
農山村の未来図
都市と農村を結ぶ活動から

NPO法人大山千枚田保存会
理事長 石田三示
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大山千枚田の位置

千 葉 県 南 房 総

鴨川市の最西端

嶺岡山系愛宕山の

ふもと

東京から二時間弱

の位置
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大山千枚田の遠景

大山不動尊

棚田倶楽部
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大山千枚田の貴重な生態系
• 生息する県下希少種

あぜの定例的な草刈管理が多くの草本植物の

生育によい生育空間を作り出している。

重粘土質の土壌により水田に冬季でも水が切れ

る事が少なくニホンアカガエルやトウキョウサン

ショウウオなどの産卵の条件となっている
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大山千枚田の概要

• 千葉県最高峰愛宕山のふもとに広がる棚田群

• 3.2ヘクタール 375枚

• 天水田（雨水のみによる耕作）日本で唯一

• 土坡の棚田

この地域独特の地形や地質を生かし先人たちが何代にもわたり営々と耕
作をし、保全をしてきた「大山千枚田」は、自然と人間が相互に作用し合い
共生をしてきた地域の歴史を語り継ぐ貴重な文化的景観です。
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中山間地
域の現状

• 過疎
• 高齢化
• 耕作放棄地
の増加
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保存会活動以前の大山千枚田

12



これまでの取り組み
• 平成8年 鴨川市リフレッシュビレッジ事業

• 平成9年 大山千枚田保存会設立

• 平成11年 日本棚田百選認定

• 平成12年 棚田オーナー制度実施

大豆畑トラスト開始

• 平成13年 棚田トラスト開始

• 平成14年 千葉県文化財「名勝」指定

• 平成15年 NPO法人認定
• 平成16年 酒造りオーナー開始

• 平成17年 綿藍トラスト開始

• 平成18年 家作り体験塾開始

「 棚田の灯り」開催

• 平成19年 棚田環境大学（泥んこバレーボール大会）
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• 平成20年 青少年研修センター指定管理受託

• 平成21年 自然体験活動の充実「棚田って何だろう」

リーフレット作成

• 平成22年 棚田の生き物図鑑「棚田の自然」作成

• 平成23年 川と森の生き物図鑑「あんごの棲む森」作成

• 平成24年 放棄水田を利用したビオトープ完成

• 平成25年 法人設立10周年記念シンポジウム開催
• 平成２６年 南房総川辺と草原の生き物図鑑作成

• 平成２７年 都市農村共生・対流総合対策交付金事業

• 古民家レストラン改修

• 平成２８年 古民家レストラン「ごんべい」開店
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棚田オーナー制度

・田植え、草刈、稲刈り、脱穀、収穫祭など年7回程度参加
・農家の指導により稲作りをし、収穫したお米は持ち帰り可
・参加費 30,000円（100平方メートル当たり）
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大豆畑トラスト

・大豆の種まきから草取り、収穫、豆腐作り、味噌作り体験ができる。
収穫物は大豆や味噌で受け取れる

・参加費 1口 4,000円
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棚田トラスト

・共同作業で稲作りを体験し生産物は口数により配分
・作業は農家の指導 参加は権利
・１口 30,000円 （100㎡）
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酒づくりオーナー

・お米作りから紙すきによるラベル作りやぐい飲み作り体験。
・受け取り 純米酒1800ml 3本または720ｍｌ 6本
・参加費 1口15,000円
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綿藍トラスト

・和綿と藍を種から育て

収穫し、綿繰り、糸紡ぎ

織り、藍染めまで体験する。

・収穫物は均等割り配分する。

・参加費 15,000円
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家作り体験塾

・地域に残る古民家の再生を通し日本の伝統的建築を学ぶ。

・参加費 180,000円 1年10回のカリキュラム

Ｈ24年度 築500年の蔵の移築
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食育体験

下げ重パーティー 豆腐作り体験

味噌作り体験 祭り寿司つくり体験
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自然体験

・棚田の自然観察会、ホタル観察会、トウキョウサンショウウオの卵核
調査やあぜの植生調査や凧作り、注連飾り作り

・田植え、稲刈り、草刈などの農業体験
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農業体験
• 田植え

実際に田んぼに足を踏み入
れて、稲の苗を植えていくこと
でお米や農業への理解を深
める。

共同作業することにより協
調と助け合うことを学ぶ。
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農業体験
• 稲刈り

田植えから稲の成長を見ながら
収穫の体験をし、収穫したお米は
学校行事で使用する。
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農村文化体験
• 祭り寿司づくり

農家のお母さんたちの
指導で太巻き祭り寿司の
体験。出来上がった絵柄
に歓声が上がる

自分で巻いた祭り寿司を食べる
ことにより郷土料理に触れ新たな
発見をする。
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農村文化体験

豆腐作り

大山千枚田で収穫し
た大豆を使い、安全
安心な手作り豆腐

味噌づくり
大山千枚田で収穫した大豆
とお米を使い麹から手作り
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農村文化体験
• 藍染

大山千枚田で収穫した
藍を使い木綿のハンカチや
スカーフを染める。

空気に触れて着色していく様
子や、思い思いの模様にオン
リーワンの感動
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農村文化体験
• わら細工

亀やしめ縄づくり

収穫後の稲わらを使って
クラフト体験

日本の稲作文化の一端に触れ、
また、自分だけの作品に感動
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農村文化体験
• 紙漉き 観察会で採取した草花を

漉き込んだハガキづくり

自然の豊かさを感じながら
個性に富んだオリジナルな
ハガキ作成
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自然体験
• 観察会(田んぼの動植物）

大山千枚田は昔か
らの形状を維持し、外
来種も少なく、また、
天水田でもあり

特徴ある豊かな自然
が残っている。

生き物に直接手触れて観察
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自然体験
• 観察会(小川や森）

大山千枚田周辺の森
や小川が形成する里山
は、絶滅危惧種も多く生
息し、特徴ある豊かな自
然が残っている。

自然の中で新たな発見をする
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棚田の夜祭り(3000本の松明とＬＥＤ10000個)

鴨川市内の旅館や飲食店
からの食廃油を利用した
松明と太陽光発電のＬＥＤ
ランプのコラボレーション

行政や地域住民、市内観
光業者で構成する実行委
員会の主催により開催し、
より多くの人たちに棚田
保全に関わってもらう。
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棚田環境大学
（関東大学対抗泥んこバ レーボール大会）
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まとめ

• 都市住民のスキルを活かす
保存会員の３分の２は都市住民

• 地域の課題は都市住民にとっても課題
• 課題こそが宝（仕事）になりうる
• 農業・農村理解を進める事が必要（役割）

農業・農村体験、環境教育

• 自立と継続を目指す
インストラクターの養成、技術の研修
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ご清聴ありがとうございました

皆様のご検討お祈りいたします

ＮＰＯ法人大山千枚田保存会

理事長 石田三示
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