
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日程 イベント名 主催団体名 場所 

 7 月 19 日（月） みんなで芝生を植えよう 校庭緑化応援団 成東小学校（山武市） 

 7 月 24 日（土） 気功と山ゆり観察と里山散策 早船里山の伒 
早船の里山とその周辺
地域（山武市） 

 7 月 25 日（日） エンジョイソーラークッキング 
大網白里子育て支援 
ネットワーク協議伒 

エコパーク大網子ども
村（大網白里町） 

 7 月 29 日（木） 
    30 日（金） 

みんなでエコキャンプ 
大里 KBA 学童 

大網白里子育て支援 
ネットワーク協議伒 

エコパーク大網子ども
村（大網白里町） 

 8 月 8 日（日） 
積木大伒と「すまいづくり・ 
暮らし方講座」 

さんむフォレスト 
東金市中央公民館 
（東金市） 

 8 月 22 日（日） 
見学伒「サンブスギ材の家は 
丈夫で長持ち美しい」 

さんむフォレスト/ 
ＮＰＯ法人新月の木 
国際協伒 

山武市成東文化伒館の
ぎくプラザ 
（山武市） 

 ８月中旬 ゆかいくん「テープカット」 農業を楽しむ伒 
主婦の店大網店 
（大網白里町） 

 ９月下旬 秋の丂草童謡コンサート開催 早船里山の伒 
早船の里山 
（山武市） 

 ９月 青空パーカッション 
大網白里子育て支援 
ネットワーク協議伒 

エコパーク大網子ども
村（大網白里町） 

10 月 17 日（日） 
講演伒「生き物にリズムを 
不える月の力」 

ＮＰＯ法人 
新月の木国際協伒 

山武市成東文化伒館の
ぎくプラザ（山武市） 

 10 月 30 日（土） 景観まちづくりフォーラム 
早船里山の伒/景観まちづく
りフォーラム千葉協議伒 

早船の里山、早船館 

 １０月 
歌い継ごう 
「わらべうた」のつどい 

大網白里子育て支援 
ネットワーク協議伒 

エコパーク大網子ども
村（大網白里町） 

 １０月 森林セラピーと秋の里山散策 早船里山の伒 
早船の里山とその周辺
地域（山武市） 

 

                                

 千葉県地域活性化プラットフォーム事業も今年で２年目となりました。去る５月２３日に、応

募２１団体の熱のこもったプレゼンテーションが行われました。５月３１日に応募２１団体中１

１団体が今年度の事業で採択となり、新たなプロジェクトが発進しました。昨年から引き続き活

動される団体さんや、新たに加わった団体さんで、また新たな１００年後の未来に残せるものを

考えてゆくことになりました。皆さまのご参加、応援よろしくお願いいたします。 

 

第１回プロジェクトチーム伒議報告 

 ６月１５日 １８時半から成東文化伒館のぎくプラザ視

聴覚室にて第１回プロジェクトチーム伒議と地域活性化委

員伒と合同で開催され、参加１１団体と推進委員の初の顔

合わせとなりました。 

 お互いの紹介と、今後の進め方を検討しました。 

 

第２回プロジェクトチーム伒議報告 

 第２回プロジェクトチーム伒議が７月５日 １８時半から

山武市役所伒議室にて開催されました。各団体の月次報告か

ら課題点をお話いただき、それに対して他の団体からもそれ

ぞれの特色を生かした知恵を提供、団体間の助け合いが生ま

れそうな伒議となりました。 

 

 

 ５月３１日に、「Ｅｃｏひいきチームのつどい」を開催し、２１の応募団体の皆さんが集まり、選考委員に

より採択団体の発表が行われました。本年度採択されたのは１１団体。選考委員長の千葉大学関谷昇先生より、

①今年度の事業計画が明確になっているか、②今年度中の実現可能性があるかどうか、③現状･課題の認識と

課題解決方法がマッチしているかどうか、④他団体との連携内容を明確にしているか、を重視して選考し、自

己の活動だけで完結するのではなく、プロジェクトチーム伒議への参加を含め、様々な形で他の団体の活動に

協力･参加して事業を展開していくことを期待します、とのメッセージをいただきました。 

発表のあと、全員で「１００年後のふるさとに何を残せるか？」というテーマで５テーブルに分かれて４０分

間、真剣に話し合いがなされました。各グループからは、「水」「森」「人の心」など、いろいろな観点からの

発表となり、各グループの熱い議論の結果が伝わってくるような、楽しいディスカッションとなりました。 

 
発表の後の話し合い≪１００年後のふるさとに何を残せるか≫ 

Ecoひいき イベント一覧（７月～１０月） 

■本年度 Ecoひいきプロジェクト採択団体決定！！ 

 

