
06成田の宝物
未来に残したい

成田の先人たちがつくり育み、受け継いできたさまざまな文化。普段何げな
いものでも、その一つ一つが、実は掛け替えのない宝物です。厳選された 

「成田の未来に残したいもの60選」を紹介します。
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❹

❻

❸

イベント

選

❶ 初詣（成田山新勝寺・宗吾霊堂）
新勝寺と宗吾霊堂では大護摩が供されま
す。とくに新勝寺は三が日の参詣者数が
300万人を超え、全国2位の人出となります。
❷ 節分会（成田山新勝寺・宗吾霊堂）
新勝寺では大相撲力士や芸能人が参加する
豆まき式が開かれます。宗吾霊堂では豆ま
きのほかにはしご乗りの実演があります。
❸ 成田太鼓祭
新勝寺と表参道を舞台に和太鼓や伝統音楽
の団体が集結する日本有数の太鼓祭です。
大本堂前での「千願華太鼓」は圧巻です。
❹ 成田祇園祭
約300年の歴史を持つ祭りで、成田山と旧
成田町全町が参加し、10台の山車と屋台
が曳き廻され、まちは熱気に包まれます。

❺ 宗吾霊堂御待夜祭
義民・佐倉惣五郎の御霊をお祀

まつ
りする宗吾

霊堂の例大祭です。境内には名物の露店が
立ち並び、縁日としてにぎわいます。
❻ NARITA花火大会in印旛沼
観客が参加して楽しむことに重点をおき、
2010年には世界初の「観客参加型花火大
会」としてグッドデザイン賞を受賞。
❼ 成田弦まつり
津軽三味線の演奏を中心にさまざまなイベント
が開催されます。総勢150人による「成田山
奉納津軽三味線大演奏会」は迫力満点です。
❽ 成田山公園紅葉まつり
自然豊かな成田山公園は紅葉も素晴らし
く、秋には錦秋の景色が広がります。期間
中は茶会や伝統楽器の演奏も催されます。
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⓱ 成田山公園の自然
広大な面積に、巧みに自然を配した日本庭
園です。梅、桜、新緑、紅葉、雪景色など、
四季折々の自然を年間を通して楽しめます。
⓲ 印旛沼の夕景
県立印旛手賀自然公園に指定されている印
旛沼の湖畔には自然がよく残されており、
水面に映える夕焼けは格別の美しさです。
⓳ 三里塚記念公園のマロニエ並木
園内には美しいマロニエの並木道が続き、
かつての御料牧場の雰囲気を今に伝えてい
ます。「日本の歴史公園100選」に選定。
⓴ 中台運動公園の桜
公園内の遊歩道と外周沿いの歩道にソメイ
ヨシノが植えられ、一斉に咲きそろうさま
は見事です。

㉑ 成田空港の夜景
誘導灯や照らし出された滑走路は幻想的な
雰囲気です。夜空へ飛び立っていく飛行機
に、思いをはせてみてはいかがでしょうか。
㉒ 宗吾霊堂のアジサイ
境内のあじさい園には7,000株ものアジサ
イが植えられ、なかでも1,000株におよぶ
柏葉アジサイが見事です。
㉓ 麻賀多神社の大杉
御神木の大杉は樹齢約1,300年、高さ40m
と東日本で最も大きな杉で、森閑とした境
内にそびえ立っています。
㉔ 根木名川沿いの桜
市内を流れる根木名川沿いには桜が植樹さ
れています。特に根木名川と取香川の合流
地点の桜並木は見事です。

