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車でラクラク、広域へ
多彩なビュースポットもすぐそこ
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けんおうどう16

東京もショッピングモールも
やすらぐ自然もすぐそこ

とうかつ・わんがん28

都会もあれば田舎もある、 海もあれば里山もあり、
みんなにとって  ちょうどいい、いろんな暮らし方ができます。
次のページからは、 その魅力を詳しく紹介！

「菜の花と小湊鉄道」
Photo©Katsuji IHARA

原則として、「ちょうどいい千葉」の移住者の情報は令和元年10月時点の情報、
その他の情報は令和2年10月時点の情報です。

アナタにぴっ
たりの

ちょうどいい
を見つけて！千葉

このまま住み続け
た～い

　関西で生まれ育った私は、夫の首都圏への転勤が決ま

った時、「単身赴任してね」と言い放ちました。でもちょ

っと待てよ。私にとって今より快適な暮らしができるな

ら、「引っ越しする価値あり！」と思い直し…。

　ちばに目を向けたとたん、理想の家もすぐに見つかっ

て移住を決定。広い遊歩道を散歩し、花に囲まれた芝生

いし、新鮮食材が手に入る。人も優しくて、よかった！

ナビゲーター・山ちゃん
大阪から移住して数年。千葉市で夫と賃貸一軒家暮らし。今の暮らしがめ

っちゃ気に入り本気の家探し中。千葉県全域をぐるりと巡り、暮らしやす

さとその魅力をとことんリサーチしちゃいます

移住ビギナーの
山ちゃんがナビゲート

千葉県マスコット
キャラクター
チーバくん

県のカタチ横から
見ると

東京都

神奈川県

千葉県

茨城県

群馬県

栃木県

埼玉県
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　東京都のとなり、三方を海と川に囲まれ、豊かな自然いっぱ
いの千葉県。面積は東京都と神奈川県を合わせたよりも広い
大きさで、ゾーンそれぞれの奥深い魅力があるんです。
　都内へのアクセスも便利で、船橋駅から東京駅（快速利用）
へはピーク時3分に1本おきで電車があります。また、広い
ちばですが、交通網が充実し、県内移動もラクですよ！

東京へも
近いよ！
ちばは
アクセス便利

へのアクセス ※ＪＲまたは高速バス利用

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾

東京駅

千葉駅から（快速利用）………………………… 約40分
船橋駅から（快速利用）………………………… 約25分
松戸駅から（特別快速利用）…………………… 約25分
成田駅から（通勤快速利用）……… 最速約1時間10分
銚子駅から（特急利用）………………最速約1時間50分
木更津駅から（特急利用） ………………最速約1時間
茂原駅から（特急利用）……………………最速約1時間
館山駅から（高速バス利用）………………最速約2時間
安房鴨川駅から（特急利用）……………最速約2時間

ちば紹介 ゾーンMAP＆もくじ2 3
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おいしいねんなぁ

　南房総ゾーンは8市町。温暖な気候、暮

らしやすい自然環境に恵まれ、首都圏から

の移住先として人気が高いゾーンです。美

しい海岸線と里山が印象的！　早春から花

が楽しめるだけでなく温泉地として有名な

のも見逃せません。農産物・水産物の直売所、

高度先進医療を推進する医療機関もあって、

日々の丁寧な暮らしが楽しめる、心やすらぐ

ゾーンなのです。

自然の美しさ、最高！
　美しい海岸線がどこまでも続き、その光景は癒やしそのも
の。海のない県から移住したら、どっぷり魅力にハマりそう。
　サーフィン・シュノーケリングスポット、ウミガメの産卵ス
ポットなど、海に惹かれる移住者も多いのです。里山の自然も、
住む人を優しく包んでくれますよ。

サーフィンの世界大会も開かれた「部原（へばら）海岸」（勝浦市）。フィ
ッシングポイントでもあります
2014年3月、千葉県初の「森林セラピー基地」に認定された南房総市。

森林部の癒やし効果が立証され、ウォーキングやヨガセラピーを開催中
白い砂浜が見事な「御宿海岸」（御宿町）。童謡「月の沙漠」の発祥地

「館山ファミリーパーク」（館山市）は房総フ
ラワーライン沿いの春の楽園。春には10万株
100万本のポピーが咲きます
「鴨川シーワールド」（鴨川市）は教育活動

や地元での連携もさかん

家族のお出かけに迷わない
　観光地として有名なスポット、そこは近場
のお出かけにもぴったりの、遊びスポットで
もあるのです。「鴨川シーワールド」、「アロハ
ガーデンたてやま」（館山市）、「千葉県酪農の
さと」（南房総市）をはじめ、テーマパークや
公園などが充実。ほかにも体験施設などが目
白押し！　未知のワクワクに出会えそう。

32

1

1

暮らしやすさ
特長とヒミツ

南房総
ゾーン

日本で唯一雨水だけで耕作を
行っているという、県指定名
勝の「大山千枚田」（鴨川市）

2

サーフィンスポットとして人気
のビーチ。ここからの朝日は最
高です
勝浦市　ギレット・マドカさん

ウミガメ保護活動も

行っています

ゾーンマップは Ｐ27へ

東京駅への高速バスアクセス
館山駅から（アクアライン利用）…約1時間50分
安房鴨川駅から（アクアライン利用）…約2時間

3

南房総ゾーン26

1

1

2気軽に入れる温泉天国！
　

「小湊温泉」（鴨川市）は小湊湾を望む絶景を楽しんで
鴨川地区内の旅館22軒が参加、「温泉宣言」をして新しい温泉地の創造を
図る「鴨川温泉」（鴨川市）

2015年12月オープンの「都市交流施設・道の駅保田小学校」

「道の駅たけゆらの里おおたき」（大多喜町）はタケノコな
ど里山の産物もそろいます
「勝浦タンタンメン」は海女、漁師が寒い海仕事の後に、冷
えた体をあたためるメニューとして定着

食の豊かさはピカイチ
　カツオ、アワビ、イセエビなど、種類に富んだ
魚介が水揚げされる漁港があり、Ｂ-1グランプリ
ゴールドグランプリ受賞で脚光を浴びる「勝浦タ
ンタンメン」などの個性派グルメまで、食の豊か
さはピカイチ。「イオンタウン館山」（館山市）、「フ
ローレ鴨川ショッピングセンター」「ベイシア鴨川

、めじはをータンセグンピッョシのどな）市川鴨（」店
海産物、農産物の直売所が豊富。道の駅もたくさ
んそろっています。

住環境・仕事
　テレビの旅・観光番組などでも頻繁に登場する南房

総ゾーン。気候・風土を生かしたまちづくりが特徴で、

医療・介護分野にも注力しています。

　また、農業・水産業をはじめ、観光地ならではの多

彩なサービス業など、地域内で仕事や生活をする人の

割合が千葉県内で一番多いとか。「自分の夢をかなえ

健康・医療
　移住希望者

向けのサイトも
充実

南房総ゾーンは生産者の顔
が見える直売所が充実！　
新鮮＆地元価格に驚きです
館山市　田中真由さん

美貌と健康が
保てるワ
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【家賃】館山市の場合…単身世帯38,152円、
４人世帯61,584円（※P7）

27南房総ゾーン

　立ち寄り温泉など、気軽に入れるスポット
もあり、いつでも温泉ライフが楽しめるのが
魅力！「鴨川温泉」「小湊温泉」（鴨川市）のほ
かにも、「館山温泉」（館山市）、「養老渓谷温
泉」（大多気町・市原市）、「白浜温泉」「千倉温
泉」（南房総市）、「勝浦温泉」「鵜原温泉」（勝

！リラズがどな）町南鋸（」湯の楽笑「、）市浦

は内浦湾

 鴨川市に日本最大級の私立総合病院「亀田総合病院」をはじめ、「亀田ク
リニック」、「亀田リハビリテーション病院」、館山市に「亀田ファミリークリ
ニック館山」、「安房地域
医療センター」などが。
「亀田総合病院」は、災
害拠点病院、救命救急セ
ンター、地域がん診療連
携拠点病院、総合周産期
母子医療センター、臨床
研修指定病院にもなっ
ています。

1

2
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1

　南房総ゾーンは 8 市町。温暖な気候、暮
らしやすい自然環境に恵まれ、首都圏から
の移住先として人気が高いゾーンです。
美しい海岸線と里山が印象的！　早春から
花が楽しめるだけでなく温泉地として有名
なのも見逃せません。農産物・水産物の直
売所、高度先進医療を推進する医療機関も
あって、日々の暮らしが楽しめる、心やすらぐ
ゾーンなのです。
東京駅への高速バスアクセス
館山駅から（アクアライン利用）…約2時間
安房鴨川駅から（アクアライン利用）…約2時間10分

鴨川温泉・小湊温泉は、鴨川市内の旅館・ホテルが参加し、「温泉宣言」
をして新しい温泉地の創造を図っています。
1 2

館山市たてやまし

☎ 0470-22-3136
https://www.city.tateyama.chiba.jp/

雇用商工課
❶

館山市館山1564-1“渚の駅”たてやま内

勝浦市かつうらし

☎ 0470-73-6687
https://www.city.katsuura.lg.jp/

観光商工課定住・ビジネス支援係
❷

勝浦市新官1343-1

鴨川市かもがわし

☎ 04-7093-7828
http://www.city.kamogawa.lg.jp/

まちづくり推進課
❸

鴨川市横渚1450

南房総市みなみぼうそうし

☎ 0470-33-1001
http://www.city.minamiboso.chiba.jp/

企画財政課
❹

南房総市富浦町青木28

いすみ市いすみし

☎ 0470-62-1332
http://www.city.isumi.lg.jp/

水産商工課移住・創業支援室
❺

いすみ市大原7400-1

大多喜町おおたきまち

☎ 0470-82-2112
http://www.town.otaki.chiba.jp/

企画課
❻

夷隅群大多喜町大多喜93

御宿町おんじゅくまち

☎ 0470-68-2512
http://www.town.onjuku.chiba.jp/

企画財政課
❼

夷隅群御宿町須賀1522

鋸南町きょなんまち

☎ 0470-55-1560
https://www.town.kyonan.chiba.jp/

地域振興課
❽

安房群鋸南町下佐久間3458

　立ち寄り温泉など、気軽に入れるスポット
もあり、いつでも温泉ライフが楽しめるのが
魅力！「鴨川温泉」「小湊温泉」（鴨川市）のほか
にも、「たてやま温泉郷」（館山市）、「養老渓谷
温泉」（大多喜町・市原市）、「白浜温泉」「千倉
温泉」（南房総市）、「勝浦温泉」「鵜原温泉」（勝
浦市）、「笑楽の湯」（鋸南町）などがズラリ！

