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千葉県の中央に位置する長柄町は、
人口約7,000人の静かな町です。
都心にも内房・外房にも
気軽にアクセスできるため、
最近、注目を集めています。

いちばんの魅力は、
やさしい陽射しと豊かな自然。
木の葉の色、風の音、花の香りなど、
四季の変化を間近に感じられます。
だから、長柄町で暮らす毎日は、
すべて想い出に。

いつの間にか、何気ない日常が
心に刻まれていく、贅沢な里山です。

 おもいで、
まいにち。

PIECE
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 自然の色彩
  NATURE

長柄町の自然には、人をのんびりさせる力があります。鮮や
かな緑、やわらかな風。ちょっと出かけるだけで自然と触
れ合うことができ、時間の流れがゆるやかに感じられます。
春の自然を楽しむなら「長柄ダム」がおすすめ。周りにはソ
メイヨシノをはじめ3,200本の桜が咲き誇り、多くの花見客
でにぎわいます。秋には彼岸花の群生地が赤一色になるなど、

長柄町は四季を通じて自然を楽しめる場所です。町内には
国や県の史跡が点在しているため、自然の風景の中で歴史
にも触れられます。また、関東ふれあいの道の一部でもあ
る「森と森をつなぐみち」「山里のみち」は、県外からの観
光客にも人気。温暖な気候に恵まれるこの地域は、美しい
自然に支えられ、自然とともに歩み続けているまちなのです。
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電車なら、東京駅から最寄りの土気駅・茂原駅
まで約1時間。アクアラインで車を走らせるなら、
東京・横浜から茂原長南ICまで約1時間。つま
り、このまちに暮らすということは、「豊かな自然」
と「都会の利便性」を同時に手に入れるというこ
とです。まさに、長柄町は都会と自然をつなぐ場
所といえるでしょう。さらに2020年春には（仮
称）茂原長柄スマートインターチェンジも設置
予定。東京都心、横浜、成田空港、羽田空港へ
のアクセスがますます快適になります。

都会にも、自然にも、近い。
ふだんの暮らしが、
贅沢に感じるまち。

東京駅から

60
min

約
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千葉

長柄町

東京
60分



　古い布を仕入れてインターネットで海

外 に 向 けて 販 売 する、テキスタイル

ディーラーの仕事を夫婦で始めました。

また、妻が中心となって、仕入れた布で

衣服やバッグなどを作り、商品としても販

売しています。平日、私は社会福 祉 士の仕

事もしていて、船橋まで車で通勤する毎

日です。約1時間の通勤時間を生かして、

リスニングで英語などを勉強して時間を

有効活用しています。長柄町は、都内に行

くにも車で1時間程度ですし、海にも30

分で出られるんですよ。自分の暮らし方に

ちょうど良い距離感だと思っています。

　県外からこの長柄町に引っ越してきま

したので、一般的にいうと移住ということ

になりますが、私たちには移住という概念

はそれほどありません。単純に自然が好

きですし、その中で子育てをしたいという

思いがあって、この地に流れ着いた感覚

です。長柄町には妻の故郷と似ている風

景があったことも影響しています。今は、

この古民家を修繕しながら暮らしている

ところです。ご近 所の 方とも仲 良くな

り、野菜や夕飯を分けてくださるなど、や

さしく接していただいています。また、ギャ

ラリーを開いたりしてクリエイティブなこと

をされている町民の方も多く、モノ作りを

する私たちにも通じ合うものがあり刺激

にもなっています。

　もともと自然の中で暮らしたいとは考

えていましたが、長柄町の自然は思って

いたよりも深かったです。移り住む前には

考えもしなかったイノシシやアライグマな

どの獣もいます。そして虫も多いです。

特 に夏の夜の灯りに集まる虫の数が、

相当多くて驚きました。この自然の深さは、

都心から1時間離れるだけで、こんなに違

うんだと再認識したことのひとつです。

妻は、家の前の道や、農作業をするおじ

いちゃん、おばあちゃんの姿、そんな何気

ない風景が気に入っているようです。これ

からも、里山の手つかずの雰囲気を楽し

みながら、暮らしていこうと思っています。

何気ない風景、手つかずの里山。
自然の深さには、
驚きと楽しみがある。—奥野瑠一さん

瑠一さんが外出するときは、ほとんど車を利用さ
れています。長柄町から東京には、東関東自動車
道や京葉道路が使えるほか、東京湾アクアライン
からもアクセス可能。都心に出やすい利便性の高
い環境です。

