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第３回 ちば里山フェスティバル「里山シンポジウム」 

 

  

2006 テーマ 「里 山 と ゴ ミ 」（仮字） 

 

  

イラスト・松下優子， テーマ題字・倉島貴浩（ワークホーム里山の仲間たち） 

 

里山とは…… 

 自然と調和・共存する人々の生活に育まれた森林・草地から水田や畑，川沼，水辺，そして集落を含む人

と自然と文化とが一体となった空間です．この里山は，自然と人との共存の場であり，現在および未来の人々

にとっては大きな価値を有します． 

 千葉県では，里山の保全・再生と活用を目指し 2003 年５月に「里山条例」を施行しました．その趣旨をしっ

かりと各地の現場に根付かせるためには，行政をはじめ農家，市民・NPO，研究者等が互いに力を合わせた息

の長い取り組みが求められます． 
 

全 体 会： ２００６年 ５月２０日（土） 八千代市市民会館 

分 科 会： 里山のもつ機能を１８の分科会として県内市町村，各日程で開催します． 

 

主   催 

里山シンポジウム実行委員会 ・ ちば里山センター ・ (社)千葉県緑化推進委員会 

八千代市 ・ 千葉県 

 
後 援  

(財)イオン環境財団 ・ （財）日本自然保護協会 

 

かつて千葉の人々は，世界で最も豊かな自然と里山の恵みに支えられ，

生活のゴミも，また里山に返すべき資源でした．しかし現在，千葉に投棄 

された日本で最も多い里山のゴミ・産廃はこれを汚すばかりか，私たちの  

生活・生命を脅かす存在になっています． 

この問題についてみんなで考え，その対策の輪を広げたいとおもいます．



 

里山シンポジウム 2006 年 分科会開催日程 
（詳細はホームページ http://www.jgoose.jp/satochiba に掲載中） 

 

No  分科会名 代表者・連絡先 内容 会場 開催日・時間 

1 里山と政策 

金親 博榮  

 043-239-0645 

 090-4678-8357

小西 由希子  

 043-246-0455 

勉強会・シンポジウム 

「緑を守る財源確保の可能性

 を探る（環境税・森林税）」

①千葉市中央コミュニ

ティーセンター     

②千葉市生涯学習センター

③千葉経済学園短期大学部 

本館 401 教室  

①3月 23 日(木)18 時 

②4月 7 日(金)18 時 

③4月 16 日(日) 

13 時～17 時 

2 
里山と 

水循環 

桑波田 和子 

 090-5414-9074 

シンポジウム 

「谷津田の水循環をもっと 

知りたい！」 

千葉県立中央博物館 講堂 
4 月 15 日(土) 

10 時～12 時 30 分 

3 里山と水鳥 
荒尾 稔 

 03-3824-6071 

シンポジウム 

「印旛沼周辺での水循環健全

化と水鳥の越冬拠点再生」 

千葉県立中央博物館 講堂 
4 月 15 日(土) 

13 時 30 分～16 時 15 分

4 里山と信仰 
鈴木 優子 

  043-254-3241 

シンポジウム 

「里山の神様との交わり」 
千葉県立中央博物館 講堂 

4 月 22 日(土) 

13 時 20 分～16 時 15 分

5 里山と観光 
浅井 信 

090-7739-3892

現地見学・交流会 

「ワクワクする里やまづくり」

南房総市（旧富山町） 

平久里 

4 月 23 日(日) 

9 時 30 分～16 時 30 分

6 
里山と 

医療・福祉 

赤城 建夫 

043-227-8305 

(増田) 

ワークショップ 

「森林療法の体験：①森と人間の関

係を見直す，②暑さと清涼，③落ち葉と陽

光の暖かさ，⑤寒さと自己の解放」 

千葉市若葉区野呂町 

泉自然公園 

①4月 29 日(土)9 時 30 分～ 

②８月 19日(土）16 時 30 分～

③11 月 18 日(土)12 時～ 

④２月 24日(土)12 時～ 

7 
里山と 

野生動物 

中野 真樹子 

 090-1997-6691

講演会・現地交流会 

「里山・鎮守の森に生きる 

 ものたちと樹洞の役割」 

①千葉県立中央博物館講堂 

②千葉市谷当町 

4 月 30 日(日) 

①10 時～12 時 30 分 

②14 時～ 

8 里山と竹林 
田代 武男 

 043-432-5954 

報告会・シンポジウム 

「竹林を枯らす実験」 

千葉県立中央博物館  

研修室 

4 月 30 日(日) 