日本で唯一雨水だけで耕作を
行っているという、県指定名勝
の「鴨川大山千枚田」（鴨川市）

南房総ゾーン 南房総ゾーン4 5



移住者
インタビュー

南房総
ゾーン

新宿と南房総で
コミュニティイベントを開催
南房総エリアを立体的に
浮かび上がらせたい
都内ではHAPON新宿というコワーキングスペース兼シェアオ

フィスで、2018年から「南房総2拠点サロン」という南房総に関

わりたい人や関わっている人が集うコミュニティイベントを毎

月開催しています。毎回、異なるテーマで「南房総エリアを立体

的に浮かび上がらせる」を目的としています。

もう一つ南房総では、古民家、畑、裏山を楽しむシェア里山とし

て「ヤマナハウス」を南房総市三芳地区で運営しています。これ

は都心から月に1回程度で来る人、移住者、地元の人が集うコ

ミュニティスペースで、そこでDIYをしたり、マインドフルネス講

座やヨガ講座、林業講座、狩猟講座など里山をフィールドとした

色々な講座を開催しています。

新宿では「HAPON新宿」、南房総では「ヤマナハウス」

を運営しながら南房総の地域活性に取り組む永森昌

志さんに、都心に暮らす人にとっての2拠点生活や里

山暮らしの価値についてお聞きしました。

里山は拡張性がある
僕が地方に興味を持って移住して、南房総にフォーカスして都

心と太いパイプでつなげられないかなと思って開催したのが

「南房総2拠点サロン」です。

また、僕が2拠点生活をしていく中で、いろんなことをシェアし

た方が経済的にも良く、心理的にも楽しいと感じていて、シェ

アって本当に良い仕組みだなと思って始めたのがシェア里山

「ヤマナハウス」です。暮らしていく中で古民家や里山、アウトド

アやネイチャーには拡張性があるって気づきました。例えば家

だったらDIYしやすいし、土地だったら畑にしても、色々自由度

が大きくなっていきます。

永森昌志さん
●連絡先
・ シェア里山「ヤマナハウス」
 〒294-0802 千葉県南房総市山名1395
・ コワーキングスペース「ＨＡＰＯＮ新宿」
 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目4－4
☎ 03-3363-3623

シェア里山
「ヤマナハウス」
のホームページ
右記QRコード
からアクセス ▼

2つのコミュニティで暮らすと
息苦しさがない、みんなそれを求めて来る
新宿と南房総、2つのコミュニティで暮らしていると、他の

コミュニティもあると思えるので１つのコミュニティにとらわれ

なくて済むし、今いるコミュニティも大事にできる。つまり、優し

くなれると感じます。みんなも、やっぱり息苦しさがなくなるこ

とを求めてヤマナハウスへ来られているみたいです。

都市的なものが好きな人でも田舎を必要としていると思いま

す。田舎暮らしって、例えばDIY、原始的な生活、オーガニックが

好きな人たちだけのものだと思っている人が多く、そこで線を

引いてしまうけれども、都会の人でも「田舎にいくと気持ちよく

てリラックスする」と、ヤマナハウスに来られる人たちは言って

います。だから、そういう人たちこそ１回来てみるといいと思っ

ています。

新宿も南房総も
来られるひとは老若男女
都心の人も参加するし、2拠点の人も参加する。「南房総2拠点

サロン」をやって気付いたのは、1/3ぐらいの人は房総半島や南

房総に興味ある人たちです。

講座に来られる方の年齢層は20代から50代ぐらいまで、男女

比は男性がちょっと多いぐらいです。ヤマナハウスにいらした

方の中に、仕事が忙しい20歳代のSEの女性がいて、彼女は数

か月に１回しか来れないんですが、来ると「すごくリフレッシュ

する」と言ってくださいます。SNSではないコミュニティに自分

が属しているっていう感覚は、息苦しさも無くなると感じられ

るそうです。あとは、リモートワークしている人もいますね。

土日と月曜日は南房総で仕事して、都心に帰るという形です。

東京出身だから感じるところですが、地方のコミュニティは普

段都心では会えない人にも会える、年齢の幅も仕事の幅も広が

るという声はよく耳にします。都心にいれば、キャリアアップは

しやすいと思います。ただ、それ以外にも、みんな自分の実現し

たいことはあると思っていて、それを試すのは田舎の方がやり

やすいです。

都心と田舎を組み合わせて
新しいことを始めるのが
クリエイティブだと思う
田舎な南房総エリアと都心の距離感は、やっぱりユニークです。

南房総に移住した人と都心の人が相互に行き来する社会にな

れば面白いし、新しいものが生まれるんじゃないかなと思って

います。例えば、ヤマナハウスの裏山の木を切って広場を作っ

て、プロジェクターで映画を観られるようにして、裏山焚き火シ

アターを作ってみたり、洞穴があるので、そこを閉じて洞穴サウ

ナを作ってみたり、古民家の裏でサウナに入ったり。

自然や田舎が元にあって、そこに現代的なものを融合していく、

そういうどうなるかわからないものはワクワクしますよね。

このワクワクにはすごくクリエイティブを感じます。

そういうものをコミュニティの関わりの中で作り出していけた

らと思っています。

〒294-0036
館山市館山1564-1 “渚の駅”たてやま内
Tel：0470-22-3136
URL:https://www.osekkai.org/
ホームページは右記QRコードよりアクセス

▲

NPOおせっ会
館山への移住をお手伝いします。
まずは、お気軽にお家のこと、
就職のこと、どんな事でも
ご相談ください。
空き家バンク開設中。
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豊かな漁場がある里海が豊かなまち
東京から電車で1時間～1時間半くらいの、ほたるもたくさん棲む

里山エリア、豊かな漁場がある里海が豊かなまちに住んでいます。

他の自治体と同じく少子高齢化問題に悩みつつも、ここ10年ほど

官民が協働しながら移住定住施策を積極的にやってきたことで少

しずつ移住者も増えています。さまざまなマーケットが行われてい

て小商いも盛んですし「港の朝市」があったりして、最近は起業す

る人も増えてきているエリアです。

起業しやすく持続可能なまちを
目指しています

いかしあう関係性をつくれる人を全国に増やし、持続可能な地

域を増やしていきたいと思って活動しています。全国に

「いかしあうつながり」を広げていくウェブマガジンや学びの

場の提供をしているNPO法人グリーンズのほか、いすみでは、

主に4つのプロジェクトに取り組んでいます。市民がまちの未来

について自由に語り合う「いすみ未来百人会議」、移住者を中心

に160人が参加して要らなくなったモノのシェアや困りごとの

解決をする「いすみ発の地域通貨米（まい）」、地元での起業をサ

ポートしあう場と人のつながりをつくる「ローカル起業プロジ

ェクト」、自然と調和した暮らしのデザインを学ぶ「パーマカル

チャーと平和道場」です。自分らしく暮らしやすく、起業しやす

くて、持続可能なまちを、仲間たちと一緒に目指しています。

自分の活動で住む地域が
変わっていく
単純に、楽しいから、まちづくりに取り組んでいます。たとえば、

いすみローカル起業プロジェクトの一環で「いすみローカル起業

部」という活動をしていますが、部員が140名ほどいて、地域で起

業したい人やすでに起業して活動している人同士が助け合う関

係性をつくっています。それで実際に起業が次のステージに進ん

だ人も多いです。

実際友達が増えたし、心からつながる仲間たちと共に生きていく

ことができているように思います。地域がいい場所になれば、

それは僕自身にも、家族にも、子どもたちにも還ってきます。それ

と、自分の活動を通じて自分が住む地域が変わっていくというの

はすごくエキサイティングなことだと思うのです。大都市では、

なかなか感じられない感覚ですよね。

興味がある方は「いすみローカル起業キャンプ」に参加してくだ

さい。いすみの資源を観察したり、ローカル起業家のところに

フィールドワークに行って直接話を聞いたり、「もしいすみで起

業するとしたら」をみんなで考えるワークショップも行います。

夜はもちろん懇親会も。

詳しくは、https://isumilocal.jimdo.com/ からどうぞ。

どこに住んでいても、消費者ではなく、自分の暮らし、まちに対し

て能動的になることが大事だと思います。僕もそうだったんです

が、「消費者」とは、水や暮らしに関することをすべてお金を介し

て消費する人のことです。僕は阪神淡路大震災の経験を経て、

消費者というのは災害や経済危機が起きたときに対応する力が

ない、そもそも生きるチカラが乏しい状態だと思います。すべ

てに高コストな都市はそういう場所ですよね。田舎に行けば解

決するわけじゃないけど、生活コストが安くて、隙間、余白が

いっぱいあって、消費者としての自分でなく、暮らしをつくり、

社会をつくる人として暮らしてみたいと思うなら、いすみはい

い場所ですよ。ほかにもいい場所はあると思いますけど。

東京や千葉に通う方ももちろんいますが、都市にも程よく近く、

里海里山が豊かな場所で、自分らしいライフスタイルを送りた

いという意識の方が多いと思います。「いすみライフスタイル研

究所」というNPO法人が活発に活動していたり、大小さまざま

なマーケットが行われていたり、小商い、ローカル起業が盛んな

のも、そんな理由だと思います。最近はさらに多様化が進んで

います。「田舎フリーランス養成講座」に参加してそのまま移住

する10代、20代も増えているし、家を安く買ってDIYで直しな

がら徐々に移住を進める人、2拠点、多拠点居住でいすみにと

りあえず住んでみる、という人も増えています。

僕の個人的なビジョンですが、グリーンズの活動を通じて日本中

に「いかしあうつながり」をつくれる人を増やしていきたいと

思っています。自分と自分自身、人と人、人と自然が「いかしあう」

関係性をつくれる人です。今後ますます、さまざまな分野で、関

係性をつくれる人材が求められていくと思います。

いすみでは、ローカル起業と地元のローカル企業を市民みんな

で応援して、資源を生かした豊かなローカル経済圏をつくりたい

ですね。市民がさまざまなことにチャレンジしやすく、可能性が

発揮できるような街にしたいと思っています。

そして、いすみの持続可能性を高めていきたいと思っています。

市民と企業、行政がタッグを組んで、ゴミを減らして資源をシェ

アする仕組み、自転車交通の推進、エネルギー自給などもやりた

いと思っています。今後災害が起きたり、経済危機に対してもし

なやかに対応できる街になるといいなと思います。

豊かな漁場やほたるが棲む里山もあり、9月には「大原

はだか祭り」で町中が盛り上がる活気のあるまちです。

そんないすみ市に住み、地域の小商い文化作りに貢献し、

ウェブマガジン グリーンズ編集長でもある鈴木菜央

さんに、今、いすみで動いていることを教えて頂きました。

鈴木菜央さん
●連絡先
特定非営利活動法人グリーンズ
〒101-0054 
東京都千代田区神田錦町3-21 
ちよだプラットフォーム 
スクウェア4Ｆ

コミュニティイベントの写真や

施設の写真

移住者
インタビュー

南房総
ゾーン

グリーンズの
ホームページ
「greenz.jp」は
右記QRコード
からアクセス ▼

〒299-4616
千葉県いすみ市岬町長者475
Tel：0470-62-6730 Fax：0470-62-6731
E-mail：isumi-style@bz03.plala.or.jp
ホームページは右記QRコードよりアクセス

