
豊和のあゆみを雛形に



地域で近い将来 
心配 
！？



買い物 
移動 

耕作放棄される農地 
荒れる里山 

広がる薮や竹林



買い物 
移動 

の解決へ投資せずに



リニア新幹線に9.6兆円！

人口が急激に減ってゆくというのに 
東京ー大阪に 

新幹線と並行して,,,



気候変動！ 
温暖化！ 
災害！



石油？ 
石炭？ 

天然ガス？ 
原子力？



経済成長ない時代、 

税金・国・役所に完全依存できる社会は過去のもの 

自分たちでできることをしてゆく



石油による戦争から



太陽による平和へ





野菜やお米 
電気 

地域課題の解決

太陽光 

↓



ソーラー発電の売電収入の一部を 

地域課題の解決に使う 

決まりにしている

年間 350  ~ 550 万円 



ソーラーシェアリング

飯塚・大寺・内山を含む 
豊和エリア











•お米と大豆の自給　 

•畑の紹介　 

•移住斡旋 

•ナリワイ作り／仕事の紹介 

•コミュニティー作り



My 田んぼ 













越智　雅紀さん ご一家
お　ち まさ のり

空き家を探しています !
SOSA Project からのお知らせ

携　帯：
メール：ka51600891@icloud.com
担　当：青山

■ホームページは　「SOSA　PROJECT」　で
　検索をお願いします

豊和に移住した方々を紹介する「移住者紹介!」。
今回は内山在住の越智さん家族です。
　　　　　　　　　　●
　２０１ 5 年に奥様と１歳の長男の３人で移
住。その前は東京近郊で介護士をしながら暮ら
していたとのことですが、子どもが生まれたの
を機に自然の豊かな環境の良い土地で子育てし
たいと考えて移住を決断。候補地を探していろ
いろな場所に下見に行った中で、豊かな里山の
雰囲気の豊和に惹かれて引っ越しを決めたと
のことでした。
　親戚がいるわけでもなく、本当に初めての土
地だったので当初はとくに奥さんの方が不安が
大きかったようですが、「親切な地元の方々の
協力で住まいもお借りすることができ、豊和の
地元の方々には私たち移住者にもとても好意
的で温かく迎え入れていただきました。」と話
してくれました。
　　　　　　　　　　●
　豊和には、越智さん家族の後からも新しい移
住者の人たちはどんどんやってきて、とても賑
やかになっています。越智さん家族はいわばそ
の「先駆者」です。
　　　　　　　　　　●
　平飼の鶏の卵と有機野菜を栽培して販売する

　SOSA プロジェクトは、都会から匝瑳へ移住
したい人のサポートもしています。私達は移
住希望者が住むための空き家を探しています。
空き家の情報があれば教えてください。空き
家の片付け・修繕は移住希望者で行います。
家の中に物が残っていても大丈夫です。
　これからも活き活きとした町であり続ける
為に、匝瑳で新しい生活を送る夢を持つ若者
やご家族を応援してください。

移
住 者 紹 介

!
内山地区

連絡先

のが越智家の生業。この地域の方々が主なお客
様とのことです。現在は次男も生まれ、子育て
に忙しそうですが、「子供たちは周りの方々に
可愛がられて、おかげさまで人見知りもまった
くなし！」と喜んでいました。「道ですれちが
う見知らぬ人にもまったく物怖じせず話しかけ
ていくので、見ている親の方がハラハラしてし
まうぐらい」と嬉しそうに話してくれました。
　　　　　　　　　　●　
　「緑豊かなここ豊和の地でのびのびと子育て
ができることに日々感謝しています。」と、豊
和にもすっかり馴染み、嬉しそうでした。

090-4476-5180

「おっちー」
と呼んでください !



〈連絡先：事務局〉　千葉県匝瑳市飯塚 1037-1　TEL：070-8492-3512
メール：contact@toyowa-village.org　ホームページ：https://www.toyowa-village.org/
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豊和にかよってきた人

平井 朗さん
ひ　ら　い あきら

平井 有希子さん
ひ　ら　い ゆ　　き　　こ

●匝瑳市内へ移住を決めたことについて
　まだ東京でも働く二拠点ですが、現在こちらで暮
らす家が見つけられたことが大きな決め手だったと
思います。果樹一杯のお庭もさることながら、裏山
の畑からの田園の眺めが気に入りました。
　これから、さらにこちらでの暮らしを充実させる
べく、家や環境に手を入れ、またご近所さん、移住
者の皆さんのコミュニティともお付き合いを深めて
いくことを楽しみにしています。

