
都市連携による平群地区 
  コミュニティーの活性化 
～地域運営型グリーンツーリズムの推進～ 
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ＮＰО法人千葉自然学校 

ネットワーク型自然学校  

 ・設立年： 平成１５年５月設立、８月法人認証 

・設立趣旨： 

自然体験活動を通じて，自然と人、人と人のよりよい関係づくりに役
立つとともに、自然体験活動指導者の育成、プログラム開発や調査
研究等を行い、県内の自然学校の充実を目指します。 

これにより、地域の活性化や環境の保全・再生に寄与することを目指
します。 

・会員校： 

大山千枚田保存会他 県内の自然体験活動等  

体験活動を行っている４１団体 

 



ＮＰО法人千葉自然学校 
・主たる事業 

１.自然体験事業－千葉自然学校主催事業、ヤックス自然学校事業 

２.受託事業－行政・企業・学校・団体等からの受託事業、 
           南房総エコツーリズム推進事業、 
               中央博物館ミュージアムショップ事業 

３.指定管理事業－千葉県立君津亀山少年自然の家、 

                                    千葉県立大房岬自然公園、南房総市大房岬自然の家 

４.地域協働事業―ネットワーク事業、千葉シニア自然大学事業、 

                                   古民家「ろくすけ」事業、体験農園 in 岩名事業           

 



平群地域の現状と課題 

地域の状況 
南房総市旧富山町に位置し、道の駅富楽里から車で15分ほどの山間部。 

古代、安房の国唯一の平群軍団がおかれ、安房国府と中央を結ぶ重要な 

中継地点。平群天神社をはじめ往時を偲ばせる歴史文化史跡が保存。 

「にほん里山１００選」にも選ばれ、里山景観を今も残している地域。 
 

１．過疎、高齢          

２．少子化－平群小学校廃校 

３．有害鳥獣による被害     

人口（Ｈ２５年度） （Ｈ２８年度） 

南房総市 ４２，０２７人 高齢化率３６．９％ 

平久里下 ４０４人 ３８０人 

平久里中 ３２５人 ２９１人 

山田 ２２３人 １９５人 



課題 
１．地域社会の担い手・農業後継者の確保 

２．歴史・文化の保全、継承 

３．里山の保全・再生 

都市部シニアの協力を得ながら 

３地区が連携・協働して支えあう仕組みづくり 

グリーンツーリズムによる都市農村交流の推進 

          

 平群地域の活性化、地域環境の保全・再生 
 
 

 



平群ツーリズム協議会の設立 

設立年月：平成２５年６月 

構成員：平久里下・平久里中・山田地区区長、住民、商工会 

       南房総市役所（市民課・観光プロモーション課） 、                                  

       千葉自然学校千葉シニア自然大学在校生・OBによる 

       「ろくすけの会」、岩井案内人の会、富山地域づくり 

       協議会「ふらっと」、ＮＰО法人千葉自然学校                  

事務局：ＮＰО法人千葉自然学校 

事業： 地域の人・モノ・コトを活かしたグリーンツーリズムの 

     推進による地域の活性化   



子どもの声がひびく地域 
～ 地域運営型グリーン・ツーリズムの推進 ～ 
目指す地域コミュニティ 

体験など 
里山ハイキング 
星空星座観察 
ホタルの観賞 
食と農業体験 
地域の暮らし体験 
自然工作体験 

畑づくり 

里山整備 

弁当・加工品販売 

都市 

＊里山・里地保全 
＊農地保全・活用 
＊歴史・文化保全 
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地域活性 

地域住民 

平群ツーリズム協議会 

都市農村交流・農泊施設 
古民家「ろくすけ」 
（築180年 分棟型民家） 
NPO法人 千葉自然学校 

都市住民 
訪日外国人 

里山暮らしを 
楽しむ 
人との交流 

千葉シニア自然大学 
在校生・OBOGによる 
「ろくすけ」の会 

集落行事参加 

援農 



協働までの経緯 
◆ 古い歴史を持ち、懐かしい里山の景観を残す平久里地域は、近年、少子高齢で人手  
  の入らない里山は荒れ、耕作放棄地も目立ってきました。地域の誇りである「平群」 
  の名を伝える小学校も平成２３年に廃校になり、地域の過疎化が進んでいる。 
 