▲

NPO法人いすみライフスタイル研究所
いすみ市で、豊かな自然環境をいかし、
元気で活力ある「まちづくり」を進めて
います。民間の立場から「地方創生」と
「移住定住」「まちづくり」を後押し。
房総半島、いすみ地域の田舎暮らし
情報提供も行っています。
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お酒・みそ・しょうゆ醸造も盛んです！
　江戸川、利根川の水運を利用して、しょうゆや日本酒づくりが広がり
を見せたそう！　ゾーンでは、工場や酒蔵見学ができる施設もあります。

　また、古くから農作物に恵まれ、地下水が豊富。醸造業が発展した

発酵文化を魅力に感じて移住した人も！
写真右・「道の駅　発酵の里こうざき」（神崎町）は2015年にオープン

も
幸
の
海
の
て
た
れ
と

こ
そ
ぐ
す
も
み
恵
の
地
大

とびきり
おいしいものに
出会えそうな予感！

水産業が盛んな香取・東総ゾーンは、７市

町が含まれます。朝市や産直市場、道の

駅などが充実し、新鮮食材が身近に手に

入るから、毎日の食卓も豊かに！　風光明

媚な景観や、江戸の風情を今に感じるまち

並みに、心豊かな暮らしがイメージできま

す。茨城県と隣接し、茨城県や成田市へ

の通勤・通学も便利なゾーンですよ。

さすがちばの台所 ! 
食卓を彩るジモトの食材
　農業は県内随一の生産高を誇り、特に注目は、利根川沿いの水郷
地域や干潟八万石といわれる稲作地帯。良質な早場米の産地なので
す。このゾーンは養豚・養鶏なども盛んで、旭市には、関東有数の規
模の千葉県食肉公社も。
　全国有数の水揚げ量を誇る銚子漁港や、沿岸漁業が盛んな九十九
里地域もあります。産直市場や、素材を生かした飲食店もすぐそこ。
おいしいものがあふれるゾーンで豊かな食を楽しんで。

活気ある「銚子漁港」（銚子市）。銚子沖は寒暖流の交錯する好漁場で、イワシ、サバ、
サンマ、カツオ、マグロ類、ブリ、アジ、ヒラメなどがとれます　
多古町は肥沃な土壌の水田が広がり、食味日本一に輝いたことがある「多古米こ

しひかり」の産地。道の駅「あじさい館」では米作りの研究グループが「味彩米」と
名付け販売
「道の駅季楽里あさひ」（旭市）には、地元産の新鮮野菜や豚肉などが並びます。買

い物の後は、地元食材をふんだんに使った、自然味いっぱいのレストランへ
都市と農村総合交流ターミナル「ふれあいパーク八日市場」（匝瑳市）。野菜や植

木の展示・即売、地元食材を使用したレストランがあり、地域活性化の役割も

32

1

4

ブランド豚の
おいしさに驚き！

暮らしやすさ
特徴とヒミツ

香取・東総
ゾーン

日本ジオパークに認定された
「犬吠埼」（銚子市）。「犬吠埼
灯台」は、「世界の歴史的灯
台100選」に

ゾーンマップは P17へ

東京駅への高速バスアクセス
銚子駅から…約2時間35分
佐原駅から…約1時間45分

1 2 3

1 2

花々にあふれる道、
公園が日々を彩ってくれる！
　地元の人たちに愛される、花々が咲き乱れる
散歩道。暮らしを彩る公園や、絶景の田園風景
もたくさんあります。
　旭市の蛇園出清水地区（へびぞのでしみずち
く）は、清水が湧出するほど自然豊か。荒地が
増える中、地域一体となって保全活動に取り組
み、ホタルや希少植物などが残る貴重な環境を
守り、成果を上げています。

4 月下旬～5月中旬、
園内がつつじの花でうま

東（」園公じつつ岬井雲「る
庄町）。開花期間中はボン
ボリのライトアップが行
われ、つつじまつりが開
催されます
多古町では、栗山川の

土手に「あじさい遊歩道」
をつくり、憩いの場に。
春は桜、菜の花、秋はコ
スモスが川辺を彩ります

景観、歴史、文化 ･･･
個性あるまちが魅力
　日本情緒あふれるまち並みは、流れる時間もゆったり！　香
取・東総ゾーンには、水運を利用して「江戸優り（えどまさり）」
といわれるほど栄えていた佐原があり、その面影を残すまち
並みが小野川沿岸や香取街道に今も残ります。
　「香取神宮」やその周辺も、うっとりする景観が広がりますよ。

12
3

4
5

7
6

香取・東総
ゾーン

「佐原地区」（香取市）は歴史景観をよく残し、またそれを活かしたま
ちづくりに取り組んでいることが認められ、国の「重要伝統的建造物群保存
地区」に選定されました　
「香取神宮」（香取市）は、桜の名所として、シーズンはたくさんの花見客
でにぎわいます。紅葉も見事

住環境・仕事 健康・医療

「旭市子育て支援センターハニカム」（旭市）
は子どもと気軽に遊べる屋内施設

将来に向けて
病院チェックは
しとかなあかん

 ゾーンの基幹病院は、「国保旭中央病院（救命救急
。すで）市取香（」院病原佐立県「や」）ータンセ

 市民病院をはじめとする医療機関は身近に。
「銚子市立病院」
は2015年から銚
子市医療公社によ
る運営で市民医療
を支えています。

）市旭（」院病央中旭保国「

　自然景観や歴史・文化を生かした取り

組みが行われるゾーン。四季を感じなが

ら暮らすだいご味が感じられます。

　香取市では千葉県の自治体で初めて太

陽光発電事業を開始するなど、香取・東

総ゾーンは自然資源を生かした太陽光発

電や風力発電事業を展開。また、地域特

産品のブランド化をはじめとする一歩進

んだ農水産業、地域資源を生かした観光業のほか、成田市・茨城県の企業への通

勤も可能です。

銚子市ちょうしし

☎ 0479-24-8912
https://www.city.choshi.chiba.jp/

企画財政課銚子創生室
❶

銚子市若宮町1-1

旭市あさひし

☎ 0479-62-5382
http://www.city.asahi.lg.jp/

企画政策課政策推進班
❷

旭市ニの1920

匝瑳市そうさし

☎ 0479-73-0081 
https://www.city.sosa.lg.jp/

企画課まちづくり戦略室
❸

匝瑳市八日市場ハ793-2

香取市かとりし

☎ 0478-50-1206
http://www.city.katori.lg.jp/

企画政策課
❹

香取市佐原ロ2127

神崎町こうざきまち

☎ 0478-72-2114
https://www.town.kozaki.chiba.jp/

まちづくり課
❺

香取郡神崎町神崎本宿163

多古町たこまち

☎ 0479-76-5417
https://www.town.tako.chiba.jp/

地方創生課
❻

香取郡多古町多古584

東庄町とうのしょうまち

☎ 0478-86-6084
https://www.town.tohnosho.chiba.jp/

総務課企画財政係
❼

香取郡東庄町笹川い4713-131
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「循環していくもの」を
感じ取ってもらえる地域

日本人の主食であるお米や大豆、大豆はお醤油と味噌になりま

すよね。

こういったものは、実は誰でも育てていたのに、いつのまにか

買わなければいけないものになりました。

SOSA PROJECTでは、お米と大豆を育て、１年の米作りを

通じて、「実は誰でもできる」を感じ学びとりながら、田んぼ周

辺の里山の木 ・々山菜・生き物に触れ、里山管理に携わり、地域

の方からあまりものを沢山頂いたりする分かち合いや、「循環し

ていくもの」を感じ取ってもらえる地域を作っています。そし

て、「私もやっていける、移住できる」と思ってもらい、実際に移

住してもらうサポートをしています。

私自身は「半農半NPO」「半農半株式会社」「半農半講演家」「半

農半執筆家」といったことを営みとしています。

里山生活が無償で
提供してくれるもの
お米や大豆を作れれば、食べ物に困ることはないので、収入が

小さくても安心して生きていけますよね。里山と里山生活は、

人が生きるための安心のインフラを全て与えてくれます。

緑・水・空気・食べ物と美味しさ・エネルギー・そして循環。

美意識・安らぐ心・感動・謙虚さ・安心・学び。

これらを果てしなく多く、無償で提供してくれるものが、里山及

び里山生活です。

お米というのは、山から滲み出てくる、たくさんの栄養素を含ん

だお水と、田んぼの中の土とで育まれます。そして藁は田畑に

戻して土を富ませるし、かつては雨具、草履、布団など、様々なも

のに使われ、使い終わったらゴミではなくまた肥料として土に

戻り、また新たな生き物の肥やしと変わるものです。

本来日本人が、当たり前のように感じていた循環と里山を、米作

りをすることによって体で覚えられます。様々なことの摂理を体

で覚えることで感謝の気持ちや幸せな気持ちが心の底からふつ

ふつと湧いてくるはずです。循環するとはそういうものです。

たいていの人は時間をかけて
地域に溶け込めるようになります

匝瑳市周辺は穏やかで、空が広くて、常にふと空を見上げた時

気持ちいい場所です。

引きこもりの人・人生に悩む人・うつの人・やり直したい人・何か

を始めたい人・生業を起こしたい人・地方に移住したい人・世の

中を良くしたいと思っている人・障がいをお持ちでも・LGBTの

方でも・多種多様な方がここには来ます。

肩書き、年齢といった縦の関係をこの場所ではフラットにして、

みんなで交流し、支え合い助け合っています。基本的には

たいていの人は時間をかけて地域に溶け込めるようになります

から安心して構いません。

米作りを通じて、謙虚さとか感謝とか、そういったことが体で分

かるようになり、心で感じるようになれば、自ずと地域の人たち

とも意見を交わし、話を聞き交流を持てるようになるはずです。

穏やかに笑いあって、分かち合って、助け合って、ゆるくて弾力

性のある地域です。

地域において心豊かに暮らすということは、食物を作って、おい

しくて、できればナリワイも作って誰かのお役に立つことです。

そういうことの大切さを伝えていきたいです。ここには新しい時

代を地域から小さく作っていける。そういう楽しさがあります。

髙坂勝さんはNPO法人SOSA PROJECTを創設し、匝瑳

市内でお米や大豆を自給する豊かな里山でのライフスタイ

ルを都会からの移住希望者に示し続けています。

髙坂勝さん
●連絡先
NPO SOSA PROJECT
〒289-2113
千葉県匝瑳市平木8786-28
☎ 090-9322-8722

インタビュー

エコブログ
「たまにはTSUKI
でも眺めましょ」は
右記QRコードから
アクセス ▼ ▼ ▼

移住者
インタビュー

香取・東総
ゾーン
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移住したら
知り合いがいなかった

2018年10月に移住支援団体「新銚子人」を立ち上げました。
具体的には「知り合いが作れない」「こういう事がやりたいけれ
ど、どこに繋がればいいかわからない」といった移住の際の課
題に対してサポートをしています。また2019年中の立ち上げを
目標にしているゲストハウスが出来れば、そこでも移住者
サポートが出来ると考えています。
私自身は移住者で、銚子への移住当初は手作り風船工場で働き、
代表になることを考えていたのですが、現在はCOCO SEED
という事業を立ち上げて、ゲストハウスのオープン準備を進めて
います。元々は横浜に住んで都内に通勤する普通のサラリーマ
ンでした。移住したのは、都内の狭いところに詰め込まれた住
み方が合わなかったからですね。移住当初、知り合いがいない
し、どこに行ったらよいかわからなくて、2～3か月は自宅に籠り
がちでしたし、特に何もすることがなかったのでとても暇でし
た（笑）。とても嫌な期間だったので、これから移住してくる人た
ちに同じ思いや苦労をしてもらいたくないなと思い、新銚子人
を立ち上げました。