［奥野瑠一さん・瞳さん］
瑠一さんは福祉施設でモノ作りを指導、瞳さんは子育ての傍
ら縫製をする毎日。
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東京にも海にも、気軽に行ける。
楽しみによくばりな人も納得の場所。
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 思うままに
 DAILY

どんな場所でも、どんなときでも、自分の思
いのままに行動したいもの。住みやすいまちが、
人と人のつながりを生み、充実した人生へと変
わります。長柄町にはオシャレな雑貨ショップ
なども増えてきました。そこでは、製作者で
ある若いアーティストが思いを発信し自由に暮
らしています。しかし若い人だけではなく、お年
寄りも、心豊かに生き生きと暮らせるような環
境も重要です。長柄町では介護サービスや介
護予防に積極的に取り組み、保健・医療体制
も充実させてきました。また、「生涯活躍のま
ちづくり」を推進し、年齢を重ねてもずっと活
躍できる環境を提供します。町民みんなが思
うままに暮らす毎日が、長柄町の未来につな
がっていくのです。
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40歳からの健康づくりは、
ポイント制度で、楽しみながら。

健康ポイント取得者

369
人

10歳未満 359人
10～19歳 494人

20～29歳 497人

30～39歳 590人

40～49歳 861人

50～59歳 925人

60～69歳 1,426人

70～79歳 1,079人

80～89歳 665人
90歳以上 182人

長柄町年齢別人口

7,078人
2019年1月

健康ポイントとは、毎日の歩数や各種教室への参加でポイントを集め、商品
券と交換することができる施策です。楽しみながら健康づくりをすることで、
介護予防や生きがいづくりにもつながります。また、介護予防に参加してい
る方や、サポーターの方にも、健康ポイント制度を実施。どの年代も健やか
に暮らしてほしいと願う長柄町の思いです。
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54サークルに、
のべ698人が参加。
町民みんなが青春時代。

夢中になる
FUN

町内に

54
サークル長柄町は、一年を通してさまざまなイ

ベントが行われるまち。新春の梅まつり、
お囃子で盛り上がる夏まつり、長柄農
林商工まつり、1958年から実施されて
いる長柄町一周駅伝など、さまざまな
場所に笑顔が広がります。小さな子ど
もから大人まで、楽しみ方は人それぞ
れですが、町民みんなが夢中になって
時を過ごせる。そんな魅力が長柄町に
はあふれています。スペインの強豪チー
ム、レアル・マドリードによるサッカー
教室では、未 来のJリーガーが真 剣に
練習をする姿も。広大な自然はもちろん、
クマの森ミュージアム、キャンプ場など
のレジャー施設も充実している長柄町
は、まち全体が楽しめるエリアです。

長柄町では、体を動かす、頭を使う、大
勢で楽しむなどのさまざまなタイプの
サークルを展開しています。大人向け
サークルを中心に、小学生や親子も気
軽に参加できるサークルも活動中で、
その数は合わせて54。幅広い年齢層
の多くの町民が楽しんでいます。

