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いすみライフスタイル研究所の活動

NPO法人 いすみライフスタイル研究所



●誕生 2005年12月5日
（夷隅町・大原町・岬町が合併）

●人口 40,098人 世帯数 16,880
●面積 157.5平方キロメートル

●おもな生産物

米、野菜、畜産、
イセエビ（水揚げ量日本一）、タコ

●気候 暖流の影響で年間を通して温暖。
降雪はまれ。

●キーワード

太東ビーチ サーフィン
太東崎燈台 万木城 大原漁港

夷隅川 釣 いすみ米 岬梨

ヨウ素 波の伊八 行元寺
大原はだか祭 清水寺

いすみ鉄道
南限と北限（白鳥飛来地＆ウミガメ産卵地）

<電車>

東京駅から大原駅まで

特急で１時間１０分
上総一ノ宮駅を利用する人も多い。
<車>

東京駅八重洲口から

圏央道市原鶴舞ＩＣまで

（アクアライン経由）60分

いすみ市は
ここ

東京

千葉県いすみ市について
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NPO法人いすみライフスタイル研究所生い立ち

２００５年（平成1７年）12月1日 いすみ市誕生 房総の東南

いすみ市

２００６年（平成18年度）

「いすみ市を考える勉強会」実施

２００７年（平成19年度）

「いすみ市まちづくり推進協議会」設立

２００８年（平成20年度）

「NPO法人いすみライフスタイル研究所」設立
いすみ市役所岬庁舎のレンタルオフィス開設

２０１０年-２０１１年（平成22年度・23年度）

「NPO法人いすみライフスタイル研究所」事務局設置
ふるさと雇用再生特別基金を活用し、女性スタッフ3名（全員移住者）が勤務。

商工会青年部を中心とする

地域の若者が集まる

いすみ市に担当窓口設置
「地域プロモーション室」

官民協働による

移住・ 定住施策を実施

2

２０１２年（平成24年度）～

いすみ田舎暮らし情報発信事業（いすみ市委託事業）を受託し、
スタッフ2名が当番で勤務。

２０１５年（平成2７年度）～

事務所移転、「房総・いすみ田舎暮らし情報センター」開設



NPO法人いすみライフスタイル研究所について （2014年1月現在）

高木繁昌
映像作家

Ｉターン

今関茂行
いまぜき看板

理事長 副理事長
Uターン

栗林正明
クリバヤシ印刷

橋本安史
（有）岬石油・

ﾜｲﾙﾄﾞｷｯｽﾞｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場

監事 Uターン

石崎正之
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
上総夷隅店

理事

奥村雄司
（有）いたみや

Uターン

髙原和江
シニア野菜ソムリエ

Uターン

君塚正芳
（有）キミヅカ

Uターン

スタッフ

Uターン

魚地展弘
（有）魚地建設

江崎 亮
（有）イープロ（e-pro）

地元Ｉターン Uターン

太田雅彦
太田保険事務所

特任研究員

藤江信一郎

地元

３

Uターン

顧問

その他、都内在住
山本精一
原尚美

岡田美保 鶴渕修子

田中藍子

Ｉターン

菊地明子

Ｉターン

宇井里実 徳久なおみ

Ｉターン

鶴渕真一

ＩターンＩターン

Uターン Uターン

当NPO
キャラクター



① 房総・いすみ田舎ぐらし情報センター窓口開設

② WEBサイト『isumi-style.com』を活用した情報発信

③ 空き施設の活用

④ 移住・定住促進ツアー・イベントの企画

⑤ 市内外での情報発信

⑥ 中間支援

⑦ 研修受入れ・講演

⑧ ドラマ撮影協力・取材対応

⑨ 映像・コンテンツ制作

⑩ 魅力あるつくり手の発掘・支援

NPO法人いすみライフスタイル研究所について

4



NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について①

房総・いすみ地域 田舎暮らし情報センター
窓口の開設
水～土曜日：9：00～17：00
（日・月・火・祝祭日はお休み）

情報コーナーの設置

お仕事情報・
不動産情報なども

提供しています。

市外からのお問合せ・ご相談 月平均約５０件

市内からの問合せ・情報提供 月平均約100件

「地域情報・生活環境を教えてほしい」「お仕事・不動産情報が
知りたい」「地域のルールや行事について知りたい」など。

「イベントのちらしをもってきました。」「草刈りをしてくれる人を
探している」「野菜がたくさんできたので差し上げます。」など。

事務所を、長者商店街にある空き店舗に移転
商店街の方などお立ち寄りいただく方も増えました。

５



移住前のフォローだけではなく、
移住後も様々な相談に対応。
「移住」から「定住」のサポートも

行い、よろず相談所となっています。

NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について ①

利用者の声

2010年移住。家族（40代）
「移住前に地域のことなど聞きに相談におじゃま
しました。移住後は、イベント情報やちょっとした
相談ごとなどを聞きに立ち寄っています。
『いラ研』という共通項から知人も増えてきてい
ます。

