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はじめに

平成30年度の千葉県ボランティア参加促進事業を通して、参加された多くの方にとって今回の

テーマである、「千葉の里山でおもてなし、持続可能社会に向けたボランティア活動」について考え、

行動して頂くきっかけになったこと、大変良かったと感じています。

それぞれの立場で自然と触れ合いながら、心温まる交流が沢山ありました。第１回は、猛暑の中、

ダイアキッズの皆さんを迎えるため、涼しさの演出(扇風機や日除け、かき氷など)自主的な応援が

ありました。誰かのために思いやる。ボランティアの基本的な考えに基づいた行動が見事にマッチ

したイベントになりました。第2回は竹林整備と竹加工でした。ここでも家族で参加された方の一

致団結、そして、場を楽しむ姿が多く見られました。

第3回は農家ボランティア、サツマイモ掘りを手伝いました。始めのうちは子供達から歓声が上

がっていましたが、30分後は、力仕事の連続に声も出なくなりました。農家の方の大変さと、そう

して得られる畑からの恵みに感謝して、食育にも繋がったと思います。

第4回は木更津のイベント、夜灯し(竹灯りイベント)の準備お手伝いボランティアでした。小さな

子からお年寄りまで、それぞれ出来ることを上手に分担し、後半はインパクトドライバーで穴あけ

体験する方も増えました。準備を手伝ったことから当日のイベントを見に行った方もいました。今

まで知らない体験、学生時代に戻ったような懐かしい体験、これもボランティア活動の醍醐味では

ないでしょうか。

第5回は竹加工と国産メンマプロジェクト体験。参加者には、春に収穫したタケノコから作った

国産メンマを試食してもらいました。そのあと、ノコギリやカンナを使い竹加工を楽しみました。

参加者からは、「竹を身近に感じた」「千葉の山の見方が変わった」など、この体験を通して、さら

に竹を使うことで千葉の山に対する関心が高まったとの感想をたくさん頂きました。

第6回は、竹炭作り、竹ほうき作り体験。参加者は枯れた竹を集めて焼却し、消火して竹炭を作

る過程を体験。今後田舎に移住を考えている方の参加もありました。

第7回は、築200年の古民家を拠点に、竹林整備をしながらエコツーリズムも考えました。大多

喜高校の生徒さんも多数参加して頂き、里山の持続可能な社会に繋がるか、アイデアを沢山話し合

いました。映画「ノーヴォイス」や「あまのがわ」の古新舜監督も参加して、社会に必要なものは、

「自然と触れ合いながら楽しみながら想像力を発揮すること」と、素晴らしい言葉を頂きました。

第8回は勝浦での竹灯篭祭り準備ボランティアの予定でしたが、地域の都合で規模を縮小しての

実施となりました。

千葉県からの希望は、ボランティアについて固定されたメンバーではなく、広く様々な層の人た

ちが参加できるようにということでした。これについては、千葉市内で子育て中のママたちへの発

信をしている「ココカラ」の渡辺智子代表にお手伝いいただき、SNSや情報誌、高校などに案内を

し、予想以上の成果として参加者が集まりました。改めて感謝申し上げます。社会が、やる気と温

かい心で包まれれば、創造的な活動が増え産業振興にも繋がる。そのために、千葉県の持つ豊かな

自然と、世界に繋がる国際空港と大消費地に近い立地は、大きな可能性があることを強く感じまし

た。私たちはこれからも里山での活動を続け、豊かで持続可能な社会作りに寄与して参りたいと思

います。

ちば里山・バイオマス協議会 代表 高澤 真
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１． 事業の概要