新銚子人の立ち上げ
立ち上げから、実はまだ目立った結果は出ていません。

どこに移住者がいるかもわかりにくいもので、市役所の移住担

当の方と連携して改善していこうと話しています。もともと、銚

子市内に移住のお試し住宅があって、そこに滞在された方のと

ころへ出向いて移住相談に乗るという予定でしたが、移住相談

の拠点とするお試し住宅が無くなってしまいました。

やはり拠点が無いと移住者も困るはずなので、相談対応もでき

るゲストハウスをオープンしようと準備をしているところです。

銚子に来ていただいたときに色々とお話が出来る場に出来れ

ば良いなと思っています。

伊藤貴明さんは、銚子市内で移住支援団体「新銚子

人」を立ち上げ、これから銚子市内に移住される方

の相談に乗る活動を始めています。

伊藤貴明さん
●連絡先
銚子市銚子創生室
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1

☎ 0479-24-8912
iju-info@city.choshi.lg.jp

良い意味での適当さや人懐っこさ
実は、昔2年間住んでいたフィリピンの人たちに銚子の人たちの

雰囲気がすごく似ていると気付きました。フィリピンは、たとえ

ばLGBTの方や障がいのある方など、色んな人たちが普通に話

したりして暮らしている場所でした。そして、銚子の人の人懐っ

こさとか、良い意味での適当さであったり気軽に打ち解けられ

る人柄にとても似ています。

そこで「新銚子人」のコンセプトにしていくものが多様性です。

障がいのある人でも漁港で働く外国人でも分け隔てなく、様々

な人が街にいて、普通に誰でも話ができるような街になればと

思っています。

銚子は年中
なにかしらのイベントがある
地元の方々は、新銚子人について好意的な方が多いので、一緒に

イベントを始めたり、企画を考えたりしています。たとえば、銚

子って魚の街の印象が強いためにあまり知られていないですが、

日本有数の農業生産地です。それでキャベツ、トウモロコシ、

メロンなどを作っている農家と協力してゲストハウスができたら

農業体験などのツアープランを作ろうというお話をしています。

他に知られていないこととしては、銚子はイベントが多く、よさ

こい祭りや銚子マルシェ、軽トラ市、スマイルリンクなど、年中

なにかしらのイベントがあり、それぞれコミュニティにもなって

います。趣味の街でもあって、サーフィンしたり、釣りをしたり、

ヨガ、ダンス、絵描きなどをやる人が多くいます。銚子に移住し

て一番思ったのは、みんな色んなことを楽しんでいて、地元の人

はどんな形でも受け入れてくれる人たちがたくさんいて、また興

味を持って話しかけてくれるところです。基本的な人間付き合

いがちゃんとできれば、すごく銚子は良いところですよ。気候も

冬は温かくて、夏は涼しくて、私自身エアコンを家に持っていな

いくらいです。

銚子市移住者
コミュニティ
『新銚子人』は
右記QRコード
からアクセス ▼

移住者
インタビュー

香取・東総
ゾーン

都心からは特急利用で1時間50分くらいで、他県に比べれば近

い距離ですよね。銚子市は、漁港関係や農業をされている方が

多く、犬吠埼灯台もあって観光地。ただ観光地である点を活か

しきれていないところもあるので、移住されてくる方は観光業

や接客業も面白いかもしれません。
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つながりにホッとする！
地域のお祭り・イベントへ
地域に根ざすお祭りから、移住者が立ち上げたイベントまで。参加するだけ
じゃなく、準備する側になってみたり、つながりができるのも魅力です。

  好評の「ちばアクアラインマラソ
ン」は、爽やかな風を感じながら、
海の上を走るコースが魅力！
  「房総どまんなかおへそ祭り」（長
柄町）は移住者が代表になって、廃校
を舞台に開催。地域交流の場に
  本州一遅い紅葉が楽しめる君津
市の「亀山オータムフェスティバル」
は10万人以上が集まります

2

1

3

1

2

3

圏央道
ゾーン

健康・医療住環境・仕事
　圏央道の開通でネットワークが広がり、

これからの変化に期待！なこのゾーン。

東京湾臨海部は日本を代表する工業地帯。

都心から１時間以内に位置する「かずさア

」所究研ＡＮＤさずか「、は」クーパアミデカ

や「独立行政法人製品評価技術基盤機構

バイオテクノロジーセンター」など、最先

端科学の研究施設があり、内陸部は工業

団地も。農業、漁業、多彩な観光産業のほか豊かな農作物を利用して、レストラ

ンやカフェを営む人も目立ちます。

茂原市は新しい工業団地の造成も進み、企
業誘致と雇用の場づくりに力を入れています

 広域的な救急医療体制の拡充が進み、
圏央道の開通で、救命救急センターや専
門性の高い病院への所要時間が短縮。
圏央道を搬送ルートとすることで、患者
の負担軽減も期待されています。

写真上・高度な救急医療を総合的に
24時間体制で提供する「君津中央病
院」（木更津市）。ドクターヘリもあり
ます
写真左・地域を代表する医療機関「東
千葉メディカルセンター」（東金市）

1

2

3

4

5

7
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8
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1213

11

17
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木更津市きさらづし

☎ 0438-23-8519
https://www.city.kisarazu.lg.jp/

産業振興課
❶

木更津市富士見1-2-1

茂原市もばらし

☎ 0475-20-1516
https://www.city.mobara.chiba.jp/

企画政策課政策推進室
❷

茂原市道表１

東金市とうがねし

☎ 0475-50-1122
https://www.city.togane.chiba.jp/

企画課
❸

東金市東岩崎1-1

市原市いちはらし

☎ 0436-23-7244
https://www.city.ichihara.chiba.jp/

拠点形成推進課
❹

市原市国分寺台中央1-1-1

君津市きみつし

☎ 0439-56-1566
https://www.city.kimitsu.lg.jp/

企画課
❺

君津市久保2-13-1

富津市ふっつし

☎ 0439-80-1223
https://www.city.futtsu.lg.jp/

企画課
❻

富津市下飯野2443

袖ケ浦市そでがうらし

☎ 0438-62-2327
https://www.city.sodegaura.lg.jp/

企画課
❼

袖ケ浦市坂戸市場1-1

山武市さんむし

☎ 0475-80-1132
https://www.city.sammu.lg.jp/

企画政策課
❽

山武市殿台296

長南町ちょうなんまち

☎ 0475-46-2113
https://www.town.chonan.chiba.jp/

企画政策課
17

長生郡長南町長南2110

長柄町ながらまち

☎ 0475-35-2110
https://www.town.nagara.chiba.jp/

企画財政課
16

長生郡長柄町桜谷712

白子町しらこまち

☎ 0475-33-2110
https://www.town.shirako.lg.jp/

総務課企画政策係
15

長生郡白子町関5074-2

長生村ちょうせいむら

☎ 0475-32-4743
https://www.vill.chosei.chiba.jp/

企画財政課企画係
14

長生群長生村本郷1-77

睦沢町むつざわまち

☎ 0475-44-2501
http://www.town.mutsuzawa.chiba.
jp/

まちづくり課
13

長生群睦沢町下之郷1650-1

一宮町いちのみやまち

☎ 0475-42-2113
https://www.town.ichinomiya.chiba.
jp/

企画課
12

長生群一宮町一宮2457

横芝光町よこしばひかりまち

☎ 0479-84-1279
https://www.town.yokoshibahikari.
chiba.jp/

企画空港課
11

山武群横芝光町宮川11902

九十九里町くじゅうくりまち

☎ 0475-70-3121
https://www.town.kujukuri.chiba.jp/

企画財政課企画係
10

山武群九十九里町片貝4099

大網白里市おおあみしらさとし

☎ 0475-70-0315
http://www.city.oamishirasato.lg.jp/

企画政策課
❾

大網白里市大網115-2
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徒歩圏で生活できて、
海も山もある所という町はなかなかない

