農業地域については῍ 国策と

の計 4 巻から成るῌ このうち地誌部会によ

しての産地指定῍ 圃場整備事業や各種補助事業

る地誌 1ῑ3 は῍ 地誌 1 ῒ総論ΐ῍ 地誌 2 ῒ地

によって῍ 我が国でも有数の近郊園芸農業῎近

域誌ΐ および地誌 3 ῒ地図集ΐ で῍ 地図集は

郊畜産地域を形成してきたといえるῌ しかし῍

2002 年 3 月刊行に向けて現在編集作業が

そうした産地形成の背景には῍ 同じく国策とし

進められているῌ 1999 年度までに῍ 歴史系

ての減反政策が関わっていたことを指摘しなけ

の通史編 1 巻῍ 資料編 10 巻῍ 別編 3 巻῍ 自

ればならないῌ 供給過剰となっている野菜や畜

然系の本編 4 巻が刊行され῍ 2000 年度中に

産の当面の課題は῍ 価格低迷からの脱却であ

歴史系の資料編 3 巻と自然系の本編 1 巻が

るῌ 従来の経営では価格の伸びだけでなく῍ 市

刊行予定ῌ 編集は ῒ財ΐ 千葉県史料研究財

場での新たな需要開拓も期待できないῌ 生産コ

団῍ 発行は千葉県であるῌ

スト削減の努力と付加価値をつけて独自の販売

2) 地誌部会で῍ 地誌 2 ῒ地域誌ΐ の調査研究῎

ルῐトを拡大することが課題となっているῌ

執筆῎編集に携わったスタッフは次のとお
りῌ 白井哲之 ῒ部会長ΐ῍ 山村順次῎橋詰直

謝 辞 本研究を実施するにあたり῍ 九十九

道῎三澤正῎竹内裕一 ῒ専門員ΐ῍ 杉浦和

里地域の県出張所῍ 市町村役所῍ 商工会῍ 農協῍

義῎関信夫῎鳥光一男῎安藤清῎中西遼太

農家の皆様には現地調査の際にお世話になっ

郎 ῒ調査執筆員ΐ῍ 石毛一郎 ῒ史料研究員ΐ῍

たῌ また῍ 地誌 2 ῒ地域誌ΐ の執筆にあたり῍ 地

吉村陽子῎森直子 ῒ嘱託ΐῌ なお῍ 地誌 1

誌部会のスタッフの方῏には貴重なアドバイス

ῒ総論ΐ 編集時には῍ 古谷尊彦 ῒ専門員ΐ῎

をいただいたῌ 駒澤大学大学院地理学専攻生の

赤川泰司 ῒ調査執筆員ΐ らも加わったῌ
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