１－１ 業務名称 千葉の里山でおもてなし
持続可能社会に向けたボランティア活動

１－２ 業務目的

2020年に向けて、国連はＳＤＧｓ［Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ（持続可能な開発

目標）]を提唱しており、これは、千葉県の山の荒廃が進む中山間地域にも当てはまるこ

とである。

里山再生活動に多くのボランティアが関わることで、中山間地域の持続可能社会も実

現する。特に竹林整備は、活動後、竹林が奇麗になる実感を伴う活動であり、その場所

で春、たけのこ掘りを体験するなど、継続的な地域との絆が生まれる。

その結果、自然エネルギーや食糧の自給率を上げ、環境問題にも理解を深めながら、

手助けを必要とする地域へ楽しみながらのボランティア活動の意義を広めていく。

また、パラリンピックを見据え、森林セラピー効果を活用して発達支援を必要とする

団体とも、ボランティア交流の拡大を目指す。

以上の里山保全・再生ボランティア活動を拡大するため、ボランティア活動が未経験

の人々も引付けるような魅力的な様々な活動を展開し、参加者の増加を目指す。

中でも若者のボランティアを増やすため、子育て中の家族が一緒に参加し、里山体験

ができるような活動を目指す。

また、活動の継続的発展が不可欠となり、そのため、活動を通じて将来を見据えたボ

ランティア活動のリーダー的人材育成も行っていく。

１－３ 実施事業の概要

日  時 場  所 参加者数 内  容

第 １回 ８月１１日 市原市下矢田 *1 ４８名 流しそうめんと竹器作り

第 ２回 ９月１７日 市原市下矢田 *1 ３２名 竹林整備と竹加工

第 ３回 １０月６日 市原市福増 *2 ２８名 芋ほり

第 ４回 １０月１４日 木更津市太田山 ２２名 竹灯り準備

第 ５回 １０月２１日 市原市下矢田 *1 ３３名 国産メンマの試食と竹加工

第 ６回 １１月１７日 長柄町鴇谷 *3 ３３名 竹林整備と竹炭作り

第 ７回 １２月１５日 大多喜町湯倉 ４２名 竹林整備と竹炭作り

第 ８回 １月２０日 勝浦市松野 *4 １２名 ひな祭り準備

*1 市原市下矢田 ソーラーシェアリング上総鶴舞

*2 市原市福増 はなふぁーむ

*3 長柄町鴇谷 竹もりの里

*4 勝浦市松野 小松野集会所
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２． 事業の内容

第１回 ８月１１日 流しそうめんと竹器作り

 参加人数： ４８名（内スタッフ８名）

     発達支援等デイサービス・ダイアキッズ28名、千葉県倫理法人会8名、

     ちば里山バイオマス協議会スタッフ8名、千葉県庁１名

 場 所： 市原市下矢田

 ８時： 竹の切り出し、流しそうめん樋作り、竹の器作り

朝早くから、千葉県倫理法人会のメンバーが積極的に準備を進めてくれた。天候が熱く

なりそうなため、日除けの天幕を張ったり、大型扇風機を持ち込んだりなど大変助かった。

人のために役に立つ、お世話がかりが大好きな千葉県倫理法人会の経営者たちはよく気

づき、働いてくれた。

 １１時： ダイアキッズ到着 流しそうめん準備、飲食開始

ダイアキッズの子どもたちは、発達支援が必要な子が多く、興奮したり、引きこもった

りという傾向があるが、見ている限り自然の中で伸び伸びしているようだった。

竹の器など、手に取りまじまじと見つめる、また、流れるそうめんをずっと見ているだ

けの子どももいた。参加者は、子どもたちに配慮しながら、そうめんを流したり、一緒に

食べたり、ほほえましい光景が見られた。

 １２時： 本事業の目的、参加者の紹介

 １２時３０分： 倫理法人会 原島氏のマジックショー

千葉県倫理法人会のメンバー原島和雄氏のマジックショーは本格的であり、子どもだけ

でなく見ている大人も感心させた。

市原市観光協会は、普段養老渓谷駅で実施しているかき氷をこの日は、無償で振舞って

くれた。暑い中、多くの参加者がかき氷で涼をとった。その後、ソーラーシェアリング上

総鶴間の見学、夏野菜が育つ畑と、その上で発電する太陽光発電について説明した。

 １３時３０分：小港鉄道 トロッコ列車見学 ダイアキッズ撤収

 １４時：片づけ開始、

 １４時３０分 第1次片付け終了  １５時：完全撤収

ソーラーシェアリング上総鶴舞 圃場見学
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第1回 写真
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第２回 ９月１７日 竹林整備と竹加工