富津市金谷に2012年に移り住みましたが、金谷は徒歩圏で生

活できるのが一つの魅力ですね。歩いて5分程度に飲食店も多

くて観光客も多いのが特徴だと思います。

それから都心と程よい距離、車でも電車でもいける場所という

のはあまりありません。東京から2時間程度で、徒歩で生活が完結

できるぐらいのコンパクト感がある町で、さらにそこにコワーキ

ングスペースもあって、宿泊施設やゲストハウスがある。駅から

も近く、高速の出入り口もありながら、海も山もある所というま

ちはなかなかないと思います。

田舎でフリーランス養成講座を始めて
移住者が100人増えた

2015年から「田舎フリーランス養成講座」という講座を行って

います。1か月地方に滞在してwebスキルを高めるといった内容

で、合宿型のwebスクールです。現在は、いすみ市など8つの地

域で、地元企業や行政からコワーキングスペースの提供を受け

つつ年30回程度開催しています。

プロジェクトを始めるきっかけとなったのが、富津市金谷にて

コワーキングスペース「まるも」を始めたことです。元々は「まる

も」の利用者を増やすことや田舎で仕事をできる人を増やすこ

とを目的として始めました。

金谷には今では、コワーキングスペースの他に、合宿施設や

カフェ、アパート、シェアハウスなどもあります。

金谷周辺は観光地であり宿泊客も多いので、自分たちで宿泊施設

も建てました。また、仕事ばかりやる人中心だと交流の要素が

減ってくるので、カフェを作ったりと徐々に広がってきています。

今では、移住者が累計で100名生まれ、人が増えると、楽しいこ

とも増えました。たとえば、フットサルもバスケも試合ができる

し、飲み会も参加したいときに参加すればいい。人数が少ない

と、誰かと話したい時にも他の人は皆忙しいかもしれないけれ

ど、今は人が増えたので選択肢が増えたと実感しています。

「田舎フリーランス養成講座」を通じて移住する人が増えている

けれど、人生の選択肢や本当に自分にあった地域を見つけて

いくと良いと思います。今は定住って意識ではなく、特に20代

に関しては住む場所を決めるわけではないですし、金谷につい

ては、色々な人たちが集まるため情報も集まりますし、始まり

の町というか、今後の人生の分岐点を手に入れるような町とし

て来てもらえたらと思っています。

金谷にはフリーランスに興味がある人が多くいます。また、１週

間から2週間のリフレッシュを兼ねてコワーキングスペースを利

用する都内在住の方がいます。ゴールデンウィーク中などは

ワーケーションとしてくる方もいますね。

フリーランスになる人向けではありますが、「人生の選択肢を増

やす」をコンセプトにして講座を開いているので、分け隔てなく

誰でも受け入れています。その結果、多種多様なコミュニティに

なったように思います。

自分に合ったまちや仕事を
見つけるために金谷という町は良い

金谷で暮らす価値は、年収、性格、パーソナリティに左右されず、

コミュニティに参加できることです。これは「まるも」だけでな

く、地域の方を含めた「まち」としてのコミュニティです。

これほど多くの移住者が増えても、変わることなく基本的に誰で

も受け入れてくれます。たとえばLGBTの方も比較的多かった

り、半身不随の方もいます。そして、このコミュニティが徒歩圏で

生活が成り立っていることに一番の価値があると思います。

これからは、個人が活躍できる仕組み、場所、風土を作っていけ

たらいいですね。「まるも」だけでなく町全体としてそういう風

土が作れたらいいなという想いはありますし、各々が自分に

合った選択肢を見つけることができるような社会になればい

いですね。働き方の選択肢が増えるのは良い事なので、副業や

フリーランスも地方で働く良いきっかけになればと思います。

副業やフリーランスが移住や
地方で働くきっかけになれば

山口拓也さんは、コワーキングスペース「まるも」を経営。

地域の方と寄り添い、新たな移住者を受け入れながら、

誰もが暮らすことができる場づくりを進めています。

山口拓也さん
●連絡先
コワーキングスペース「まるも」
〒299-1861 
千葉県富津市金谷3870
☎ 0439-29-6173

活動中の画像②

活動中の画像など③

活動中の画像など⑥

講座の写真など④

コワーキングスペース
「まるも」の
ホームページは
右記QRコードから
アクセス ▼ ▼ ▼

移住者
インタビュー
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移住者
インタビュー

高橋洋介さん
●連絡先
市原市内で、
地域おこし協力隊OBとして活動中
（市原市役所）
〒290-0073 
千葉県市原市国分寺台中央１-１-１

Facebookから
メッセージを
送る場合は
右記QRコード
からアクセス ▼ ▼

海も山もある所という町はなかなかない
活動している地域は房総半島一番の山間部です。千葉県の真ん

中で、山奥に当たる部分です。内房からは小湊鉄道、外房からは

いすみ鉄道、木更津方面からはJR久留里線という三つの鉄道

の終点の地域で、東京都から見れば房総半島の一番奥地に

あるのが、僕が主に生活したり活動したりしている地域です。

菜種油の利益でこの場所を維持していく

始めたきっかけは、ただ単純にすごく綺麗で、ここは絶対に残

したいなと思った時、維持管理しているのが地域の年配の方3、

4人で、「あと１～2年で終わりだね」と話されている状態でした。

過疎地域なので若い人がいないし、ボランティアで維持できる

ほど簡単でもなかったのです。

今では、これまで種蒔きや種取りに関わる人達は、次第に若い

人たちが増えてきています。種取りの時には唐箕(とうみ)や篩

(ふるい)といった昔の道具を使うんですが、若い人たちが来た

時に、地元の方々が一緒になって教えてくれて、自然な感じで教

え合う形にもなり始めました。農業でも同じですが、年配の方

は凄く良いものを作れます。その知恵や知識を広く伝えるため

にも若い人が関わった方がいい部分は多いです。そして、様々

な世代の得意なところを掛け合わせた時に、より良いコミュニ

ティになり、良いものが生まれていくんじゃないかなと思って

います。地元の方々には、具体的に言われてはないですが、必然

的に「こいつがあとやるんだな」みたいになっています(笑)

地元の方々が一緒になって教えてくれて、
自然な感じで教え合う形になった

ちなみに僕はデザイナーとしてどこででも仕事できるようなこ

ともやりつつ、こういう農的なことをやっていますが、汗かく農

的な仕事をやったからこそ、デザインにも活かせるようなこと

が最近増えてきたと感じています。デザイナーとかウェブ関連

等、パソコンを使うような、場所に縛られずできる仕事をする人

が移住してきた時には、1つの仕事だけをするのはもったいない

と思っています。

週に数回、ここでしかできない仕事みたいなものを自分で作り

出せると、仕事に対するフィードバックも大きいです。だから、

そういう人たちが多く来て欲しいなと思います。デザインの力

を使って田舎で事業を作る人がいたらいいなと思います。

汗をかく農的な仕事をやったからこそ、
デザインに活かせることが増えてきた

高橋洋介さんは、自身はデザイナーでもあり、

市原市地域おこし協力隊OBとして

市原南部の地域活性に取り組んでいます。

現在は地域おこし協力隊OBとして、小湊鉄道沿線の菜の花の活

用や市原市内の牛久商店街の皆さんと商店街活性の取組を行って

います。この活動を始めた理由は、「石神菜の花畑」の保全です。

本当に素晴らしい場所です。

この石神菜の花畑を見に来た人に採れた菜種油を買ってもら

う、その利益でこの場所を維持していくという活動を2018年

の春にスタートしました。3月～4月の菜の花が咲く時期に予約

を受け付け、5月～6月に収穫した菜種から油を搾り、搾りたて

の菜種油を発送ということを、最初の1年目は行っていました。

菜種油を味わうことでより興味を持ってもらい、菜種油に冊子

を同封して花畑ができるまでのストーリーを読んでもらい、菜

種油の味を覚えてもらい、興味が深まったら次は種まきや種取

りにも来てもらい、知ってもらうという活動です。「種まきやっ

てるんだ！種取りまでやってるんだ！じゃあ行ってみよう」と

言って来てくれる方が増えると良いと思っています。
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進化するＮＡＲＩＴＡ
アクセスの利便性もアップ

　ゾーンの顔ともいえる、約4万人が働く成田国際空港。都
心と成田空港を最速36分で結ぶスカイライナーや、近隣主
要都市から乗り換えなしでアクセス可能な成田エクスプレス、
羽田空港や主要ホテルなどと直結する高速バスに加え、格安
バスによるアクセ
スも充実していま
す。2015年6月に
は、圏央道「神崎IC
～大栄JCT」間の開
通で、マイカーで
のアクセスの利便
性も向上中です。

2015年誕生、LCCの新拠点「第3旅客ターミナルビル」
提供：成田国際空港（株）

も
町
下
城
る
あ
情
風

こ
そ
ぐ
す
も
口
入
の
界
世
暮らしやすさ
特長とヒミツ

空港
ゾーン

　全10市町で、成田空港と千葉ニュータ

ウンを擁する空港ゾーン。世界への玄関口

でもあり、東京へのアクセスもいいんです。

成田空港はLCCのネットワークが拡充。

国内外からの観光客が多く、まちを歩くと

インターナショナルな雰囲気も。成田市や

印西市を中心に、大型ショッピングスポッ

トも増えて活気がありますよ。

　一方で、かつての城下町のまち並みが残

り、伝統文化を大切にしながら、ゆったり

した時間が流れるのも魅力。

　田園風景に癒やされ、畑にはオイシイも

のがたくさん実っています。アートスポット

にも恵まれた、感性が育まれるゾーンです。

300年の歴史を持つ
「成田祇園祭」
PhotoⒸHideki YAMAGUCHI

新旧のバランスが
お見事！

感性が養えるやん

通称ひょうたん山とよばれる築山がトレードマークの「牧の原公園」（印西市）。秋は
コスモスがキレイ
JA西印旛農業協同組合の隣には「とれたて産直館　印西店」も

1

収穫体験できる
ファームもあります

印旛日本医大駅
日本医科大学千葉北総病院
など

千葉ニュータウン中央駅からの電車アクセス（アクセス特急利用）

●京成上野駅まで…約40分
●空港第2ビル駅 （成田第2・3ターミナル）まで…約20分
●成田空港駅（第1ターミナル）まで…約25分

印西牧の原駅
国道464号沿いは大規模ショ
ッピングゾーン

千葉ニュータウン中央駅
ニュータウンの中核。
公共施設や大学、公園など

週末はさらににぎわう
千葉ニュータウン
　ゾーンの中心の一つが「千葉ニュータウン」。白井市、
船橋市、印西市の3市にまたがる地域で、東京都心や
成田空港に近く、計画的に宅地造成が行われてきました。
住宅のほか、企業、大学も。大型商業施設が集まり、週
末ともなると、市外からも多くの人でにぎわっています。 2

寺社や門前町でゆったり散歩
「成田山新勝寺」に代表される、歴史的なスポットが数多く点在するゾーン。
大切に文化を受け継ぐ、伝統ある町での暮らしも魅力的です。成田市は多
くの有形文化財（建造物）を有します。城下町・佐倉は、佐倉藩士が暮らして
いた江戸時代後期の武家屋敷が保存され、佐倉城址には公園や「国立歴史
民俗博物館」も。まちにはおだやかな時間が流れていますよ。

1

3

2

「成田山新勝寺」（成田市）の場内には、重要文化財に指定された多くの御堂や自然
あふれる成田山公園が。年間1000万人以上の観光客が訪れます
成田山新勝寺の門前町には、明治前期の建築で、土壁で塗り込めた重厚な造りの「一粒

丸三橋薬局」（写真）、屋上に望楼を高く掲げた姿が見事な「大野屋旅館」などがあります
佐倉市で保存されている武家屋敷（旧河原家住宅、旧但馬家住宅、旧武居家住宅）は

見学も可能です

1

2

3

　成田市では国際医療福祉大学の医学部・成田
看護学部・成田保健医療学部が開学し、国際医療
福祉大学成田病院（附属病院）が開院するなど、
地域医療の充実が図られています。
　ゾーンの救命救急センターは、｢日本医科大学
千葉北総病院｣、｢成田赤十字病院｣。
　｢総合医療センター成田病院｣、｢成田富里德洲
会病院｣、｢聖隷佐倉市民病院｣、｢東邦大学医療
センター佐倉病院｣、｢新八街総合病院｣、｢印西総
合病院｣、｢白井聖仁会病院｣、｢北総白井病院｣、
｢千葉白井病院｣など医療体制が充実。

成田市なりたし

☎ 0476-20-1500
https://www.city.narita.chiba.jp/

企画政策課
❶

成田市花崎町 760

酒々井町しすいまち

☎ 043-496-1171
https://www.town.shisui.chiba.jp/

企画財政課
❽

印旛郡酒々井町中央台4-11

佐倉市さくらし

☎ 043-484-6748
http://www.city.sakura.lg.jp/

地域創生課
❷

佐倉市海隣寺町 97

栄町さかえまち

☎ 0476-33-7719
http://www.town.sakae.chiba.jp/

まちづくり課
❾

印旛郡栄町安食台1-2

四街道市よつかいどうし

☎ 043-421-6162
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/

政策推進課
❸

四街道市鹿渡無番地

芝山町しばやままち

☎ 0479-77-3926
https://www.town.shibayama.lg.jp/

企画空港政策課
10

山武郡芝山町小池992

八街市やちまたし

☎ 043-443-1114
https://www.city.yachimata.lg.jp/

企画政策課
❹

八街市八街ほ 35-29

印西市いんざいし

☎ 0476-33-4414
https://www.city.inzai.lg.jp/

企画政策課
❺

印西市大森 2364-2

白井市しろいし

☎ 047-401-5998
http://www.city.shiroi.chiba.jp/

企画政策課
❻

白井市復 1123

富里市とみさとし

☎ 0476-93-1118
http://www.city.tomisato.lg.jp/

企画課
❼

富里市七栄 652-1
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移住者

空港
ゾーン

鳥海孝範さん
●連絡先
ゲストハウス・コワーキングスペース・
レンタルスペース「おもてなしラボ」
〒285-0023 
千葉県佐倉市新町168番地
☎ 043-310-7595