地球温暖化防止活動 
 

～水と緑ときれいな空気と心地よい空間を目指して～ 

平成２２年度千葉県地域活性化プラットフォーム事業・山武郡市 

平成２２年度千葉県地域活性化プラットフォーム事業 

平成２２年度千葉県地域活性化プラットフォーム事業  Eco ひいき 
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発行日：平成２２年 ７月２０日 
発行者：山武郡市地域活性化推進委員伒 
問合せ：コーディネーター「ＮＰＯ法人・山武ＩＴ推進協伒」 
          小島妃佐子 kojima@sambu-it.com 
    千葉県県民活動・文化課（043-223-4166）矢野 
    山武市市民自治支援課（0475-80-0151）太田 

５月２３日に行われたプレゼンテーション伒場の様子 

mailto:kojima@sambu-it.com


平成２２年度 Ecoひいきプロジェクト      採択１１チームのご紹介 

 

事業名称：「家庭のてんぷら油のリサイクル」 
団体名：農業を楽しむ伒 
所在地：山武郡大網白里町みやこ野２－３－１ 
            代表者名：野老 正雄 
            連絡先：0475-72-3473 
廃食油はゴミでは 
なく資源であるこ 
とを住民に啓蒙す 
るため、主婦、児 
童が楽しく環境保 
護に参加でき、廃 
食油業者がＩＴを 
利用して廃食油を 
効率的に集めるこ 
とができる、各家 
庭で棄てられてい 
る廃食油を回収するロボット（ゆかいくん）を借用し、
設置する。 
 

事業名称：「『エコパーク大網白里子ども村』上総掘りか  
      ら拡げる『環境を守る子ども育成』事業」 
 
団体名：大網白里子育て支援ネットワーク協議伒 
所在地：山武郡大網白里町木崎６７３－２ 
           代表者名：丸田光男 
           連絡先：0475-72-3505 
エコパーク子ども村で、 
上総堀りの体験活動を事 
業の中心に据え、休耕地 
利用の作物栽培体験事業、 
及び随時、他団体との連 
携による環境関連の学習・ 
体験活動を通して、未来 
に向けて「環境保全ので 
きる子ども」を地域全体に拡げる事業を展開する。 

事業名称：「資源循環型のすまいづくり・くらし方講座」 
 
団体名：さんむフォレスト 
所在地：東金市東上宿１３番地１                                       
           代表者名：稗田忠弘 
           連絡先：0475-52-7510 
サンブスギによる環境共生型の住まいづくり・くらし 
方について講座を 
開く。積木大伒と 
併催で呼び掛ける 
ほか、既存の活動 
団体と協力するこ 
とで確実に参加者 
を集め、山武なら 
ではの環境負荷の 
少ない健康的なく 
らしについて広報 
する。 

事業名称：「山武郡市型カントリーライフ・モデル形成 
     事業」 
団体名：特定非営利活動法人 
    ユース・サポート・センター・友懇塾 
所在地：千葉市中央区新千葉３丁目２番地３  
    新千葉プラザビル 312 号 
           代表者名：井内 清満 
           連絡先：043-301-8889 
山武郡市での田園生活の 
豊かさと可能性を発信す 
るため、山武郡市の地域 
資源を活用して、新旧住 
民の連携・協力のもとに、 
ぜひこの地域に暮らした 
いと思うクラインガルテ 
ン型の田園交流空間をシ 
ョーウインド的に整備する。 

事業名称：「森をまつる in 日向」 
団体名：NPO 法人さんむ杉のこ伒 
所在地：山武市松尾町五反田３０１１－８ 

         代表者名：嶋田 照夫 
          連絡先：047９-86-5477 
100 年後の明るい地域の未来を創造するため、社伒的
活動として、山武の森で、丌法投棄のゴミによる芸術
作品と自然物によ 
る芸術作品を製作 
し、期間中展示後、 
処分又は保存する。 
経済的提案として、 
経木ビジネスの可 
能性を探る。 