一般成人向け　

小学生から参加可能

幼児・小学生向け
対象年齢別サークル数

42

8
4
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　勤務する千葉大学の仕事で長柄町の

CCRCを担当することになり、何度か訪

れているうちに、移り住むことを決意しま

した。CCRCとは、都会の元気な高齢者

の方々に地方に移り住んでいただき、健

康でアクティブに暮らしていただくまちづく

りのことです。これを目標に置き、現在、タ

ウンアドバイザーとして長柄町役場の若

い職員のみなさんに、町の課題解決に向

けてのワークショップを行っています。最

終的には、自分たちで施策を考案しても

らい、町長へ提案する予定です。長柄町

は、人口約7,000人、役場職員も100人

程度と小規模で、住民と職員の距離が

近いという特徴があります。そのため、住

民が困っていることや役場がやるべきこ

とを把握しやすいのです。そこにはさまざ

まな気づきがあり、自分も勉強になります。

そういうところが面白い部分でもあり、仕

事のやりがいでもあります。

　長柄町は二地域居住の方、特に東京

に住みながら長柄町にも住む方が多くい

らっしゃいます。都心から長柄町という距

離は、遠すぎず近すぎずほどよい距離で

あることもその要因と考えられます。長柄

町は、あまり知られていない町ですが、移

住した人の中には、この誰も知らない町、

残されている町の感じを気に入って移住

する方も多いですね。移住はハードルが

高いと感じる方は、いきなり移住でなくて

も、住民や町との関係性を深めてから移

住するのも良いのではないでしょうか。

　私にとって長柄町は、普段の生活の中

で趣味のドライブが楽しめるのも魅力の

ひとつです。職場に行くにも、ちょっと出掛

けたりするときにも、必ず車を利用してい

ます。長柄町からショッピングエリアまで

車で15分くらいで、便利にアクセスできま

す。道の駅もよく利用しますし、こだわりの

カフェやショップなどにも週末に訪れたり

と、楽しく暮らしています。

暮らしも、仕事も、自然も。
楽しみながら、すべてと真剣に向き合える。—田島翔太さん

V
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 II 田島さんは、自然に囲まれた毎日を送り、お仕事へは車で出勤。ドライブ
がお好きということもあって、移動中も周りの風景を楽しんでいらっしゃ
います。長柄町には、自然だけではなく、さまざまなスポーツ施設やカフェ、
ギャラリーなども充実。どこへ行くにも自然の中を移動することになり、毎
日を贅沢に過ごすことができます。

［田島翔太さん］
千葉大学工学研究院 特任助教・博士。長柄町のタウンアドバイザーとしてご自身も楽しみ
ながら、役場の職員とともに良い町づくりに取り組んでいます。

自然、温泉、ゴルフ場、ギャラリー、ショップ…
長柄町には、楽しめるスポットが豊富。
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のんびりとしたまちですが、
待つことはありません。
ながらこども園は、待機児童ゼロ。

思い描く
 FUTURE

待機児童

0ゼロ

長柄町の自然の中で、子どもたちが伸び伸びと育ち豊か
な人生が送れるよう、子育てや教育に対する支援をする。
これは、次世代への責任ともいえる大切なこと。長柄町
では、妊娠中から出産後のサポート、予防接種・各種助
成など、各関係機関と連携して町民をバックアップしてい
ます。幼保連携型認定こども園「長柄町立ながらこども
園」では、2018年夏から送迎バスの運行を開始し利便性
も上がりました。小・中学校では、通学路の危険箇所を
点検して安全対策を実施するなど、登下校時の安全確保
に取り組んでいます。また、歴史や文化を学ぶ生涯学習
講座も充実。誰もが学習できる体制を整えています。

長柄町には都市部で見られる入所待ちがありません。ながらこども園では、ここ数
年間0〜5歳まで毎年130人前後が在籍し、待機児童0人を続けてきました。最近
では、保護者の要望に応えて保育時間を延長したほか、運動能力アップや英語教
育といった取り組みを積極的に行っています。
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　私の勤務する消防署は、1日おきに休