●これからやってみたいこと
　裏山の畑が未だ手つかずなので、これから冬の
間に上がるための道（階段）を整備、眺めを遮り
始めた竹の伐採、等々を行い、まずは自家製味噌
原料としての大豆の栽培からか。この畑から遠く
を眺めながらビールも飲みたいし。
　後は、リモートワークのためのネット環境を整
備し、当地で過ごす時間をより長く快適にしたい
と考えています。

●プロフィール
平井　朗 : 兵庫県出身　ドキュメンタリー制作、国際協力専門家を経て、
立教大学で教えていた頃、髙坂さんが営んでいた池袋のオーガニックバー
で彼と意気投合し呑んだくれていた、脱開発主義をめざす平和学研究者。
　息子が髙坂さんに張り付いて実習？させて頂いたのを期に、自分らも
My 田んぼ 2021 を開始。その勢いで半農半 X をめざしつつスバルサン
バーを駆る、まだ二拠点の軟弱者。
平井　有希子 : 東京都足立区生まれ。若い時は海外、都会志向だったが、
子どもが生まれてから、食べ物、環境に関心が向き、いつか田んぼをやっ
てみたいと思う。銀行に勤めながら社労士資格を取り、独立。息子が大
学夏休みに髙坂さん宅でお世話になったご縁で、My田んぼ2021に参加。
　これから過ごす時間を大切にしたいという思いで、「半農半 X」にライ
フシフト。

2021年からSosa Project の田んぼ体験を経て、現在東京都足立区と
飯塚の間で２拠点移住ををされている平井 朗さんと平井 有希子さんに伺いました。

●豊和に来たきっかけは？
　直接的には上記のようなわけですが、自分らで作っ
た米の美味しさ、大豆が豊かに殖えることに感動し
て、これからも「やるしかない」と思ったことでしょ
う。

●豊和に来た時の印象は？
　虫や鳥の声が身近、空が広いと感じました。

●２０２２年の田んぼはいかがでしたか？
　My田んぼの倍なので田植え、草取りは大変でした。
オダ掛けした量は豊作っぽいですが、二番穂も多く
脱穀するとどうでしょうか。来年は正条植えをきっ
ちりやって田車を導入したいと考えています。

●豊和にかよって、良かったことや
　自分自身に気づいたことはありますか？
　田植え後のひよひよ、緑のじゅうたん、稲刈り前
の金色の稲穂、どれも本当に心を癒してくれます。
肉体労働はきついこともありますが、都会でコン
ピュータに向かう労働とは全く違う充実感。何といっ
ても終った後のビールが美味い！また、大家さんや
ご近所の方々に本当に良くして頂いて、来る前は少
し不安だった世間の狭さが、地域の助け合いの中に
解消されているのが感謝と喜びです。

Vol.3

庭の植物の手入れ法が分からないので
教えてください！





内山隼人 
（ダンスユニット：「WORLD ORDER」）













農水省が中心に 
他省庁と連携する政策

村つくり協議会



人口の１％が農山漁村に行けば 
さまざまな大きな社会の問題の全てが解決してゆく 

都市人口3,500万人 
東京1,300万人



•移住斡旋と支援 

•子どもへの支援 

•耕作放棄地の解消 

•地域の環境保全活動

•不法投棄地の回復 

•買い物支援 

•移動課題の解決 

•起業への少額助成 

•災害停電時の対応
地域活性化













「とくし丸」システムの導入で 
買い物困難や一人暮らし年配者 

不安解決



匝瑳のソーラーシェアリングは 
日本とアジアの先頭を走る







世界中・日本中から視察 

 など企業たちとも提携 

農水省や環境省が度々視察に来て日本の政策に反映







小規模 
自律 
分散



F E C 自給圏
FOOD  ENERGY  CARE

食べ物・エネルギー・福祉の地域自給



地域
課題
解決
へ


お金
をめ
ぐらせ

る



匝瑳モデル



経済成長しない 

人口減少の時代





経済縮小

人口減少

一人当たりの豊さは上がる



仕事や役割が生まれる



１００人の野球部 
と 

９人の野球部 
の違いは？



人口減少時代 
＝ 

一人何役も演じる時代



みんな　誰もが　主役 
この世の中に必要な人





「参加」



担い手は

気づいた人から



「他人ごと」 
から 

「自分ごと」 
へ



今は移行期的混乱 

数十年のスパンを経ながら 
グローバル化の先の 

ローカル化が始まっている　 

一人一人が価値観を変えて 
小さな地域で活動することが 
新しい時代を創ってゆく



みなさんも 
「ご参加」 
ください



豊和のあゆみを雛形に



https://www.youtube.com/watch?v=jPxbGNumn1w 

ソーラーシェアリング収穫祭  

https://www.youtube.com/watch?v=EPoAENHVf9E 

https://www.youtube.com/watch?v=jPxbGNumn1w
https://www.youtube.com/watch?v=EPoAENHVf9E