❾
⓫

写真提供/NAA⓬

⓭

⓱⓳㉒

⓲

観光
スポット

情 景

❾ 成田山新勝寺
千年を超える歴史を持つ古

こ さ つ
刹です。年間

1,000万人以上の人々が参詣し、「成田のお
不動さま」として広く親しまれています。
❿ 成田山参道
成田山とともに長い歴史を歩んできた参道沿
いの門前町。電線の地中化とセットバックに
より、快適に古い町並みの情緒を楽しめます。
⓫ 成田空港
1日に600便以上の飛行機が発着する、日本
の空の玄関口です。ターミナルの見学デッキ
では、離着陸の様子を間近に見られます。
⓬ 宗吾霊堂（東勝寺）
江戸時代の義民、佐倉惣五郎を祀ることで
名高いお寺です。桜・アジサイ・紅葉など
四季折々の美しい風景が広がります。

⓭ 成田市さくらの山
成田空港そばにある丘陵公園で、桜をはじ
めとする自然と飛行機の織り成す景色は、

「ちば眺望100景」にも選ばれました。
⓮ 大慈恩寺
鑑真和上の開基と伝えられ、室町時代には
足利尊氏らによって幕府の祈願所となった
名古刹です。
⓯ 小御門神社
後醍醐天皇の忠臣の藤原師

もろ
賢
かた

を祀り、境内
の森は「小御門神社の森」とよばれ、千葉県
天然記念物に指定されています。
⓰ 龍正院
坂東三十三観音霊場の第28番札所で、「滑
河観音」としても親しまれ、観音堂は徳川
綱吉によって寄進、再建されたものです。
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㉕ 成田山　三重塔 国指定重要文化財
1712年建立。大本堂前に位置し、江戸
中期の特色を現在に伝える高さ25mの
塔。五智如来が安置されています。
㉖ 成田山　仁王門 国指定重要文化財
1831年再建。大きな千鳥破

は
風
ふ

が特徴で
す。ひときわ目を引く大提

ちょうちん
灯は魚河岸講

が奉納したものです。
㉗ 成田山　額堂 国指定重要文化財
1861年建立。江戸時代から信徒が奉納
してきた額や絵馬が並びます。七代目市
川團十郎の石像も奉安されています。
㉘ 成田山　光明堂 国指定重要文化財
1701年建立の旧本堂。元禄文化の華や
かな薫りや当時の熱心な信仰を今に伝え
ています。

㉞ うなぎ
江戸時代から成田名物として参詣客に親
しまれてきました。土用の丑の日をはさ
み、成田うなぎ祭りも開催されます。
㉟ 羊羹
成田に軒を連ねる老舗和菓子店の多く
が、羊

よう
羹
かん

を看板商品にしてきました。成
田のお土産として人気を誇っています。
㊱ 佃煮
印旛沼などの漁場に恵まれた成田は、昔
から川魚の加工が盛んです。佃煮もその
一つで、たくさんのお店があります。
㊲ 漬物
成田山土産として人気のある漬物。成田
発祥の鉄砲漬をはじめ、多種多様な漬物
が土産店の軒先で売られています。

㉙ 成田山　釈迦堂 国指定重要文化財
1858年建立。1964年まで本堂として使
われていました。周囲に彫刻をあしらっ
た総欅

けやき
造りの重厚な建物です。

㉚ 大野屋旅館 国登録有形文化財
望楼を備えた3階建ての大規模な木造建
築です。3階の大広間は114畳敷で能舞
台が設けられています。
㉛ 三橋薬局 国登録有形文化財
万能薬として有名な成田一粒丸の製造本
舗で、重厚な蔵造りの店蔵と、江戸末期
に建造された土蔵が指定を受けています。
㉜ 龍正院仁王門 国指定重要文化財
1501〜1504年再建。茅

か や ぶ
葺き寄棟造りで、

柱は16角形をしており、室町時代の建
築様式を今に伝えています。

㊳ 大栄愛娘（サツマイモ）
県内有数のサツマイモ産地である大栄地
区で2001年に開発されました。しっと
りした食感と上品な甘さが特徴です。
㊴ レンコン
下総地区はレンコンの栽培が盛んで、無
漂白なのに白く、甘みのある品質のレン
コンが年間を通して出荷されています。
㊵ 日本酒
成田には質の良い湧き水と広大な田園地
帯があります。良い水、良い米で多くの
人に愛される酒が生み出されています。
㊶ 一粒丸 
江戸時代から続く成田の薬は、参詣者に
は御霊薬として昔から人気がありまし
た。胃腸薬として有名です。