10 時～12 時 30 分 
 

9 
里山と 

文化・伝統 

加藤 賢三 

 047-450-9077 

シンポジウム 

「里山と景観」 
千葉県立中央博物館 講堂 

4 月 30 日(日) 

13 時～16 時 15 分 

10 
里山と 

森林・林業 

稗田 忠弘 

 0475-52-7510 

野外観察・シンポジウム 

「木質バイオマスを現代の暮

らしに生かす」 

東金市 東金文化会館 5 月 14 日(日) 

11 
里山と 

教育・学習 

上善 峰男 

 043-253-7661 

シンポジウム 

「江戸時代の循環社会」 
千葉県立中央博物館 講堂 

5 月 14 日(日) 

13 時～16 時 15 分 

12 
里山と 

残土・産廃 

井村 弘子 

 047-454-7549 

シンポジウム 

「里山と不法投棄・残土問題」
八千代市市民会館 

5 月 20 日(土) 

10 時～12 時 

13 
里山と生物

ビオトープ 

田中 正彦  

 043-257-8511 

シンポジウム 

「ビオトープとしての里山 

保全」 

八千代市市民会館 

(第 1会議室） 

5 月 20 日(土) 

10 時～12 時 

14 
里山と 

都市農業 

廻谷 義治 

 043-287-2364 

講演会 

「市民農園を核とした都市農

業の保全と展開」 

八千代市市民会館 

(第 3会議室) 

5 月 20 日(土) 

10 時～12 時 
 

15 
里山と 

田んぼ 

相馬 由起子 

  047-420-2600 

シンポジウム 

「ふゆみずたんぼ、環境直接

支払い」 

佐倉市内で開催を予定 5 月下旬予定 

16 
里山と 

谷津守人 

木下登志子 

 04-7185-1111 

  内 465 

シンポジウム・現地見学会 

「谷津守人の保全活動から 

 カエル復活をみる」 

我孫子市近隣センター 

こもれび（1階ホール） 

6 月 3日(土) 

10 時～12 時 

17 里山と食 
遠藤 陽子 

 043-227-7103 

ワークショップ 

「スマイル"八街の森で"食育

を考えよう！」 

八街市ちばコープ 

スマイル八街の森 

6 月 10 日 

10 時～15 時 

18 里山と芸術 
Wi-CAN 学生代表 

 043-290-2658 

ワークショップ 

「里山とアート」 
千葉市大藪池周辺 8 月予定 



 

 

里山シンポジウム 全体会・分科会 in 八千代 

２００６年 ５月２０日（土） 八千代市市民会館 

分 科 会  

□ １０：００～１２：００ 

  「里山と残土・産廃」 「里山とビオトープ」 「里山と都市農業」 

全体会 

□ １２：３０ 受付 

□ １３：００ 開 会  （総合司会） 小西由希子 （ちば環境情報センター代表） 

  

● 主催者挨拶 金親 博榮 （里山シンポジウム実行委員会代表・谷当グリーンクラブ代表）  

● 開催市挨拶 豊田 俊郎 （八千代市長） 

 

● 基調講演   

「 里山を活かす上勝町の戦略 ―"彩り産業"とゴミ作戦― 」 
    星場 眞人 （徳島県勝浦郡上勝町役場参事） 

 
       講演者紹介 栗原 裕治 (千葉まちづくりサポートセンター副代表）   

     

● 八千代市里山活動報告 

 

       

● 分科会報告(１８分科会)  （進行） 中村俊彦 （千葉県立中央博物館副館長）  

 

● パネルディスカッション 「 里山に託す私達の未来 ： 里山とゴミ 」 
 

        コーディネーター 

           藤原 寿和 (廃棄物処分場問題全国ネットワーク） 

 
         パネリスト 

           大槻幸一郎 (千葉県 副知事) 

           井村  弘子 (残土・産廃問題ネットワーク・ちば 事務局長) 

           林    秀一 (市原市古敷谷 在住) 

           星場  眞人 (徳島県上勝町役場 参事) 

   

□ １7：００ 閉会 

 

 

 

 

星場 眞人（徳島県勝浦郡上勝町役場参事）さんの紹介 

 

 

 



里山シンポジウム実行委員会構成団体及び協賛団体 (50 音順） 2006.4.6. 現在 

 

八千代市市民会館案内  

 

 

 

 

                       

 

  

里山シンポジウム実行委員会事務局 

荒尾 稔            
Tel：03-3824-6071 Fax：03-3824-5980 

E-mail：tmlarao@tml.co.jp 

URL：http://www.jgoose.jp/satochiba 

  