６

2014年移住。家族（40代）
「いすみ市内で1週間滞在する機会があり、事前
の情報収集におじゃましました。地域ごとの特徴
や学区のことを丁寧に教えてくれたのが印象的
でした。移住後もイベント情報を教えてもらったり、
友人を紹介してもらったりしています。

2014年移住。夫婦（30代）
「移住前にネットを使える環境はないかと尋ねる
ためにおじゃましたことをきっかけに、先輩移住
者との交流も増え、手頃な住まいも見つかったこ
とから移住しました。



NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について②

●情報発信：WEBサイト『Isumi-style.com』
「いいね！」

1404
「フォロワー」

１０８８

毎月1日に
メールマガジン

「isumi-style.通信」を
配信

登録者数 4５０名

HP来訪者数

約900人/1日

（201５年10月末現在）

伝えたい情報を、ユーザー目線で、
柔軟にトップページのレイアウトを変更

英語版サイト
も新設

７



NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について ③

●空き施設の活用

千町保育所跡地2011年3月末、統廃合により閉鎖

「いすみライフマーケットin ちまち」開催
「いすみであれこれむすばれる」をテーマに毎月第２日曜日に開催。

協力：いすみ未来のふるさと協議会／夷隅きゃらぶき普及会

当NPO事務所も空き店舗を活用中

毎月約20店舗出店

来場者数200～400人

季節のイベント多数開催中

太巻き寿司づくり体験なども

施設活用事例として
見学・視察も行ってい
ます。
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NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について ④