みがあります。そのため、毎年、子どもたち

が夏休みになると、リソル生命の森(ふる

里村)のラク・レマンプールや都市農村交

流センターの流れるプールに一緒に泳ぎ

に行くことが多いですね。ラク・レマンプー

ルの隣には、旧スイス大使館の建物を使

用した翠州亭という和食処があり、そこ

で食事することもあります。また、都市農

村交流センターにはプールのほかにも、

昆虫ドームやコテージが併設されていて、

バーベキューも楽しめるなど、長柄町には

子どもたちが自然と触れ合えるスポットが

豊富です。

　子育てで気になるのが医療費です。長

柄町の医療助成は、以前は中学まででし

たが、少し前に高校卒業の年まで延長に

なるなど、最近、充実してきた印象があり

ます。予防接種の費用助成も、注射の種

類も増えましたし、小さなお子さんがいる

家庭も助かるのではないでしょうか。

　我が家の下の子たちは、こども園と小

学校に通っています。お友達と楽しく学び、

仲良く過ごしているようです。長女は下の

子たちと年が少し離れていることもあっ

て、面倒を見てくれて助かっています。3

人の子どもを育てるのはいろいろと気苦

労が多いのですが、みんなでにぎやかに

楽しく暮らしています。長柄町の自然の中

で、明るくてやさしい大人になってほしい

と願っています。あと10年くらいは子育て

でバタバタしていることでしょう。いずれ将

来的には、畑で野菜などを作って、ちょっ

とした自給自足の生活をしたいですね。

美しい自然に囲まれた環境の中で、
明るくやさしい心を持った人間に育ってほしい。—齋藤大介さん

19 SHINANO STYLE

大介さんは生まれたときから長柄町
暮らし。美里さんはお隣の長南町の
ご出身で、長柄町と雰囲気が似てい
るそうです。お子さまたちにも自然の
中で伸び伸びと育ってほしいとの思
いから、長柄町にお住まいになってい
ます。長柄町には、子育てスタート支
援金を支給するほか、子どもにもイン
フルエンザ予防接種の助成を行うな
ど、町民をサポートする制度が充実し
ています。

［齋藤大介さん・美里さん］
大介さんは消防署に勤務、美里さんは医療事
務。お仕事と子育てと両立させています。

自然の力を借りて子育て。
この地に暮らす家族だから
できること。

V
O
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体験する
 EXPERIENCE

参加人数  延べ

6,000
人

自然に囲まれたまちだから、
1年中、収穫体験。
町内には18のグリーンツーリズム体験スポットが点在
しています。年間を通して必ずどこかのスポットで体験
が行われ、これまでの参加者は、延べ6,000人を超え
ました。体験スポットのひとつ「太巻き花寿司」は、この
地域に昔から伝わる、お客さまへのご馳走です。このよ
うな食文化を後生に伝えるという観点や、長柄町の良
さを知ってもらうためにも、グリーンツーリズムを今後も
続けていきます。

◦ぶどう狩り		 ◦ネギ作り・収穫
◦いちご狩り	 ◦さつま芋掘り
◦ブルーベリー摘み	 ◦太巻き花寿司
◦竹の子掘り	 ◦栗拾い
◦落花生掘り	 ◦イチジクの収穫
◦レンコン掘り	 ◦押し花・リース作り
◦自然薯掘り	 ◦木彫りのクマ作り
◦田植え・稲刈り	 ◦陶芸教室
◦味噌造り・餅つき・パン・お菓子・クッキー
◦薔薇の年間頒布とブーケ作り・接木

長柄町では豊かな自然を生かし
たグリーンツーリズムを提供して
いて、町全体で18種の体験が可
能。いちご狩りや田植え、さつま
芋掘りなどの農 業体験と、味噌
づくりや陶芸教室などの加工・自
然体験があり、どちらも間近で農
と食に触れられます。美しい水と
肥沃な土地から生まれた農作物
を、自分でもぎ取って食べる体験
は、ずっと心に残るのではないで
しょうか。実りへの感謝、収穫の
よろこび、味覚の楽しみを感じて、
自然の素晴らしさを再認識する。
これがグリーンツーリズムの魅力
です。
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　約20年前、70歳でイチジク栽培を始