  あさひクヌギの里，我孫子市岡発戸・都部谷津ミュージアムの会，我孫子市環境レンジャー，我孫子市青少年相談員

連絡協議会，我孫子市，我孫子市鳥の博物館友の会，我孫子野鳥を守る会，安馬谷里山研究会，アルカデイアの会，飯

高の巨樹と里山物語，いずみの会，いちはら里山クラブ，いちはら里山会，いちはら市民ネットワーク，ウディ工房，

ちば市民活動・市民事業サポートクラブ (NPOクラブ)，生活協同組合エル，おおあみ里やまの会，おおくさ倶楽部，大

山千枚田保存会, 上総里山会，鎌ヶ谷かわ・水・みどり，鎌ヶ谷ホタルの里，鎌取メンタルクリニック，環境パートナー

シップちば，木更津市民ネットワーク，君津市民ネットワーク，ネットワーク『地球村』「山武地球村」，くじゅうく

り地球村， グリーンネット84，ぐるぐるバイオ， グループ2000(環境に学ぶ)，桑田里山の会，ごみゼロネット21，さ

くら・市民ネットワーク，さくら・人と自然をつなぐ仲間，佐倉みどりネット，桜宮自然公園をつくる会，里山を歩く

会，残土・産廃問題ネットワーク・ちば，山武郡市森林組合，山武に雑木林をつくる会，山武町環境問題連絡協議会，

さんむフォレスト，山武木材協同組合，ＣＣＣ自然・文化創造工場関東事業部，酒々井里山づくりフォーラム，市民ネッ

トワーク・千葉県，市民ネットワーク・野田，下泉・森のサミット，(独)国立病院機構下総精神医療センター，樹木・

環境ネットワーク，しろい環境塾， 森林塾かずさの森，ストップ地球温暖化千葉推進会議，せっけんの街，ソフトイン

ダストリー研究会，大地を守る会， 耕さない田んぼの会， 竹文化振興会千葉県支部，田んぼの生きもの調査プロジェ

クト，炭友会， 千葉アートネットワーク・プロジェクト（Wi-CAN）実行委員会，千葉エコネット，千葉県建築家協会，

（社）千葉県建築士会，千葉県自然観察指導員協議会，千葉県森林インストラクター会，千葉県身体障害者福祉事業団・

千葉県千葉リハビリテーションセンター，千葉県精神保健福祉協議会，千葉県手をつなぐ育成会， 千葉県木材市場協同

組合，千葉県木材振興協会，千葉市心身障害者ワークホーム連絡会，ちばコープ，千葉自然学校，ちば千年の森をつく

る会，千葉どうぶつ共生条例制定プロジェクト実行委員会，千葉どうぶつ共生条例制定を求める実行委員会，ちばのた

ね，ちばの山を愛する家造りネット，千葉まちづくりサポートセンター， ちば森づくりの会，ちば・谷津田フォーラム，

(有)緑耕舎ちば，長生森の会，帝京科学大学理工学部アニマルサイエンス科「ぼくらはみんないきている」プロジェク

ト，手賀沼にマシジミとガシャモクを復活させる会，豊富どんぐりの森，名戸ヶ谷ビオトープを育てる会，成田・里山

を育てる会， 山の自然を守る会，成東里山を保全する会，日本雁を保護する会，日本建築学会関東支部千葉支所，日本

不耕起栽培普及会，のれんを守る会， PWプラスONE， 花見川の環境を守る会， ビスターリクラブ，プロジェクトとけ，

北限のトビハゼを守る会， ホタルの里を守る会，ぼんた里山の会，山町， 水と森と人とＩＮ神崎，水辺の植物同好会，

都川と丹後堰公園に親しむ会，実籾郷の会，八千代オイコス， 谷当グリーンクラブ，四街道グリーンヴォランテイアー

ズ，四街道自然同好会， 四街道食と緑の会，四街道にプレーパークを作る会，四街道の農産物を大切にする市民の会， 

四街道メダカの会， 四街道を奇麗にする会，緑懇ちば，ルバーブ，レイチェル・カーソン日本協会あびこ，ワークホー

ム笑顔，ワークホーム里山の仲間たち，「わたしの田舎」谷当工房 

 交通 

東葉高速線「八千代中央駅」下車徒歩 10 分 

京成本線 「大和田駅」  下車徒歩 20 分 

東関東自動車道「千葉北 IC」から国道 16 号線経由 20 分

     

 所在地 

276-0044 千葉県八千代市萱田町 728 

TEL: 047-483-5111 FAX： 042-483-5113 

http://www.ycp.or.jp 