「おもてなしラボ」
のホームページは
右記QRコード
からアクセス ▼ ▼

ゲストハウスがある地域は城下町

昭和31年に建てられた家屋を活用した「おもてなしラボ」を運

営しています。成田空港から電車で20分というアクセスの良さ

を活用したゲストハウスのほか、コミュニティスペース、コワー

キングスペース、レンタルスペースを兼ねた複合的な場として、

地域住民や国内外の観光客が利用しています。

「おもてなしラボ」がある佐倉市は、都心まで1時間圏内のベッド

タウンで、都心に働きに出る方が多い地域です。東京から訪れ

ると最初に田園風景が広がる場所であり、城下町だったので、

歴史的な建造物や多数の日本刀が収蔵された美術館もあるな

ど、日本文化が随所に残る町でもあります。

ゲストハウスは、京成佐倉駅から徒歩10分ほどの場所にあります。

鳥海孝範さんはゲストハウス「おもてなしラボ」を立ち

上げ、コミュニティスペースを併設することで、小学生

から高齢者まで幅広い人が集まる場を作り、誰もが

関われる地域作りに貢献しています。

住んでいながら地元の事を
良く知らなかった
元々は地域情報誌を佐倉市内で作っていたのですが、「佐倉の

ことを知らない」と仲間内で話していて、佐倉市を知るためのプ

ロジェクトとして始めました。「おもてなしラボ」を始めたこと

で、佐倉市を知ることができたし、面白い街だなという発見が

多くありました。

ベッドタウンとして住んでいる人が多いからか、地元の魅力を

知らない人が多いと感じています。そういった人たちに佐倉の

良さや歴史とか文化を伝えていきたいと思い運営しています。

子どもたちと外国人が駄菓子で
一緒に遊んでいる場所
コミュニティスペースは地元の人達が使っていて、ゲストハウス

の利用者とも接点が持てる場にしています。この場を通じて人

と人が繋がっていくことを日々実感しています。たとえば、コ

ミュニティスペースに駄菓子を置いているので、近くの小学校

の子どもが放課後に来て、お菓子を買って食べて、ゲームをする

場所になっているのですが、そこでゲストハウスに宿泊する外

国人が一緒になって遊んだりしています。この前も子どもが水

飴を作っていて、それに興味を持ったメキシコの旅行者が話し

かけた結果、子どもたちが割り箸で練り方を教えていました。

「佐倉の未来を考える会議」というものも何回か行いました。

その参加者が立ち上げたイベントがきっかけとなって、今は佐

倉一箱古本市というイベントが生まれています。

これは今では年2回、計10回以上開催されていますね。

今では様々な団体が、定例会とか会議とかする度に「おもてな

しラボ」を使ってくれているので、色んな人が出入りをしていて、

それぞれの活動に僕が直接参加したり他の団体を繋げたりと

いうことも起きています。既に存在していたコミュニティ同士

が繋がるという場にもなっているのは非常に面白いですね。

移住者が入って何かを始められる
余白はいくらでもある
ゲストハウスの利用者は、外国人と日本人が半々ですが、空港

利用者なので佐倉を目的地としていない人がほとんどです。

だからこそ「来てみたら、結構いいところだな」って思ってもら

えるようにしていかないと、という想いはあります。

佐倉のまちづくりは、正直今はまだ中途半端で途上段階だと思

います。一方で、どうにでもなるというか、どうにでも変えられ

る場所なので、移住者が入って何かを始める余白はいくらでも

あります。こういう場で自分の手で何かやってみたいという

人がいればウェルカムです。繋がれる方を紹介できるので、

一度遊びに来てもらえたらと思います。

移住する場所としては、佐倉は都内での生活と極端な環境変化

がないので、自然もある暮らしに徐々に慣れていくにはちょう

どいいです。成田空港が近いので、外国との関わりにも関心が

ある方が移住したり、きっかけとしてゲストハウスを訪れてもら

えたらいいなと思います。

インタビュー
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移住者

空港
ゾーン
インタビュー

古川美之さん
●連絡先
ＮＰＯ法人四街道プレーパークどんぐりの森
〒284-0044 四街道市和良比282‐29
donchan@dongurinomori.net

NPO法人四街道
プレーパーク
どんぐりの森は
右記QRコード
からアクセス ▼ ▼

自然と子ども人を繋ぐまちづくり

四街道市は都心まで1時間で、里山や谷津田の自然が残る地域で

もあり、仕事と、人としての豊かな暮らしの両方をできる場です。

私は「自然と子ども、人とつなぐ」をテーマに子ども達と野外の

遊び場づくり、まちづくりをしています。

古川美之さんは四街道市内で、NPO法人四街道

プレーパークどんぐりの森を立ち上げ、自然の中で

学ぶことの大切さを地域に伝えています。

子どもたちが自分の物差しを
作ることができる場所
人々の暮らしや子どもの育ち方があまりにも自然とかけ離れて

いることに危機感をいだき、人と自然が繋がる場が必要だと思

い、自然の中での遊び場としてプレーパークを始めました。プ

レーパークは、「自分の責任で自由に遊ぶ」「ケガと弁当自分持

ち」と考え、子どもたちが自主的に自発的に遊ぶための遊び場

です。ここにはいつでも誰でも遊びに来ることができます。も

ちろん保護者や地域の方も！子どもたちは日々変化する自然の

中で遊ぶことで心を満たし、大人はホッとできる時間を持つこ

とで原点回帰できる機会になっているようです。

プレーパークは、子どもたちが自分のペースで挑戦しながら過

ごせることを大切にしています。子どもにとって大切なことは、

「自分で考えて、試してみる。うまくいかなくても失敗してもも

う一度試すことができる」ということです。自分の力だけでは

できない時には、友達や大人に聞いてみながらも、「遊び」の中

で繰り返しチャレンジできます。そうすることで、自分の物差し

を作ることができるようになります。自分の物差しとは、テスト

などで他人が評価する物差しではなく、自分自身で自分の長

所・短所を知り、自分で自分を評価することであり、自分で決め

て自分で始め、納得したらそこで終わるということの繰り返す

中で作られていきます。

誰かが決めるのでなく、小さな選択も自分ですることにより、自

分の人生を生きる力をつける。できるできないにかかわらず、

ありのままを他者も自分も受け入れ、自己受容、自己肯定感、

自己有用感、自己決定力が育つ場がプレーパークです。

自然を身近に感じながら
子どもも大人も
自主的に自発的に考えて
遊べる場があります。

「育てなくちゃ」
という固定観念の外し方
大人にとっては、子どもが自ら育つ力を持っていること、「遊び」

の中で試行錯誤しながら、自分で考えて決めていく力を育てて

いることを学ぶ場になります。教えられるより、自ら発見したこ

とがより深い学びにつながることや知識から知恵に結びつくこ

とは体験によって得られることを親も体感することができます。

子育ては子どもが自ら育つ環境をつくり、子どもの発達や成長

に応じて大人はサポートすることを学びます。

大人と子ども、それぞれにとってプレーパークは地域や様々な

人たちと多様な価値観にふれて育つ機会となる場所です。そして、

自然の中でリフレッシュできますし、自然の癒しと、自然との共

生を感じることができる場所です。「みんなで同じことをして比

べられる学校」や、「躾けられていい子でいることが求められる

家庭」ではなく、「自分の責任で自由に」を謳う地域の育ちの場

です。お父さんお母さんの「育てなくちゃ」とか、お子さんにとっ

ての「いい子でいなくちゃ」という固定観念の外し方に気づけ

る場所です。他には、子どもは「自分が何をしたいのか」、大人は

「どう育って欲しいのか」を見つめ直す場でもあります。

子どもは未完成な存在です。試行錯誤を繰り返しながら、様々

な体験を経験に変えてそして学んでいきます。ご両親には、子ど

もの育つ力を信じ、ありのままを受け入れその育ちを支えてほ

しいと思います。

自分自身を大切に出来る地域に
プレーパークには子育て中の保護者、地域住民、乳幼児から小学

生、中高生も参加しています。市外から来られる方もいて、誰でも

いつでも無料で参加ができます。また、大き過ぎないコミュニ

ティなので、一人一人、顔の見える関係があります。誰がどこでど

のような取り組みをしているのか、自分が何かしたいと思った時

に、相談し、同じ興味を持つ人とつながれる場所でもあります。

私がプレーパークを運営している四街道市は自然に溢れている

ので、プレーパークを通じて、地域の人たちが子どもと自分自身

を大切にすることができる地域にしていきたいと考えていま

す。皆さんもぜひ一度プレーパークに遊びに来て、プレーパーク

の子育てを体験されたらよいと思います。そして、自然を身近

に感じる暮らしをする中で、エコロジーやサスティナブル、そし

てエシカルについて当たり前に語ったり、地域の魅力や地域の

価値に気づき、大切なことを実践できる社会を一緒に作ってい

けたら良いですね。
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たゾーンは、全12市。首都・東京に近接

し、都内へ通勤・通学する人も多く、その

アクセスはとっても便利！　

　東京とのつながりが強いゾーンですが、

地域にはショッピング・遊びスポット、病

院なども充実し、暮らしは快適。都会なの

に、空が広くて、広大な農地も市場もある

んです。この絶妙なバランスに、ワタシも

ハマっているんですよ。

暮らしを楽しむイベントも！
にぎわうショッピングスポット
　移住者の中でも、買い物の便利さに魅力を感じて
いる人は多数。遅くまで営業しているスーパーマー
ケットのほか、駅の近くにも百貨店、ショッピング
モールが充実しています。エンターテインメント性
が高く、イベントも数多く行われ、にぎわいの拠点
にもなっています！

千葉駅
「そごう千葉店」

船橋駅
「西武船橋店」
「東武百貨店 船橋店」

松戸駅
「伊勢丹松戸店」

柏駅
「柏髙島屋ステーションモール」

「イオンモール幕張新都心」（千葉市）はイオンのフラッグシップモールとして誕生！
　劇場、職業体験テーマパークなど、体験の場も多彩
「流山おおたかの森S・C」（流山市）は、つくばエクスプレス・東武アーバンパ
ークライン「流山おおたかの森」駅前のショッピングセンター