㉝ 旧学習院初等科正堂 国指定重要文化財
1899年に学習院の講堂として建設され、
その後旧遠山村に移築されました。西洋
風のデザインと伝統工法による美しい木
造建築です。

㊷ 伊能歌舞伎米
大栄地区の郷土芸能「伊能歌舞伎」復興に
ちなんで命名されたブランド米。大粒の
コシヒカリで、徹底した管理により栽培
されています。

㊵ ㉞

㉖㉝

㉟

㉚

食・特産品

文化財・史跡
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㊸ パークゴルフ場
市内には全9ホールの十余三と全18ホー
ルの久住の2つのパークゴルフ場があり
ます。共にクラブとボールのレンタルは
無料です。

52 新勝寺と市川家の縁
初代團十郎の父は成田市の出身で、子宝
に恵まれず成田山に祈願して子を授かっ
たことから、成田不動尊にまつわる演目
を打ち、大成功しました。

㊹ 中台運動公園
成田駅から500mと好立地にある、市の
中核的な運動施設です。全国規模の大会
も数多く開催されています。
㊺ 成田市立図書館
ことし開館30周年を迎えた本館と公津の杜
分館、公民館図書室等の合計14の分館
があり、蔵書数は100万冊を超えます。
㊻ 成田国際文化会館
1,188席の大ホール、国際会議室などを
備え、数多くの演奏会、講演、会議など
が行われている文化拠点です。
㊼ 三里塚御料牧場記念館
かつて畜産研究の拠点であり、成田空港
の建設に伴って移転した旧下総御料牧場
に関する資料を展示しています。

53 うなぎ料理店の高い密集度
距離800m、徒歩約10分の成田山表参道
にある旅館や料理店の約60店が、うな
ぎを料理メニューに取り入れています。
54 姉妹・友好都市
中国・咸陽市、アメリカ・サンブルーノ
市、韓国・仁川広域市中区など6都市と
姉妹・友好都市協定を結んでいます。
55 空港近くのホテルリゾート
空港周辺にあるホテルは豊かな緑に囲ま
れ、施設も充実。厚いおもてなしで、空
港利用以外でも楽しめます。
56 ロケのまち成田
空港、飛行機、門前町と他では撮れない
景色がたくさん。数々の映画ドラマの名
シーンがここで撮影されました。

㊽ 大谷津運動公園
野球場、テニスコート、プール、多目的
広場などがある運動公園です。高校野球
の地区大会会場となり、賑わいます。
㊾ もりんぴあこうづ
2013年開館。多目的ホール、市民ギャ
ラリー、図書館分館などを備える、地域
の総合文化拠点です。
㊿ いずみ清掃工場
2012年に稼働を開始した新鋭の清掃工
場で、環境にやさしいシャフト式ガス化
溶融炉という方式を採用しています。
51 保健福祉館
保健・福祉・医療の垣根を取り払い、総
合的な利用が出来るよう工夫された総合
施設で、木のぬくもりを感じられます。

57 異国情緒あふれるJR・京成成田駅界隈
外国人観光客に人気の表参道は、国外航
空会社のクルー御用達のお店や外国料理
のお店も多く、伝統と国際色が豊かです。
58 成田ソラあんぱん
成田自慢の食材を使って開発しました。
種類も豊富で、数量限定商品としてコン
ビニでも販売されたことがあります。
59 英語教育（ALT配置）
国際性や実践的コミュニケーション能力
の基礎を身に付けた児童生徒を育成する
ためのカリキュラムを導入しています。
60 飛行機が見えるスポット
さくらの山、さくらの丘、十余三東雲の
丘という3カ所のスポットがあり、休日
にはたくさんの見学者が訪れます。

㊸㊹㊾

施設

成田の
オンリーワン

545860
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