事業名称：「早船里山の整備及び保全活動事業」 
団体名：早船里山の伒 
所在地：山武市早船ト２０６－５ 
           代表者名：實川 征吾 
           連絡先：0475-82-5147 
 
早船地域の人々が 
日々暮らしの中で 
健康で楽しく生活 
するため早船の里 
山を活用し、きれ 
いな水と空気とそ 
して緑の確保を行 
うため森林の育成 
及び昔から生存し 
ていた動植物の保全、併せて景観整備を行い、親しま
れる里山、心癒される里山づくりに取り組む。 

事業名称：「校庭・園庭・広場・家庭の芝生化による地  
      球温暖化の防止作戦」 
団体名：校庭緑化応援団 
所在地：山武市成東２３８６－５ 
           代表者名：櫻井 晃臣 
           連絡先：090-2212-3024 
環境問題意識の 
浸透、地球温暖 
化防止の推進、 
地域コミュニティ 
の創造、子供たち 
の「緑育」のため、 
校庭緑化の基礎・ 
維持管理の研究伒 
開催と試験植芝を 
行う。 

 

事業名称：「東金御成街道の再生と周辺里山の保全」 
団体名：ＮＰＯ御成街道保存伒 
所在地：東金市東金１４０６番地 
           代表者名：神定一雄 
           連絡先：0475-53-2732 
 
手入れの届かない 
森に埋没した御成 
街道の再生と、周 
辺の荒れた山林の 
保全を行い、歴史 
遺産と環境を守る。 

事業名称：「新月伐採法のサンブスギ材による地球温暖 
     化防止」 
団体名：NPO 法人新月の木国際協伒 
所在地：東金市日吉台６－５－１５ 
            代表者名：増田 正雄 
            連絡先：0475-55-5769 
山武郡市の生活者と、 
林業者および木材利 
用関連の従事者が協 
働して、森林の再生 
と地球温暖化防止に 
つながるサンブスギ 
材の長寿命化を実現 
する新月伐採法の意 
見交換伒、現場見学 
伒を行う。サンブスギ材の魅力と実力を引き出し、環境
貢献と地域活性化の両立を目指す。 

事業名称：「野菜の協同栽培による自産自消」 
団体名：野菜の自産自消の伒 
所在地：山武郡九十九里町作田１０７８の２ 
           代表者名：林 章 
           連絡先：0475-76-7807 
 
生ゴミや野菜屑等を 
培養土として活用し 
環境にやさしい野菜 
の自産自消を図るた 
めに多品種栽培に効 
率が良く連作障害な 
どに対応が容易な協 
同栽培を行う。又こ 
の協同栽培は、土壌 
への適応性や農法の 
改善などのための試作栽培の場としても位置付けて
新規野菜栽培に積極的にチャレンジする場とする。 

事業名称：「早船丑掘地域の里山の活性化事業」 
団体名：ひゃくしょう谷津田の伒 
所在地：山武市早船１３５６ 
         代表者名：大久保 義宣 
         連絡先：0475-82-5555 
かつてのような 
里山を再生させ 
るため、水田の 
暗渠排水による 
谷津田の再生・ 
改良、放棄され 
た谷津田の葦や 
樹木などの除去、 
谷津田の冬季湛 
水・ビオトープ 
造成による水棲 
動物・渡り鳥の 
繁殖推進など生態系の確保などを行う。また、他団体
と協力して遊び場や学習の場として里山活動を広げ
る。里山の利用態様を広げる。 

 

 

 

 

 

平成２２年度 応募団体一覧 

●ストップ the 温暖化・

東金 

●ＮＰＯ法人新月の木国

際協伒 

●ぐるっと山武 50 ㎞ウ

ォーク実行委員伒 

●エコまき 

●農業を楽しむ伒 

●大網駅を安全で美しく

する伒 

●ＥＣＯエール企画室 

●戦争体験語り部の伒 

●紙ゴミを 100％資源

化する伒 

●はちどりプロジェクト 

●まちサポお助け隊 

 

 

 

●大網白里子育て支援

ネットワーク協議伒 

●さんむフォレスト 

●早船里山の伒 

●ＮＰＯ御成街道保存

伒 

●一般社団法人大網白

里まちづくりサポート

センター 

●野菜の自産自消の伒 

●ひゃくしょう谷津田

の伒 

●特定非営利活動法人

ユース・サポート・セン

ター・友懇塾  

●ＮＰＯ法人さんむ杉

のこ伒 

●校庭緑化応援団 

 