・古民家ライフスタイル見学ツアー

従来の観光地を巡るツアーではなく、
日常の暮らしぶりや

ライフスタイルを知るツアーを実施

・食と農と自然の暮らし体感ツアー
など多数開催

・酒蔵＆チーズ工房見学ツアー

・ドラマロケ地を巡る旅

古民家で暮らしている人のお
宅を訪問。空き家も見学した。

●移住定住促進・
田舎暮らし体感ツアー企画・運営

定員15名程度 参加者20代～70代
県内や関東近郊からご参加

●農業体験イベント企画・運営

９

・手打ちそばひらが そばの種蒔き、収穫、そば打ち体験

・手前味噌を作ろうの会 など開催

・漁師工房「拓」 お肴さばき方道場！
農業体験を通し、

いすみの魅力を知るきっかけを提供。
地元の人と協働で開催。

・房総いすみで農コン！

・房総いすみで牧場婚活

・謎解きトレッキング＆
食用菜花摘み♪

など開催

婚活イベントも開催

男女の出会いを応援するだけではなく、
参加して楽しかったと思える内容を企画。

（少人数で開催）



NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について ⑤

●市内外に向け情報発信活動

印刷物を作成・配布

いすみ市内の郵便局に 情報発信コーナーを設置

郵便局に合わせた
オブジェ。

（バラ、伊勢えび他）
いすみ市役所、公民館、観光センター、
直売所、地元スーパーなどでも配布

ニュースレター

「isumi-style.com」

１０

大原漁港 港の朝市や
都内イベントで配布・地域情報発信ＰＲ



NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について ⑥

●イベント企画・中間支援

房総でキラリと光るつくり手が集う
「房総スターマーケット」実行委員。

1１

いすみ・鴨川・館山など広域を結んでの
地域活性化プロジェクト。
「房総ジャンボリー」実行委員。

「外房ビーチスポーツフェスタ
in 大原海岸2015」実行委員。

その他、
藻谷浩介氏講演会
Ｙａｅのおいしいコンサート 等



NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について ⑦

●研修受入れ・講演

1２

「楽園信州」推進協議会

茂原市 長野県小諸市 茨城県大洗町

視察受入れ

取り組みについて話を聞きたいと
自治体、まちづくり団体などの視察
受入れに対応。いすみ市役所職員
もほとんどが同席している。

講演依頼

岬中学校特別講座

いすみ市と一緒に取り組んでいる「市民協働」に
ついて依頼を受け、出張講演や中学校での講演も
過去の実績：静岡県・長野県など

研修・ゼミ合宿受入れ

明治大学大学院・丸の内朝大学・上智大学ゼミ合宿
八千代エンジニヤリング早稲田大学プロフェショナルＷＳ

リクルート住まいカンパニー 他

研修・ツアー・ゼミ合宿の
受入れのコーディネート役
を担当。

＜JICA実地研修受入れ＞「住人主体のコミュニティ開発」
対象国 ：フィリピン、東ティモール、モロッコ、タンザニア、カメルーン、スワジランド、ハイチ、ベリーズ



NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について ⑧

ドラマ撮影協力・取材対応

NHKBSプレミアムにて全国放送
２０１３年１０月、２０１４年１月、３月に放送

「菜の花ラインに乗りかえて」

WEBサイト

「菜の花ラインもりあげ隊」にて

放送に向けて撮影秘話を発信中！（http://nanohanaline.com/）

撮影場所の案内、エキストラ協力、宣伝など一緒
に取り組んでいる様子が紹介されています。

NHK
「とっておきサンデー」

NHKラジオ
「ひるどき情報ちば」

１３

撮影裏話など、
情報を発信。
今後はロケ地
紹介などを検討。

石黒 賢さん

＜主なキャスト＞

吹石一恵さん 梅宮辰夫さん

いすみ鉄道観光大使の

渡辺正行さん
も出演！

いすみ市、
大多喜町周辺で
撮影されました。

撮影風景の様子（国吉駅）

NHK関東甲信越地域放送文化賞、
NHK関東NHK千葉放送局長賞受賞

いすみ市と一緒に情報発信を行い、
様々な協力をした団体として、
選ばれました。

ロケ地
マップも

作成しました。

フジテレビ系列にて全国放送

「SUMMER NUDE」
フジテレビ系列にて放送

「ぶらぶらサタデー」



NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について ⑨

●映像・コンテンツ作成

1４

ＮＨＫドラマ「菜の花ラインに乗りかえて」
オフィシャルＨＰでの
「地元直送！ロケ地の沿線紹介」
映像制作、取材を担当

いすみ市プロモーションＤＶＤ
千年先も「古里」



NPO法人いすみライフスタイル研究所の活動について ⑩

いすみ市周辺の魅力あるつくり手が生み出すこだわりの商品を発掘・支援。

●魅力あるつくり手の発掘・支援

大澤琺瑯製作所
いすみ市大原に工場がある
琺瑯の老舗メーカー。
2010年に一般製品をつく
りはじめる。販売支援の他、
アウトレット販売会を企画・
実施。
2013年工場閉鎖とともに
終了

＜地元商工会とのコラボ企画＞

「つけむすび」
新感覚のオープンおむすび。
（2010年）

「ジュニア野菜
ソムリエ講座開講」
いすみ市内で講座を開講。
合格すると受講費の一部が
免除される。（2012年）

現在では「いすみライフマーケット」開催など、つくり手さんの活躍の場を提供

毎月第2日曜日開催
場所：千町保育所跡地

1５



若い女性が
好むキーワード

twitter、facebookなどの

SNS※、ブログなどで
情報発信＝口コミ

話題づくりで
宣伝費０円！

憧れる「いすみ人」
にスポット

「いなか」で新しいライフスタイルを提案

オーガニック食事 農体験
自然 癒し パワースポット

「農コン」「女性限定」

半農半X 自給自足
農を活かした起業家・・・

ネットを活用。スタッフも自身
のライフスタイルをPR！

活動のポイント

エコな暮らしが可能

自然が豊かで天然ガスなど
資源が豊富

１６

※ＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサービス)‥

人と人とのつながりを促進・サポートする、
コミュニティ型のWebサイト

つながりの
きっかけを提供
地域の人と、移住者が

つながる機会や場を提供



協働団体・組織について

いすみ市
房総の東南

いすみ市

いすみ未来のふるさと協議会

都市農村交流・まちづくり活動・グリーン
ツーリズムに類する活動

いすみ自然エネルギー推進協議会

地域主導型再生可能エネルギー導入に向け
た事業化検討業務。

地域主導型再生可能エネルギー
事業化検討委託業務（環境省）

都市農村共生・対流総合対策交付金
事業（農林水産省）

協議会の定例開催、ソーラーシェアリングの事業化等空き保育所の活用、都市との交流イベントの開催、
地元事業者の支援など。

NPO法人
いすみライフスタイル研究所

１７



マスコミの反響①新聞・雑誌

当NPOの取組についての紹介

「チーズマップin 
いすみ紹介

朝日新聞
2013/11/30

環境省「2013年度地域主導
型再生可能エネルギー事業化
検討委託事業」
業界紙「建設タイムズ2013/9/24

ロケ地巡るツアー開催
読売新聞
2014/1/30

１８

「ちばの野菜伝道師」
理事長 高原和江
読売新聞
2013/11/15

ソトコト
2014年4月号

特集「暮らしたくなる地方」にて、当ＮＰＯ
の活動が紹介されました。

雑誌「いなか暮らしの本」2月号の特集
『東日本の「田舎暮らしお助け団体」68』で、
移住者向け各種サービスの充実部門で
当NPOが「１位」で紹介されました。



プロジェクト2030
地方へ移住をする若者
NHK首都圏「おはよう日本」

マスコミの反響 ② テレビ・ラジオ取材

田舎へ向かう若者達いすみ市定住ライフ
千葉テレビ「NEWSチバ930」「エコな暮らし方ツアー」

での天然ガス見学
NHK首都圏
「首都圏ネットワーク」

天然ガスなどの自然エネルギー、若者の移住について話題が増える

取り組みについての依頼の他、取材・撮影協力が増える

NHKドラマ
「菜の花ラインに乗りかえて」

フジテレビ
「ぶらぶらサタデー」

フジテレビ
「サマーヌード」

＜取材協力＞
テレビ朝日 「オトナ少年の遊び百科」
タイ王国ＴＶ番組「スゴイジャパン」 他

１９

その他 テレビ朝日 「イチから住」 他



ご清聴ありがとうございました。
～選ばれる地域をめざして～


