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むらづくりの内容及び成果
(1) 地域の沿革と概要

【南房総市の概要】
南房総市は、平成18年３月20日に、安房郡富浦町、富山町、三芳村、白浜町、千倉町、丸
山町及び和田町の６町１村が合併し誕生した。
同市は、千葉県の房総半島の南端に位置し、北側には県内最高峰の愛宕山をはじめ、富山
など県内有数の山を有する。西側には東京湾、東側及び南側には太平洋と三方を海に囲まれ、
その海岸線は南房総国定公園に指定されている。館山市、鋸南町、鴨川市と接している。
このうち旧千倉町は南の海岸線周辺に露地の花が真冬でも咲き誇り、年間を通した観光地
となっている。産業は豊かな自然を生かした農業・水産業で、農業では、切花や観光花畑が
盛んであり、水産業では海士・海女の素潜りや、刺し網等の採貝藻漁が盛んである。
【川戸地区の概要】
川戸地区は旧千倉町の中央に位置し、その形状は小高い山に囲まれた盆地になっている。
稲作が盛んな地域で、平地の大部分は水田に利用されており、粘土質の水田からとれるお米
は「川戸米」としてその名が知られている。
平成21年４月現在、82戸、245名で集落を形成しており、71名が65歳以上の高齢者となって
いる。
(2) むらづくりの動機、背景
ア

むらづくりを推進するに至った動機、背景

旧千倉町は海岸線の国道周辺に散在
する観光花畑や豊かな水産物を求めて、
年間を通して観光客がやってくる地域
であるが、賑わうのは海岸線のみであ
り、山合いの川戸地区は観光客が素通
りするだけの地区であった。
平成12年、集落の30代から50代の比
較的若い世代の人たちが「何もない地
区だけど、みんなで力を合わせて何か
しよう。自分たちで行動を始めなけれ

たのくろ里山保存会

ば、何もない地区のままだ」と立ち上
がった。彼らは最初の活動として、集落の農道脇（田んぼの畔）へ2,000球の彼岸花の植え
付けを行った。

訪れた観光客が地区を横断する際に目
を楽しませたい、川戸地区に親しみを
もってもらいたいとの思いからの活動
だった。
また、彼岸花には「また会う日を楽
しみに」という花言葉があり、心なら
ずも地元を離れることになった仲間へ
の、「 いつ かまた笑 い合え る日を楽し
みにしている」とのメッセージをこの
植栽活動に込めた。
始めはふとした思い付きから始まっ

歩道脇に咲く彼岸花

た活動だが、活動によって得た「きずな」を失いたくないと、翌年もこの活動はつづいた。
また、この仲間を結びつけた地域への貢献をと、10月には地元にある総合運動公園の竹やぶ
と化した土手の伐採を行い、集落環境へ大きく貢献していく活動となっていった。
平成14年には、活動の始まりとなった「彼岸花」の咲く秋に収穫祭を開催し、それまで地
域の活動に関心を示さなかった人をも振り向かせ、より地域に根ざした存在となっていった。
こうした活動は、集落活性化への流れとなり集落内で多数の賛同者を得て、「たのくろ里
の村」と命名された組織が発足された。この「たのくろ」は田んぼの畦を意味しており、農
道脇から始まった活動より、名づけられている。
イ

むらづくりについての合意形成の過程とその内容

活動開始から数年、「たのくろ里の村」
の精力的な活動が地元に根付きはじめた
が、地元民の憩いの場や交流拠点と呼べ
る場所が存在しなかった。川戸地区には
拠点となれる神社がないため（周りの地
区では拠点 となっている）、自分 たちで
地区のシンボルを造りだそうという話が
沸いてきた。
川戸地区には、以前は牛の放牧地とし
て使用されていた荒れ果てた山があった。
地元住民にとってこの山は、子供のころ

おんだら山の入口

の遊び場でもあり、また山頂からの眺め
もすばらしかったこともあり、この山が候補地として上がった。この山が旧千倉町所有地だ
ったこともあり、町との話し合いがもたれ、これを機に町も積極的に協力することになって
いった。
こうした過程で、拠点となる山を、他の誰でもなく俺たちの山なんだと「おんだら山（俺
たちの山という意味）」と愛称を決め、その活動のウエイトを里山活動に置くようになって
いった。
また、千葉県でも平成15年に千葉県里山条例が制定され、里山の重要性が見直されるよう