暮らしやすさ
特長とヒミツ

ゾーン

1

主要駅のそば！
百貨店はこんな
にあるよ

ここは都会やねぇ
なんでもそろうやん

充実の交通網で東京へ
　どの市からも、公共の交通機関を使って都内にラクにアクセス
できます。2015年上野東京ライン開通で、我孫子・柏・松戸駅
からさらに便利に。快速利用で松戸駅～東京駅は最短約25分。

約440店舗もそろうショッ
ピングセンター「三井ショ
ッピングパーク ららぽーと
TOKYO-BAY」（船橋市）

秋葉原駅～つくば駅をつな
ぐ、2015年に10周年を迎
えた「つくばエクスプレス」

都会のオアシス的存在！
ゆったり過ごせる自然、公園

1

2

3

我孫子市の南側に面する「手賀沼」では、水
と緑が豊かな景色を楽しめるウォーキングや
サイクリングといったレジャーが盛んです。
「手賀沼親水広場・水の館」（我孫子市）には、
手賀沼を一望できる展望室や子どもと一緒
に楽しめるプラネタリウム、そして農産物直
売所やレストランも備えており、ファミリーで
楽しむことができます

1

まちなかの貴重な自然を守り育てる総合
公園「21世紀の森と広場」（松戸市）。芝生
の広場、散策路、バードウォッチングなど。
講習会や講座も開催

２

1800年代のデンマークの田園風景を再
現した「ふなばしアンデルセン公園」（船橋
市）は、旅行口コミサイトで2015年「日本の
テーマパーク」3位にランクイン

3

千葉市ちばし

☎ 043-245-5054
https://www.city.chiba.jp/

政策企画課
❶

千葉市中央区千葉港 1-1

市川市いちかわし

☎ 047-712-8591
https://www.city.ichikawa.lg.jp/

企画課
❷

市川市南八幡 2-20-2

船橋市ふなばしし

☎ 047-436-2057
https://www.city.funabashi.lg.jp/

政策企画課
❸

船橋市湊町 2-10-25

松戸市まつどし

☎ 047-366-7072
https://www.city.matsudo.chiba.jp/

政策推進課
❹

松戸市根本 387-5

野田市のだし

☎ 04-7125-1111
https://www.city.noda.chiba.jp/

企画調整課
❺

野田市鶴奉 7-1

流山市ながれやまし

☎ 04-7150-6064
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/

企画政策課
❽

流山市平和台 1-1-1

八千代市やちよし

☎ 047-421-6703
https://www.city.yachiyo.chiba.jp/

シティプロモーション課
❾

八千代市大和田新田 312-5

我孫子市あびこし

☎ 04-7185-1111
https://www.city.abiko.chiba.jp/

企画課
10

我孫子市我孫子 1858

鎌ケ谷市かまがやし

☎ 047-445-1073
https://www.city.kamagaya.chiba.jp/

企画財政課
11

鎌ケ谷市新鎌ヶ谷 2-6-1

浦安市うらやすし

☎ 047-712-6039
http://www.city.urayasu.lg.jp/

企画政策課
12

浦安市猫実 1-1-1

習志野市ならしのし

☎ 047-453-9222
https://www.city.narashino.lg.jp/

総合政策課
❻

習志野市鷺沼 2-1-1

柏市かしわし

☎ 04-7167-1117
http://www.city.kashiwa.lg.jp/

経営戦略課
❼

柏市柏 5-10-1

 産業拠点として、特色あるまちづくりが
進められてきたのが、東葛「柏・流山地域」
は、つくばエクスプレス沿線でまちづくりが

交土国、は辺周駅」スパンャキ葉の柏「、行進
通省スマートシティモデル事業の先行モデ
ルプロジェクトに選定され、これからの発展
が期待されます！大学や研究機関も多く立
地し、企業活動も活発な地域は、仕事も幅広
く選択できそう。

に
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　重症の救急患者を24時間
365日体制で受け入れる救命
救急センターが多数あり、
また、多くの市において、夜間休
日診療所が開設されています。
浦安市では、高齢であっても健
康で幸せな暮らしを実現する、
まちづくりと健康づくりを連動。市川市、松戸市及び習志野市では
健康的な生活習慣のきっかけづくりと、その継続、定着を目指し、
「健康マイレージ」をスタートさせています。

東京湾、利根川、江戸川、手賀沼などの水辺、緑あふれる里山。まちには
貴重な自然環境が残り、住む人たちが集える工夫も。イベントが多彩な
公園が多いのもうれしい！また、野田市では“みどり豊かな自然と共生
する地域づくり”に取り組んだ結果、まちにホタルやドジョウといった
生きものが戻ってきています。