めました。遅いスタートでしたが、今では

商品として出荷するほかにも、茂原市の

喫茶店や東京・自由が丘のケーキショッ

プなどに直接納品しています。長柄町で

作られたイチジクが町を出て、いくつかの

お店で使われていることは私の誇りです。

　栽培を始めた当初から今まで続けて

いるのが収穫体験です。これには理由が

あります。もぎたてのおいしいイチジクを

お客さんに食べてもらいたい、よころんで

もらいたいという思いがあったからです。

収穫体験は、長柄町が推進するグリーン

ツーリズムのひとつにもあげられていて、

少年自然の家などから子どもたちが来て

くれます。中には、小学生たちが書いたお

礼の作文を、本のように綴じて送ってくだ

さる学校もありました。おいしかった、楽

しかったなど、子どもたちの感想が書か

れていて、うれしく感じると同時に記念に

もなりますので大切に保管しています。

　イチジクは豆粒くらいの実がついてか

らは日に日に育ちます。1週間、10日、20

日と、どんどん実が大きくなっていく様子

を見るのは楽しいものです。盆栽の世話

をする感覚と似ているかもしれません。で

すから、イチジク栽培を始めた人は、放っ

ておけなくなって畑に毎日通うようになり

ますよ。手間をかけてかわいがれば、おい

しい実になって応えてくれるところが、イ

チジク栽培の魅力のひとつです。私の農

園では、使用する有機肥料の半分程度

は自分で作っています。良い味を出すた

めに、落ち葉や灰などのさまざまな肥料

を試してきました。

　イチジク栽培の良い点は、手でもぎ取

る収穫方法なので、農作機械などが不要

ということ。また、始めて2年目で実がつき

ます。実がなるまでに数年かかる果物の

ことを考えると、イチジクは気軽に始めら

れるといえると思います。もし、イチジク栽

培を始めたいという方がいらっしゃれば、

私のこれまでのノウハウをすべて教えるつ

もりです。この長柄町にイチジク畑がもっ

と広がるとうれしいですね。

イチジクは、もぎたてがいちばん。
そのおいしさを味わってほしくて収穫体験を続けています。
—  風戸榮雄さん

イチジク農家の風戸
さんは、収穫体験や
農作業お手伝い体験
などのグリーンツーリ
ズムを行っています。
収穫体験には、一日
30〜 40人、年 間 で
1,000人の体験者が
やって来るそうです。
初めて口にした子ども
でも、食べられなかっ
た子はいなくて一安
心したとおっしゃって
いました。

［風戸榮雄さん・しげ子さん］
長柄町生まれ長柄町育ち。
奥様は茂原市のご出身。
毎年、ご夫婦と5人のパート
さんとで作業にあたります。

長柄町は、豊かな
土地を生かして、
グリーンツーリズ
ムを推進してい
ます。

V
O

IC
E

 IV
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分かち合う
 SHARE

自然に囲まれた長柄町は農業が盛んで、おいしい農産物
がたくさん育てられています。お米をはじめ、ネギ、自然薯、
レンコンなど、自慢の味が豊富です。収穫された農作物
の一部は、道の駅ながらに持ち込まれて直売されます。
この収穫したばかりの自然の恵みを求めて、県外からも
お客さまが訪れるほどです。みんなに愛されるおいしさ
のためには、自然を守ることが必須です。長柄町は、町
民と自然の末長い共生を目指し、環境にやさしいまちづく
りを行っています。
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特産品

14
自然からもらった分け前を、
みんなで分かち合う。
長柄米や椎茸などの農産物と、ながら味噌
やジャムなどの特産品が、全部で14品目。自
然から生まれるふる里の味も地元の食材を
使用した品々も、昔から多くの人々に愛され
てきました。農作物という自然からの分け前
を、大勢の方と分かち合う。そんな思いやり
の心、みんなで暮らす気持ちを忘れずに、美
しい自然のもとでおいしい農作物と特産品
をつくり続けます。

品目

主な特産品（2011年度）

米

タケノコ

シイタケ・
マイタケ

2,340t

58.3t

52.5t

（出所：農林水産省 作物統計、千葉県特用林産物統計）
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発刊に寄せて　一人ひとりが主役の「長
ま

柄
ち

」づくり
　千葉県の「ど真ん中」に位置する長柄町はアクセスも良く、都市と田舎の２つの生活を満喫で
きる町です。２０２０年春に圏央道、（仮称）茂原長柄スマートインターチェンジが供用されると、
より本町の強みが増してまいります。
　現在、長柄町は「長柄町版大学連携型生涯活躍のまち構想」により、本町への人の流れを促し、
生きがいを持って永く安心して生き生きと暮らせる、一人ひとりが主役の「長柄」を目指しています。
　今回の町勢要覧は、長柄町に暮らす人々、町づくりに取り組む本町の「現

い
在
ま

」を切り取ってみ
ました。ぜひ本誌を片手に長柄町へお越しいただき、すぐそこにある里山や田園風景、町の人々
との触れ合いを楽しみ、新たな長柄町の魅力を発見していただければ幸いです。

長柄町長　清田勝利
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西暦
（年)

農家戸数
  （戸）

農業従事者数
 （人）

販売農家経営耕地面積（㎡） 林野率（％） 販売規模別農家数（万円）
田 畑 その他 300未満 300〜1000 1000〜

2000 755 1,959 4,414,600 978,700 117,400 47.20 496 17 14 
2005 700 1,335 3,532,900 680,000 83,600 47.20 402 22 8 
2010 648 1,121 3,278,100 778,900 69,000 45.02 322 16 8 
2015 586 820 2,860,200 560,800 61,100 47.82 285 19 8 