になってきた。そこで、里山活動をより円滑に行うため、「たのくろ里の村」の中から里山
活動を中心に活動する「たのくろ里山保存会」が組織された。
ウ

現在に至るまでの経過等

「たのくろ里山保存会」は「おんだら
山」 の地 権者 で ある 旧千 倉町 （現南 房
総市 ）と 「里 山 活動 協定 」を 結び、 こ
の「里 山活動協 定」が平成16年２月、
千葉 県か ら認 定 を受 けた 。以 降、県 単
「里 山整 備活 用 事業 」な どを 活用し 、
おん だら 山の 草 刈な ど地 道な 活動だ け
では なく 、地 区 住民 を巻 き込 んだ里 山
活動 ・都 市農 村 交流 活動 等を 活発化 さ
せていくこととなる。
また、県から協定の認定を受けたこと
上から見たおんだら山

を機に、「たのくろ里山保存会」は千葉県

の里山活動の窓口である「千葉県里山センター」（里山活動団体を構成員とする任意団体）
のメンバーとなった。
千葉県と千葉県里山センターは平成16年から毎年「里山フェスティバル」を開催している
が、日頃の里山活動の成果が認められ、「おんだら山」は平成17年、里山フェスティバルの
会場に指定された。「里山フェスティバル」では草刈体験・わら細工体験を実施し、多くの
県民が訪れ、里山体験を通じて、里山の意義に理解を示すようになった。
これ以降、「里山フェスティバル」を通じた都市住民との交流・県内の他の里山団体等と
の連携は引き続き発展していく。このほか、町内外の方を対象に桜のオーナーを募り、おん
だら山の入り口に植樹を行ったり、しいたけの駒打ちやわら細工など、多くの自然体験教室
の開催、秋の収穫祭などに定例的に参加したりと都市住民との交流が活発となり、地区に賑
わいが出るようになった。
(3) むらづくりの推進体制
ア

当該集団等の組織体制、構成員の状況

「たのくろ里山保存会」は千倉町川
千葉県里山センター

千葉県

戸区民有志により組織され自主的に
（連携）

活動している。正会員は33名で、主
に世帯主が登録しているが、作業・

川戸地区

（認定）

たのくろ里の村

たのくろ里山保存会
里山活動協定締結

イベントには家族も参加し、地区ぐ
たのくろ市場

るみの活動を行っている。
保存会は、川戸地区ほぼ全戸の有

たのくろ宣伝隊
たのくろ「たって会」

志により組織される集落活性化組織
「たのくろ里の村」を構成する一組
織という位置づけであり、拠点とな

たのくろ里山保存会推進体制図

南房総市
（旧千倉町）

る「おんだら山」の里山保全活動を中心に都市農村交流による集落活性化を進めている。
「たのくろ里の村」は、里山活動を中心とする「たのくろ里山保存会」、女性を中心とし
た組織で朝市を運営している「たのくろ市場」、青年組織「たのくろ『たって会』」を総括
した組織であるが、それぞれの構成メンバーは重複しており、「たのくろ里山保存会」は里
山活動を通じて、活性化活動に貢献している。地区住民はそれぞれ、性別・年齢に応じた、
自分の出来る役割を担っている。
イ

当該集団等と連携してむらづくりを行う他の組織、団体及び行政との関係

保存会は、旧千倉町（現南房総市）と里山活動協定の締結を行い、市有地である「おんだ
ら山」をフィールドとして活動している。この里山活動協定は千葉県に認定され、県単「里
山整備活用事業」を実施している。また、協定に基づき、南房総市単独事業「里山づくり拠
点整備事業」で草刈費用などの委託を受けて実施している。
千葉県の里山活動の窓口である「千葉県里山センター」（里山活動団体を構成員とする任
意団体）のメンバーであり、県内の他の里山活動団体と連携している。
千葉県と千葉県里山センターが開催している里山フェスティバルでは会場提供主体として
積極的に協力しており、多くの県民が訪れ里山保全の意義に理解を示している。
また、地域の学校との結びつきを強く意識しており、毎年のように地域小学校と連携し記
念植樹や体験活動を実施している。
ウ

むらづくりに関して、各集落の住民の当該集団等や連携する他の組織、団体との関係
及び参加状況等について

保存会は、集落を活性化させる活動体「たのくろ里の村」の一員として、秋の収穫祭やた
のくろ市場に里山活動を行う中で収穫した椎茸やブルーベリー・梅などの加工品を商品とし
て提供するなど、積極的に協力している。
また、地域の里山保全活動の先駆者として、他の里山団体に活動・運営への助言も行って
いる。
(4) むらづくりの農林漁業生産面への寄与状況
ア

