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■主 催■  里山シンポジウム実行委員会、千葉県、佐倉市、敬愛大学 

       （社）千葉県緑化推進委員会、ちば里山センター 

2009 年テーマ 「里山と食料・水・木材」の定義 

 今回のシンポジウムでは、里山からの恵みの価値について再評価しようとするものです。 食料や水、木材は、私た

ちの暮らしに欠くことができないものであり、これらはすべて里山からの恵みであり、それはみな里山に人の手が加わ

ることによってもたらされてきたものです。里山で得られる地元の資源の価値を再認識し、地元力を見直す、さらに自

立した循環の仕組みをつくることが結果的に地域の底力となっていくことを考えていけたらと思います。 



里山シンポジウム実行委員会（2009）構成 
                                                 敬略称 

代  表   ： 金親 博榮 

副 代 表   ： 小西 由希子、栗原 裕治 

事務局長  :  荒尾 稔 

事務局会計 :  桑波田 和子 

□第１分科会 里山と森林・林業    代表：稗田 忠弘  実行委員：本間 一夫、唐笠 敦、今野 孝善、 

鈴木 剛治、石井 充、西塚 健治、阿部 鐵則、鈴木 一正、野嶋 正宏、 

小川 茂義、石橋 義弘、石橋 正好、斉藤 衛、福光 美代子 

□第２分科会 里山と伝承技能     代表：木下 敬三  実行委員：阿知波 純子、竹内 まさみ 

●第３分科会 里山と観光と食     代表：遠藤 陽子  実行委員：遠藤 イサム 

□第４分科会 里山と野生動物     代表：中野 真樹子、 実行委員：手塚 幸夫、伊藤 幹雄、三成 拓也、 

菊池 穂々露 

●第５分科会 里山と農業と水鳥    代表：荒尾 稔 

□第６分科会 里山と里海       代表：手塚 幸夫、伊藤 幹雄、中村 松洋 

□第７分科会 八千代市の里山     代表：高橋 秀文 加藤 賢三、桑波田 和子 

●第８分科会 千葉市の里山と農業    代表：萩原 康弘 

●第９分科会 我孫子市と里山     代表：木村 稔 

□第 10 分科会 里山と残土産廃    代表：藤原 寿和  実行委員：金井 珠美、井村 弘子 

□第 11 分科会 里山と森づくり    代表：奥山 淳  実行委員：小高 守正、星野 静枝 

●第 12 分科会 里山と WEBGIS 情報の活用 代表：荒尾 稔  

□第 13 分科会 里山と農業      代表：金親 博榮  実行委員：荒尾 繁志、高橋 修 

□第 14 分科会 里山と政策      代表：小西 由希子  実行委員：金親 博榮、田中 正彦 

□第 15 分科会 里山と医療・福祉   代表：赤城 建夫  実行委員：増田 淳、林 みね子 

●第 16 分科会 里山と文化・伝統   代表：清藤 一順 

●第 17 分科会 里山と教育      代表：佐野 郷美 

□第 19 分科会 里山と竹       代表：田代 武男  実行委員：田中 昭三、林 正治、小林 義幸 

□第 20 分科会 里山と水循環     代表：桑波田 和子  実行委員： 荒尾 繁志、加藤 賢三 

□第 21 分科会 里山と都市緑地    代表：山田 純稔  実行委員：川北 裕之、関さんの森を育む会 

●第 22 分科会 里山と生物多様性   代表：加藤 賢三 

□第 23 分科会 里山と教育      代表：上善 峰男  実行委員：鈴木 敦、岩橋 幹夫、根津 昌之 

□第 24 分科会 里山と芸術      代表：増田 淳  実行委員：林 みね子、千葉大学の学生 

□第 25 分科会 佐倉市の里山     代表：畔田谷津ワークショップ運営委員、佐倉市農政課、 

環境保全課竹本 

□第 26 分科会 里山とフイールドミュージアム 代表：栗原 裕治  実行委員：佐藤 聡子、家永 尚志 

□第 27 分科会 里山とミツバチ問題  代表：荒尾 稔  

□第 28 分科会 里山条例と生物多様性 代表：金親 博榮 

□第 29 分科会 里山とあそび     代表：御須 裕子  実行委員：下須賀、松浦、齋藤、稲生、岩崎、 

佐口、杉山、佐久間、山口、米田、おおて、富田、相川  

□第 30 分科会 里山と生物多様性   代表：鈴木 優子  実行委員：下泉・森のサミット会員 

 

＊ この報告書では、全文に関して、お名前などの、敬称を略させていただいております。 

＊ □印と、文字が太く強調された分科会名が、本年度開催されました。ここに報告されております。 

  なお、●印は、昨年度に開催され、諸般の事情で本年度休止となった分科会です。 

＊   この報告書の各分科会からの報告書部分を除く、全体会報告及び表紙３，表紙４に関わる写真は、田中正彦氏の撮影に

よります 



＊ 全体会 会場写真 
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