東葛・湾岸ゾーン28 29東葛・湾岸ゾーン



移住者

東葛・湾岸
ゾーン
インタビュー

山田美和さん
●連絡先
☎080-7025-1403
（平日10時～17時）
contact＠mamacan-m.com

Facebookから
メッセージを
送る場合は
右記QRコード
からアクセス ▼ ▼

子ども支援ではなく
母親支援をしている団体
活動地域は主に松戸市周辺です。ベッドタウンなので隣駅は東京

都内で、通勤を第一に考えている方は非常に多い印象があります。

ただ新たな商業施設が増えつつも、古い町並みがそのまま残って

いる地域でもあって、商店街の方達が頑張って地域を盛り上げて

いる場所も多くあります。古き良きものをそのまま残しつつ、新

しいものを融合していく。そういった場所なので、地域に留まる方

も多く、私を含め比較的地元の人が帰ってくるケースが多いです。

私たちは母親支援をさせていただいている団体です。今は、晩婚

化もあって仕事のスキルをしっかり持っている方が、子どもを

産んで家庭に入るというケースが増えてきています。そこでこ

れまでと違うギャップやプレッシャーでストレスが溜まり、仕事

を辞めて子どもと一対一で向き合う時間が増える中、「私って何

のためにいるんだろう」「必要とされているんだろうか」という

悶々とした時間を過ごすことになってしまうことがあります。

それがきっかけで思うように育児が出来なくなってしまうという

方もすごく多いです。

こういったお母さんたちが社会にしっかり参加し、社会にお母さん

達の存在が認められるような場所を作っていく。お母さんたちが

笑顔になると、その先にいる子ども達も母親の背中を見て笑顔

で育っていく、ということを目標に活動をしています。

具体的には地域と母親達、家族をつなぐ目的で、イベント活動や

講座、セミナーの啓発活動をしたり、他には育児情報誌の発行や

地元の企業・商業施設とタイアップしてお母さんたちが活躍でき

る場所を提供する活動をしています。母親たちが出ていける場所

があれば、どんどん出て行ってもらおうというコンセプトなので

幅広く色々取り組んでいます。

母親達だけで「頑張ろうね」
じゃ意味がなかった
活動当初は、スキルや特技を持ったお母さん達にイベントに

出店してもらい、育児をされているお母さんたちが遊びに来て、

そこで癒されて帰ってもらうみたいなことをしていました。最初

は参加した人たちは「楽しかったー!!」ってリフレッシュして帰っ

てくれていたので満足していましたが、結局家に帰って一人になっ

て、そこで「今日は楽しかったけど…」って再び放心状態の時間が

続いてしまったり、そもそも引きこもってしまったお母さん達と

は繋がれない課題がありました。

結局、母親達だけが「自分たちで頑張ろうね!!」だけじゃ全く意

味がなく、周りが子育てに対して理解してくれることが非常に

大事で、今の育児の現状を地域全体でどうやって良くしていく

かを考えられるような時間と場づくりに力を入れています。

山田美和さんは、地域で育児を頑張るママたちを

支えるNPO法人MamaCanの代表。

今回は母親支援の大切さと地域作りについてお聞

きしました。

お母さん達を温かく見守って、
受け入れてあげてほしい
お母さん達には育児を「社会と繋がってない」「ブランク」という

ように思わないで欲しいです。育児をしていても社会と繋がっ

ていますし、むしろ母親が社会を立派に作っているのでどうか

自信をもってほしいと思います。育児していることは、コミュニ

ケーション能力がアップしたり、家事と育児で時間の使い方が

上手くなったり、スキルアップに繋がっています。仕事復帰等の

時期は周りと比べるのではなく、自分と家族のタイミングで。

無理をせず自分自身を大切に生活してもらいたいなというこ

とを伝えたいですね。そのために、とにかく地域全体で子ども

たちを見守ってあげる。そこに一緒にいるお母さん達を温かく

見守って、受け入れてあげてほしいというのが、団体として伝え

たいことですね。

子育てのためにアンテナを立てて、
情報収集を
都心に住んでいると時間のスピードも早いですし、働いている方

も多いですし、そういったあくせくしている中では、なかなか子

育てしづらい環境であるような気がしますよね。でも、それぞれ

の地区では、子どもを増やすために子育てに力を入れる取り組

みをやっていますし、松戸市も緑豊かで子育て環境も良く、

サポートする子育て支援団体も多いので、お母さん達自身が

のびのびと育児ができる環境が整っていると思います。

一人で家事育児を頑張ろうとするのではなく、もっとアンテナを

立てて地域と繋がって、支え合って子育てをしていってほしいで

す。そのための情報収集の場として、NPOの相談やサポートをし

ている松戸市の「まつど市民活動サポートセンター」は有効で、

悩みに合わせた団体に繋げることもできます。そしてMama-

Canも個人とサポート団体や施設がつながっていくことに力を

入れています。

子どもたちが地域で育っていくために、
親もきちんと地域を自分たちの手で作る
子育て支援って言うと子ども支援っていうイメージがあって、

私達が多分地域で初めて母親支援を始めました。今では、

お母さんたちがみんなで協力して育児していこうってコミュニ

ティやサークルを自分たちで作る方たちが増えてきました。

そこでは子どもが安全に遊べている。これはいい傾向だなぁ

と思っています。そういうコミュニティをもっと利用して欲し

いなと思っていますし、そういった中で孤立するお母さんを

地域でサポートできればと思っています。

まずは、お母さんたちがきちんと地域に関心をもって、地域の

中で活かされるようにすることが大切で、そこで人が繋がって

いくことでいろんな人がお母さんをサポートしてくれるような

良い仕組みができればと思います。

子どもたちが地域で育っていくためには、親もきちんと地域

を自分たちの手で作って、意識を持って動かしていくという事

を考えて欲しいですし、子育てにとっても地域づくりは非常に

大事な所じゃないですかね。
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移住者

東葛・湾岸
ゾーン
インタビュー

子育てをテーマに
変わりゆく東葛エリア
県北西部の東 エリアは子育てに力を入れているエリアで、柏、

松戸、流山などそれぞれ地域別にも違いがあります。

たとえば、流山周辺は幼稚園以下のお子さんを持つ若い家族向け、

松戸周辺は共働き世帯向け、柏周辺では教育熱心な家族向け

など住む人々の特徴に合わせた子育て支援が拡充されています。

その中で、「柏の葉サイエンスエデュケーションラボ(KSEL)」は

東京大学柏キャンパスの学生と柏を拠点に、天体観望や昆虫観察、

農作業体験などから理科を学ぶプログラムを開発しています。

特に「理科の修学旅行」という合宿型スタディツアーは人気があり、

都市部の子どもたちを、地方の山間地や県内では勝浦などの

海岸に連れて行き、自然の中に興味関心を見つけ、自然体験の中

で科学を学んでもらう自然体験ツアーです。

子どもの頃の自然体験が
科学研究の原点
実験教室などでは、保護者の方から「どうやったら子どもがお兄

さんお姉さんみたいに科学に関心がある人に成長しますか」と

いう質問をされる事があります。KSELのメンバー内で話し

合ったところ、共通して子どもの頃に何らかの自然体験活動を

していました。例えば学校帰りにオタマジャクシを捕まえたり、

お父さんと山に登ったり。

そもそも自然観察や自然体験は自然科学研究の原点で、自然の

中から興味関心を見出す発想力が大切です。

子どもの頃の自然体験はサイエンティストの育成に繋がります

し、子ども自身の成長にも良い影響があります。

そんなエリアで活動する「柏の葉サイエンスエデュケーショ

ンラボ(KSEL)」会長の羽村太雅さんに、科学や自然と子育

てとの関係性についてお聞きしました。

羽村太雅さん
●連絡先
柏の葉サイエンス
エデュケーションラボ（KSEL）
ksel.sci@gmail.com

柏の葉サイエンス
エデュケーションラボ
のホームページは
右記QRコード
からアクセス ▼ ▼

最新の科学研究に
触れられる地域
KSELは、東京大学の学生が専門分野の自然科学の話を通じて、

柏に住む方々と交流したいという想いから始まりました。この地

域が東京大学・千葉大学など最新の科学研究拠点が集まると

いう特徴を生かし、「都市部でも自然体験を通じて最先端の科学

に触れることができ、子育ても充実している街」として成長でき

るように活動しています。

東 エリアは、柏、松戸、流山など、地域の子育て支援の特徴も

それぞれ異なりますし、子育て支援関係の団体は非常に多いの

で、各地域の子育て支援センターや市役所などに相談しながら、

ご自身に合う地域を選んでみてはいかがでしょうか。

各ホームページは右記のQRコードからアクセス！

https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/
matsudodekosodate/

松戸市 
まつどDE子育て

流山市 
おやこあんしん相談
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/
life/1002359/1002366/1002369.html

柏市
はぐはぐ柏
http://www.city.kashiwa.lg.jp/living/
haguhagu/2100/2301/2302/index.html

地域の子育て情報について
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都内の企業に勤めながら、千葉でテレワーク
千葉に興味を示す人が急増中

テレワークでも十分働ける

仕事の場所は
自分で選べる

！

千葉でテレワーク
しませんか？

千葉県内には、テレワークができるコワーキングスペースも豊富にあります。
ここでは主な施設をご紹介。この機会にぜひ利用してみましょう。

食品メーカー会社の人事部長を勤め

る日野さん。最近は面接などもオン

ラインで行うのが主流なのだとか。

「私も求職者の方も、お互いの家で面

接をするのでリラックスができてけ

っこう本音で物事を話せるのが利点

です」。

休日は千葉県内を満喫
キャンプが好きで、休みの日は千葉

県内のキャンプ場へ出かけているそ

う。また県内にはイベントも多く、近

所のお友達とランニングチームを結

成し、マラソン大会に参加している

のだとか。「千葉は自然豊かで観光地

も近いから週末が楽しいです」。

これまでは職場近くの都心に住む｢職住近接｣が人気でした

が、テレワークが普及したことにより郊外や地方への移住

を検討しはじめている人も増えています。働く場所が自由

になれば、できるだけ快適な環境で生活したいもの。千葉

県は都心に比べると緑が多く静かなので、仕事に集中しや

すい環境が整っています。また、住居費もお手頃。

最適なライフワークバランスの実現のためにも、ひとつの

選択肢として千葉でテレワークを検討してみるのも良いで

しょう。ここでは実際に千葉県でテレワークをする人たち

を紹介します。

CASE1

日野大輔さん

独身時代、都会の街並みに憧れて横浜に住んで
いたという日野さん。その後、結婚し子どもが
生まれたことをきっかけに心境の変化が。
「都会の中ではなく、自然が多い場所で子育て
をしたいと思うようになりました。地方に移れ
ば都内への通勤時間が増えますが、それ以上に
子どもにとって良い環境を優先したかったんで
す」。休日のたびに移住候補地へ赴き、住環境
をチェック。そこで出会えたのが白井市です。
「妻の実家に近いこともさることながら、自然
や教育施設の多さが魅力的で。当時20代半ば
でしたが、思いきってマンションを購入しまし
た」。実際に暮らしてみると、都会では味わえ
なかった温かいご近所付き合いが増え、親子で

友達がたくさんできたそう。また、通勤も苦で
はなかったとか。「都内へ出やすく、混雑しな
いので快適です。最近はコロナの影響で、週に
１日程度出勤し、それ以外はテレワークをして
います。自宅は閑静な場所にあるので、仕事に
集中しやすいです」。通勤時間が減った分、時
間も有効に使え、就業前後には家事をするよう
にもなったそう。「テレワークのおかげで、改
めてこの街の良さを実感しています。都会に比
べてのどかで空気もおいしく、住む人達も優し
い。働く環境が整っていれば、自分の好きな街で
も働けますよ」と、笑顔で語ってくれました。

[出　　身] 宮城県
[家族構成] 4人（夫婦、子ども2人）
[居 住 地] 白井市

▲ ▲ ▲ テレワークのおかげで、改めて自分の街の良さを実感！

千葉県内コワーキングスペース
＼ココも注目！／

モデルハウスを見学
している時の様子。
子ども達も嬉しそう。

CASE2 ▲ ▲ ▲ 職住近接・ワ―ケーション…色んな暮らし方・働き方がある

平井雅史さん
[出　　身] 兵庫県
[家族構成] 5人(夫婦、子ども3人)
[居 住 地] 現在、御宿町に建設中

都内で人事コンサルティングの仕事をしている
平井さん。通勤ストレスがないよう、職場から
近い家を借りる｢職住近接｣型を実践していまし
た。そんな中、転機が訪れたのは2020年の春。
「友達家族に軽井沢の別荘へ招待されたとき、
自然の中で遊ぶ子どもの姿を見て、地方で二拠
点生活を送るのもいいなと思いました。コロナ
で満足に外で遊ばせられないことが苦しいと感
じていたので…」。そこから、夫婦が好きな海
があり、職場へ通いやすくお手頃価格で購入可
能な場所を条件に探したところ御宿町がヒッ
ト！「現在、家を建設中です。平日は都内、休
日は御宿で過ごす予定ですが、テレワークの日
は、御宿でも仕事をするつもりです。ずっと机

にかじりつくより、ふと海を眺めたら良いアイ
ディアが生まれると思うから。将来的に、子ど
もが大きくなったら御宿で暮らすことも考えて
います」と平井さん。その時々の状況や想いに
合わせて、暮らし方・働き方を変えられるとい
うことを教えてくれました。

住民たちはみんな仲
良し。「柏HASH196」
の詳細はHPへ。

内村未来さん
[出　　身] 神奈川県
[家族構成] 1人
[居 住 地] 柏市

CASE3
地方のシェアハウスへ移住している方もいま
す。都内IT会社に勤務する傍ら、学校に行かな
い子どものためのオンラインフリースクールの
担任を務める内村さんもその一人。現在、柏市
にあるシェアハウス「柏HASH196」で暮らし
ています。「様々な世代・国籍・職業、そして
子育て世帯が暮らしています。私自身、子ども
の教育に携わるため、学びを深めるのに良い環
境だと思い選びました」。内村さんの普段の働
き方はテレワークが中心。ハウス内にはワーキ
ングスペースが完備されており、自由に使える
そうです。「テレワークを利用している人はた
くさんいます。仕事の合間には、他の住民と談
笑したり、共用スペースでくつろいだり。

住民同士の交流のおかげで時には仕事のヒント
になることも」。最後に柏市の印象を聞いてみ
ると、「意外に都会です（笑）。買い物やご飯を食
べるのに不自由しません。都心へのアクセスも
良いから、最近では都内勤務の子育て世帯も増
えているそうです。特に若い世代の方にはオスス
メの街かもしれません」と話してくれました。

▲ ▲ ▲ 働き方、住まい方のニューノーマル

南房総
ゾーン

香取・東総
ゾーン

圏央道
ゾーン

空港
ゾーン

東葛・湾岸
ゾーン

館山市 南極スペース
 https://space.aguije.jp/

勝浦市 シェアキャンパス清海学園
 https://www.seikai-gakuen.jp/

南房総市 シラハマ校舎
 https://www.awashirahama.com/nagao/index.html

いすみ市 hinode（旧サンライズガーデン）
 https://hinode-isumi.com/

大多喜町 旧老川小学校
 https://localnippon.muji.com/place/3614 

銚子市 We'll-Beingコワーキングスペース
 https://well-being.homes/item/1

多古町 多古町魅力発信交流館（通称：たこらぼ）
 https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018020700020/

市原市 コワーキングスペース　Co-Saten
 https://co-saten.com/coworking-space

富津市 まるも
 https://marumo.net/coworking/

 イオンモール富津ステーション
 https://www.all-futtsu.com/page-816/

一宮町 SUZUMINE
 https://ichirealize.wixsite.com/suzumine

ご紹介したのは一部です。ほかにもまだまだ県内にはたくさんあります！

佐倉市 佐倉市スマートオフィスプレイス
 「CO-LABO SAKURA」（コラボサクラ）
 https://co-labo.shiteikanri-sakura.jp/

 おもてなしラボ
 http://omotenashilab.com/

八街市 Nuts Up?
 https://blavobill.wixsite.com/nutsup

船橋市 なでしこサロン
 http://www.nadeshiko-saron.com/

 Katanaオフィス船橋
 https://www.katana.bz/office/funabashi/

松戸市 松戸スタートアップオフィス
 https://matsudo-startup.jp/

習志野市 プラッツ習志野
 https://narashino-future.jp/facility_list/future_center.html

柏市 31VENTURES KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）
 https://www.31ventures.jp/ventureoffice/koil/

 Noblesse Oblige
 http://nbob.jp/

鎌ケ谷市 コインスペース　ショッピングプラザ鎌ケ谷店
 https://coinspace.jp/store/?id=19

仕事の場所は自分で選べる!34 35仕事の場所は自分で選べる!



千葉ぐらしメモ帳

理想の暮らしを書きましょう

参加した移住セミナーの感想や情報を書きましょう

優先順位を決めましょう

 　　 月　　  日　　市町村名

メモ

住まい 仕事

環境 休日

1, 6, □ 自然

□ 子育て

□ 医療

□ 交通

□ 住まい

□ 仕事

□ 買い物の便利さ

□ 教育

□ その他

 　　 月　　  日　　市町村名

メモ

実際に見た場所の情報を残しておきましょう

 　　 月　　  日　　市町村名

メモ

 　　 月　　  日　　市町村名

メモ

2, 7,

8,

9,

10,

3,

4,

5,

自由メモ

自由に書こう!36 37自由に書こう!
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