当該集団等の農林漁業生産、流通面の取組み状況

保存会は、体験教室などの活動により得られた椎茸・果樹等をたのくろ市場へ商品として
提供し、店頭を賑わせている。たのくろ市場では定期的に朝市が開催されており、同会から
提供される商品を楽しみにしているファンも多い。
植栽活動で得られたブルーベリーや梅の実を加工し、商品化を検討している。秋の収穫祭
ではこれを試験販売し、味や加工方法・パッケージなどさらに優れた商品としての研究に取
り組んでいる。
イ

当該集団等による生産力の向上、生産の組織化、生産・流通基盤の整備等への寄与状
況

現在、果樹の栽培はブルーベリーと梅が中心となっているが、今後、年間を通して、果実
が収穫でき、花を観賞できることを目指し、様々な種類の植栽を行っている。これにより、
春夏秋冬季節を問わず、多くの方がおんだら山を親しく訪れる事が期待される。

ウ

当該集団等の活動による構成員等の経営の改善、後継者の育成・確保、女性の経営参
画の促進状況等について

もの作りでは、男性顔負けの技術をもっている女性が多く、体験教室での講師役は女性が
担当することが多い。女性特有のやわらかい人当たりのためか、多くの参加者から好評をい
ただいている。
また、地区の女性を中心に構成している「たのくろ市場」という組織が朝市を開催してお
り、「たのくろ里山保存会」で栽培したブルーベリーや梅、里山体験教室などの活動により
得られた椎茸などを都市住民等に販売し、好評を博している。
後継者の確保は、他の田舎の例に漏れず、大きな課題となっている。たのくろ里山保存会
では、会員に家族ぐるみで活動する場を提供し、会員の子供たちに里山に慣れ親しんでもら
おうと試みている。
(5) むらづくりの生活・環境整備面への寄与状況
ア

当該集団等の生活・環境整備面の取り組み状況

彼岸花の植栽から活動が広がり、地区の里
山保全活動が当該保存会のメインの活動であ
る。また、周辺の道路環境美化にも意欲が高
まった。
「たのくろ里山保存会」は、定期的に活動
を行っており、毎週水曜と第一日曜がその日
に当たっている。このほかにも、様々なイベ
ントや臨時の活動が加わり、年間の活動日が
90日を越えた年もある。また、これらの活動
すべてが手弁当で行われており、会員の意識
の高さが伺える。
最も重労働である草刈り作業が、毎週の定

下刈体験の様子

例作業の中心になっている。活動開始時には
未経験者も多かったが、参加するにしたがってその技量も上達してきている。
おんだら山を巡る遊歩道の整備も、自分たちで行っているが、重機の入らない急傾斜地の
整備はもっぱら手作業に頼らざるを得ないため、安全には万全を期している。
現在、おんだら山を訪れると、地区住民により造られた遊歩道が出迎え、地区住民により
建てられた小屋がその疲れを癒し、地区住民により守られている自然がその目を楽しませて
くれる。
運動公園の草刈ボランティアでは、管理者から喜ばれるだけでなく、訪れる利用者の意識
改善にも一役買っており、周辺のゴミの不法投棄も減少している。
イ

当該集団等による生活条件の改善・整備、コミュニティ活動の強化、都市住民との交

流等への寄与状況
保存会は荒れた山林を伐採し住民が憩える雑木林に生まれ変わらせ、都市住民と地域住民

の交流できる自然環境の形成に努めるとともに、里山活動を中心とした都市住民との交流イ
ベントを企画・運営し、その活動を通じて、地区のコミュニティ活動の強化に寄与している。
その活動は具体的には次のとおりである。
【植樹】
①小学生卒業記念植樹
以前に田植え体験を実施した際に知り合った地
域の小学校と連携し、子供達の卒業に際し「将来
むらを旅立つであろう子供達にも、ふるさとを忘
れないでほしい」という思いから、桜やつつじな
ど多くの樹木の植樹を行った。自分の樹木には、
将来の自分への思いをつづったプレートをかけ、
再び訪れる事を楽しみにしている。
この取組は、子供達にとっても思い出の深いも
のになり、地域の他の学校に広がり小学生の卒業