◆ NPO法人千葉自然学校が、平久里下の築１８０年の茅葺の家「ろくすけ」を借用し、自 
  然や田舎暮らし体験の場として活用できるよう、地域や都市住民の協力を得て補修・改修 
  を進め、その間に地域の会合、お祭りや祭り前の草刈りに参加して地域との交流を深めて 
  いた。 
 
◆ 当法人は「ろくすけ」を、親子の里山暮らし体験や子どもたちのホームステイ、都市部 
  シニアの地域貢献の場など様々な事業に活用していたが、さらなる活用促進を検討するな 
  かで、里山整備、地域の暮らしを伝える人材、交通網の整備等地域の力を必要としている。 
 
◆ 地域は、人手不足により継続が危ぶまれていた伝統行事を都市住民や法人スタッフと協力 
    して開催できるなど、他の主体と一緒に地域のことに取り組むことの効果を感じていた。       



連携・協働を進めるうえで役立った事業 

連携・協働による地域課題解決モデル事業 

平成２３年度  

＜事業目的＞ 「シニアアクションスクール」の構想づくりとモデル事業の実施 

＜事業内容＞ 「シニアアクションスクール」の構想づくり―人材育成・活用の 

          仕組みと場づくり 

平成２４年度 

＜事業目的＞ インキュベーター機能を持つ「シニア自然大学」の開講と 

          卒業後の人材活用の仕組みづくり、場づくり 

＜事業内容＞ 円卓会議の開催 

          「シニア自然大学」のカリキュラム・運営の検証、 

          教育環境・インキュベーター環境の整備、 

          人材活用モデルの体験講座   



連携・協働を進めた事業 

地域コミュニティー活性化支援事業 

平成２５年度 

＜事業目的＞ 地域・都市連携による平群地区コミュニティーの活性化 

＜事業内容＞ 円卓会議の開催 

          地域資源調査の実施、都市住民を対象にしたグリーンツーリズムモデル事業 

          地域資源を活用したプログラム開発、 

          都市部シニアによる里山整備、農業体験実験圃場の運営 

平成２６年度 

＜事業目的＞ 地域・都市連携による平群地区コミュニティーの活性化 

          ～地域運営型グリーンツーリズムの推進～ 

＜事業内容＞ 円卓会議の開催 

          住民１人１技発揮の場づくりと仕組みづくり、地域の若い親子及び 

          都市部シニアのグループづくり、グリーンツーリズムの実施  



平成２６年度 活動内容 

活動目標 住民参加によるグリーンツーリズムの実施 

       都市部シニアの組織づくり、地元親子グループづくり 
 

１．円卓会議 ７回 ツーリズムの進め方、援農受け入れ、地域の子供キャンプ 他  

 



円卓会議の内容 

＜事業対象外＞ 

 ・第1回 平成26年度事業計画・スケジュール 

 ・第2回 平成25年度事業報告・決算報告、地域交流会、人材リスト 
 

＜事業対象＞ 

 ・第3回 ツーリズム日程及び内容 夏休みこどもクラフト教室、 

           地元親子グループづくり 

 ・第4回 ツーリズムの進め方 援農の受け入れ 

 ・第5回 11月30日「平群を歩く」「平群郷土料理塾」の内容、地元スタッフ 

 ・第6回 意見交換「平群イベントや援農等を地域活性化に活かすには」 

 ・第7回 平成27年度事業計画素案  終了後懇談会 

 



１ 住民１人１技発揮の場づくり、仕組みづくり 

（１）１人１技発揮の場づくり 

 ＜事業対象外＞ 

   ・講演会「南会津三島町の生活工芸活動」 

 ＜事業対象＞ 

 ・講演会の開催「千葉の郷土料理について」講師龍崎英子氏 

 ・技交流会 ①「竹とんぼ、水鉄砲」「ネックレス」 

          ②「太巻きずし」 

          ③「そば打ち」 



（２） 人材活用の仕組みづくり 

 １）人材リスト ハイキング案内５名、農業指導３名、竹細工・木工３名、 

          行事と食４名 

 ２）人材活用 

   ハイキング案内：平群を歩く（9/26、10/24、11/30、1/21） 

          農業指導：大豆、かぼちゃ、そら豆栽培 

          （7/17、8/1、9/11・24、10/16・17、11/18・19、12/1) 

          竹細工・木工：夏休みこどもクラフト教室、週末ホームスティ（8/25,11/23) 