西暦
（年)

計 
 （人）

人口（人） 世帯数
  （戸）

１世帯あたり
人口（人）

人口動態（自然・社会）（人） 差引増減
 （人）男 女 出生 死亡 転入 転出

2004 8,579 4,287 4,292 2,702 3.18 38 86 229 267 −86
2008 8,283 4,127 4,156 2,860 2.90 34 111 247 296 −126
2013 7,735 3,862 3,873 2,928 2.64 40 111 182 258 −147
2015 7,427 3,733 3,694 2,923 2.54 32 123 228 224 −87
2017 7,185 3,611 3,574 2,936 2.44 29 101 232 227 −67
2018 7,120 3,598 3,522 2,959 2.41 - - - - -

西暦
（年) 田 畑 宅地 山林・原野・牧場 雑種地（ゴルフ場） その他

2008 7,250,665 4,865,983 2,534,823 16,783,511 2,522,251 13,242,767 
2010 7,234,457 4,811,917 2,575,616 16,834,447 2,522,248 13,221,315 
2015 7,189,168 4,779,125 2,661,973 16,709,396 2,238,611 13,531,727 
2018 7,186,735 4,634,718 2,717,769 17,258,872 2,361,646 12,950,260 

区分 医療機関数 介護事業所数

病院
診療所

調剤
薬局

訪問
介護

通所
介護

デイ
ケア

特養
ホーム西暦

（年)
うち
歯科

2017 2 4 1 3 2 1 1 1

区分 長柄中学校 長柄小学校 日吉小学校 ながらこども園
生徒数

学級数 職員数
生徒数

学級数 職員数
生徒数

学級数 職員数
園児数

定員 職員数西暦
（年) 男 女 男 女 男 女 男 女

2013 83 88 8 22 81 86 9 21 65 62 7 16 86 66 185 26
2015 81 92 8 23 71 71 9 16 65 51 7 14 84 59 185 28
2017 71 60 8 23 73 65 8 15 63 53 7 16 73 53 185 30
2018 63 58 8 23 71 65 8 16 60 60 7 16 55 36 185 32

農業指標 土地面積指標

教育機関の状況 医療介護の状況人口指標

町税
1,268,373

［31.2％］

歳入総額
4,068,401

（単位：千円）

歳出総額
3,865,180

（単位：千円）

地方交付税
912,011

［22.4％］

国庫支出金
225,211

［5.5％］

県支出金
290,340

［7.1％］

繰越金
168,255

［4.1％］

町債
243,793

［6.0％］

その他
960,418

［23.7％］

その他
453,833

［11.7％］
総務費
759,783

［19.7％］

民生費
884,285

［22.9％］

衛生費
363,503

［9.4％］
農林水産業費
146,903

［3.8％］

土木費
499,257

［12.9％］消防費
147,709

［3.8％］

教育費
308,074

［8.0％］

公債費
301,833

［7.8％］

地方譲与税  60,278
利子割交付金  1,145
配当割交付金  4,394
株式等譲渡所得割交付金  5,113
地方消費税交付金 133,288
ゴルフ場利用税交付金  58,852
自動車取得税交付金  24,040
地方特例交付金等  1,206
交通安全対策特別交付金  1,897
分担金及び負担金  28,717
使用料及び手数料  63,633
財産収入  12,224
寄付金 （ふるさと納税等）  59,331
繰入金 426,399
諸収入  79,901

議会費 77,060
商工費 23,235
災害復旧費 12,739
諸支出金 340,799
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（千万円）（事業所数）

工業 事業所数 商業 事業所数

工業 製造品出荷額等 商業 商品販売額

平成29年度一般会計決算　歳入/歳出内訳 商工業指標

（出所：企画財政課）

https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/2/2234.html

そのほかの町の資料については、長柄町
のホームページでご確認いただけます。

（出所：農林業センサス） （単位:㎡）（出所：税務住民課）

（出所：千葉県統計年鑑ほか）（単位:人）（出所：学校基本調査）

（出所：工業統計調査・商業統計調査）

（出所：住民基本台帳　人口および世帯数は各年度4月1日時点）