小学生卒業記念植樹

前の一大イベントに育っていった。
②都市住民との交流
地域の活性化を目指す他の組織と協力し、都市住民との交流を図る活動に力を入れている。
町内外の方を対象にさくらのオーナーを募り、おんだら山の入り口に桜の植樹を行った。そ
の際、「桜の植樹祭」を開催し、オーナーの方におんだら山まで集まってもらい、オーナー
思い思いのネームプレートを作成し、自身の桜に掲げた。これをきっかけに、おんだら山に
愛着を感じ、足繁く訪れるオーナーも多い。
この他にも、ＪＲ千倉駅の新駅舎完成に伴うイベントの一環として、河津桜100本、ヒラ
ドツツジ200本、薄墨桜１本の記念植樹も行い、町外の方に第２の故郷として親しみを持っ
てもらえるよう取り組んでいる。
【自然体験教室】
たのくろ里山保存会では、おんだら山を会場
に、「里山フェスティバル」やその他様々な機
会に多様な自然体験教室を開催している。天然
の材料を使用した体験が多く、体験内容によっ
ては、体験者自身が材料を収集することから始
めるものもある。主な体験コースとして、伐採
した材木を利用したしいたけの駒打ち体験、稲
わらを使った正月用締めかざりをはじめとした
わら細工。天然のつるを加工したクリスマスリ
ース作りがある。また、「おんだら山」に水源がな

わら細工体験

かったことから、房総に古くから伝わる「上
総掘り」により井戸を採掘し、この技術も
体験コースに組み込んだ。このような体験
教室は、都市住民との交流の場だけでなく、
地域の子供を対象に行われることもあり、
伝統技術の継承に役立っている。

【果樹類の栽培と販売】

上総堀り井戸体験

季節毎に人々が訪れる楽しみを増やすため、実のなる果樹類の植栽を行っている。現在は、
６月のウメ、８月のブルーベリーを中心に栽培しており、特にブルーベリーには力を入れて
おり、生食だけでなく、ジャムやジュースに加工する試みを行っている。平成20年に行われ
た秋の収穫祭では、ブルーベリージャムの試験販売を行っており、特に都会より来訪された
方に人気があった。
このように「里山フェスティバル」をはじめとする各種体験を通し、より多くの都市住民
がおんだら山を訪れるようになり、地域が賑わい、それを迎える住民も生き生きしてきた。
ウ

当該集団等の活動による地域への定住促進、女性の社会参画の促進状況等について記
述

定期的なイベントの開催が恒例化し、多くの都市住民にも浸透し、集落を親しく理解して
もらえるようになってきた。
保存会の正会員としての女性の人数は少ないが、定期活動や各種イベントでは多くの女性
が参加している。また、地区としては女性を中心とした組織「たのくろ市場」を立ち上げて、
朝市の運営を主に活発に活動している。男性女性問わず、各自が得意分野を生かし、活動を
盛り上げている。
４

むらづくりの特色及び優秀性
保存会は、地区の活性化と都市農村交流を図るため、戸数82戸の高齢化・過疎化の進む集

落のほぼ全戸の有志によって組織された自主組織「たのくろ里の村」を実質的にリードする
組織である。
その活動は里山保全活動が中心であるが、荒れた里山を復活させることは容易なことでは
ない。10年・20年という長いスパンをかけて定期的な保全を行うという地道な活動によって
のみ達成できる。
この大きな目標に「たのくろ里山保存会」は地域ぐるみでの活動で挑戦している。数十年
間放置されていた同地区内に所在する里山の整備活動は、地域だけでなく多くの里山関係者
から注目を浴びている。
このような活動は近隣に伝わり、里山活動を行なう組織が作られる際の見本となるなどし
地域の先駆的な役割を担っている。

また、単に自分たちで里山保全活動を行っている団体は多数見受けられるが、保存会は都
市農村交流による地域活性化を重視し、各種のイベントの開催や植樹にもオーナー制を取り
入れるなどの創意工夫をし、老若男女多様な人々の力で集落の活性化を進めている。その際
には、わら細工作りや上総堀り井戸採掘など、伝統技術を継承する姿勢が高く評価できる。
また、県の事業である「都市農村交流整備事業」により長期ビジョンを作成し、現在、産
直イベントや懇親イベント等を実施している。今後、常設の産直市場を設置する見込みであ
り、生産農産物もそれに応じて豊かになると思われる。