          行事と食：週末ホームステイ、平群郷土料理塾で盆棚づくり、焼き米、                              

        あんびんもち（8/12、10/24） 

 ３）産物利用ルールづくり 

   「ろくすけ」弁当への利用、イベント及びキャンプで販売  



４）技磨き研修会の開催 １１月  

「若い親子及び都市部シニアのグループづくり」 

（１）地域の親子グループづくり 

 １）子どもキャンプの開催 

   夏休みクラフト教室：8/25 竹とんぼ、水鉄砲、ネックレスづくり 参加者３０名 

   週末ホームステイ：11/23 竹とんぼづくり  参加者１３名 

   森のクラフトづくり：12/13クリスマスリースとお正月飾り 参加者１６名 

 ＜事業対象外＞ 

   手作り凧揚げ：2/21  参加者２３名 



２．「古民家に泊まろう 週末ホームステイ」 ６回 
 



３．都市部シニアの組織づくり 
ろくすけ応援隊の結成 隊員２０名 

ろくすけ応援隊による里山整備、みかん援農 
 

 ○大豆・かぼちゃ・そら豆栽培 ９回 

 ○竹林整備、茅刈、ごみゼロ・祭り前の草刈り４回 

 ○援農 ２回 

 



４．グリーン・ツーリズムの実施 
 ○平群を歩く  ９月、１１月、１月 ３回 

         ＜事業対象外＞３月 １回  



平群を歩く 

 

 

月日 テーマ 参加者数 地元案内人他 

９月２６日 蛇喰伝説の地を行く １９名 ３名、行政２名 

１１月３０日 平群囃子・平群和紙の歴史とミカン
狩り 

３０名 ３名、行政２名 
 

１月２１日 鷹取山から大日山へ １９名 ３名、行政２名 
 

＜事業対象外＞ 
３月１３日 

里見氏と南総里見八犬伝の 
舞台を訪ねる 

３３名 ３名、行政２名 
 



４．グリーン・ツーリズムの実施 
 

○平群郷土料理塾   ９月、１０月、１１月、１月、 

              ＜事業対象外 ３月＞ 



 
 
 
 
 
 

月日 郷土料理名 参加者 地元講師・他 

９月２６日 太巻きずし３種 １２名 千葉県伝統郷土料理研
究会 

１０月２４日 嶺岡豆腐、からなます １６名 和田町「くすの木」 

１１月３０日 あんびんもち、性学もち １４名 地元講師 

１月２１日 天門冬、するめの麹づけ １４名 千葉県伝統郷土料理研
究会 

＜事業対象外＞ 
３月１３日 

焼き米、性学もち（技術確認） 
菜花料理 

１６名 地元講師 

平群郷土料理塾 



成果と課題 

連携・協働事業によって生まれた成果 

○ 住民が主体的に地域のことを考える場と参画できる仕組みが作られた。 

○ 自然を活かした地域活性化のノウハウと全県にネットワークを持つNPO及び観光地としての 

        開発と市民活動の活性化を目指す行政と組むことで都市住民との交流もスム―ズに行き、 

        また、地域づくりで活動する団体との連携は地域内の活動を広げた。   

○ 都市部シニアは、「ろくすけの会」を立ち上げ、都市部での平群の魅力発信に貢献している。 

       地域のお祭りの準備や古民家の整備、耕作放棄地を使った大豆、そら豆栽培、ミカン農家の 

        援農などを行い、地域に溶け込み、地域に良い刺激を与えている。 

〇 地域住民は、地域外の視点が入ったことで、地域の歴史文化や里山、料理などが魅力に 

        なることに気づき、環境保全や文化の継承につながっている。地域で見えなかった子どもや 

        若い親子の姿も見えてきた。 



課題 

〇 特技や知識、やる気を持つ住民をもっと巻き込んでゆく 

〇 次世代育成や多世代交流が進むよう、学校や若い親への声かけも 

       進めるとともに、隣接する市や都市部の子どもたち広域連携も深めて 

        ゆく 

〇 都市部シニアの活動を支援・促進するため、 

       住民協力の元、地域資源を使った加工・販売など 

       活動資金の調達について取り組んでゆく 

〇 地域の産物・土産物づくりも検討してゆく 

〇 人材育成 

主な協働パートナーとの役割分担 
 
［NPO］ 事業企画・運営、事務局 
     他団体との連携 
［地元］事業企画、地元連絡調整 
      広報・参加促進、ツーリズ 
      ム指導・実施 
［ろくすけの会］事業企画、 
      里山整備、作物栽培、援農 
［行政］事業企画、広報、 
              他団体と の連絡調整、 
              行政間の調整、情報提供 
 