 参加者数： ３２名 （内スタッフ９名）等

 場 所： 市原市下矢田

 １０時： 竹林整備体験

枯れた竹を置き場に運び出し、障害竹を切り、使える部分は午後の竹細工用に切り出し。

一部は11月3日の木更津夜灯し用に搬出した。

小さい子どもも力を合わせ、竹を搬出する様子は、とても連携がとれ、一体感があった。

また、チェーンソーで竹を倒す場面には驚く子どももいた。

全体として短時間ではあったが共に汗をかき、竹林が綺麗になっていく様子を体感した。

 １２時：昼食

昼食は、地元で採れた新米のおにぎり、豚汁、カレーなどが振舞われ、一様においしい

いと言う声が聞かれた。大自然の中で汗をかき、食べればおいしいというシンプルなこと

に気付いた方もおられた。

 １３時：竹加工

午後は、家族単位で竹を鋸で切り、鉋をかけて、器作り、「竹の顔」と呼ばれる竹細工

作りに没頭した。最後に集めた竹の枝で、竹ほうきも作った。

東京から参加した漫画家の｢やぶうちゆう氏｣は、竹の内側にかぐや姫を描き、その出来

栄えに参集者から驚きと感嘆の賞賛を浴びていた。木更津の夜灯しでのコラボの話も出て

いた。

 参加者感想（やぶうちゆう氏）

畑が広がり、降りた駅ではSuicaなどの電子マネーでは降りられない。

車でしばらく走るとトロッコが走る線路の前に大きな竹林。少し登っていくとサザエさ

ん家族が住んでそうな大きな家。竹林の持ち主のお家だ。

竹炭で燃やすストーブや、笹で作ったホウキ。ノコギリなどの工具が沢山あって、 軍

手を嵌めて子どもから大人までみんなで竹林整備を始める。

竹林整備には持ち主一人では整備仕切れないのでボランティアの方や地域の色んな

方々が集まって行う。ほったらかしにされている里山が沢山ある中で素晴らしい働き。

職人じいちゃんがチェーンソーで切った竹を更に細かく切り、バケツリレーのように

竹を運び黙々と整備していく。この日は一般の参加者の方も竹林整備を手伝ってから竹の

ワークショップにも参加するというイベント。イベントは定期的に開催している。

竹から繫がる人の出会いを広めて行きたい。 無料参加や安価で参加させてくれる優し

いイベント。お昼には畑で育った野菜やお米で作った暖かいご飯を頂いた。

机に出された竹筒のコップがまた良い味。ご飯を食べたら竹林で切った竹を使って、

机にあるような竹のカップやおもちゃを作り始める。子どもも大人もつくるのに夢中。

私も夢中。ここで夜灯の『かぐや姫』も産まれた。案内されて竹林の更に奥に進むと、

先ほど食べた野菜が育った畑がある。そこにはソーラーパネルが畑の上に屋根のように決

まった間隔に並べられていた。地面から高さ3メートルほど上だ。

畑の上で発電事業もされているという。“ソーラーシェアリング”
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初めて聞いた。最寄り駅では電子マネーが使えなかったが、 改札の向こうには次世代へ

の夢と沢山の希望が溢れていた。

第2回 写真
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第３回 １０月６日 さつまいも掘り－農家ボランティア

 参加者数： ２８名 （内スタッフ６名）等

 場 所： 市原市福増

 １０時： 芋ほり体験

農家の繁忙期の手助けとして、さつまいも堀を実施。家族連れが多く、スタートの10

時には歓声が上がるなど、元気にスタート。芋のつるを切り、取り除き、スコップで芋を

押し上げ、さつまいもを掘り起し、所定の場所へ運んだ。

約60株を掘り起し、約300㎏の収穫があった。12時を過ぎ、はなファームの主、花見

家に移動して、カレーライスと豚汁を皆で食べた。

7名ほどの子どもたちも食欲旺盛だった。14時過ぎ片づけをして終了した。

 参加者感想

 子どもと参加できて楽しかった。父親と子どもとのコミュニケーションがとれてよかっ

た。

 農家の仕事は大変だと思った。1 日だけなら出来るが毎日はきつい。

 収穫の喜びが味わえた。収穫した芋の一部を子ども食堂に提供する。

第３回 写真

ステップアップ塾で提供された夕食

写真提供：NPO維新隊ユネスコクラブ

千葉県マスコットキャラクター

「チーバくん」
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第４回 １０月１４日 竹灯り準備ボランティア

 参加者数： ２２名 （内スタッフ４名）等

 場 所： 木更津市太田山

 ９時３０分： 夜灯しに向けての竹加工

11月3日に行われる夜灯し（よとぼし）に向けて、孟宗竹に多数の穴あけ作業、及び裏

面に蝋燭を入れるための格納穴あけを実施。9時30分から昼食をはさみ15時まで行った。

リーダーの篠田絵美は、ちば里山・バイオマス協議会の幹事であり、木更津地区のまと

め役でもある。

４台のインパクトドライバーを交代で使い、穴あけを体験した。予定の20本を完成さ

せた。また、漫画家の「やぶうちゆう氏」による竹の中のかぐや姫を描くアトラクション

もあり大いに盛り上がった。

完成した竹灯りは全て11月３日に展示する。展示終了後千葉県庁にも展示を予定した。

 参加者感想

 初めて竹に穴を開ける体験をして楽しかった。11 月 3 日が楽しみになった。

 昼食の猪鍋がおいしかった。隣接する博物館に「金の鈴」があることを知り驚いた。

 漫画家の「やぶうちゆうさん」の描くかぐや姫が素敵だった。

 イラストレーターの「おおくらのぼるさん」の描いた猫のイラストがかわいかった。

第４回 写真

竹灯りリーダーの篠田絵美（右）

かぐや姫の絵を描いた、やぶうちゆう氏（左）
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第５回 １０月２１日 国産メンマプロジェクト－竹と触れ合う竹加工体験

 参加者数： ３３名 （内スタッフ６名）等

 場 所： 市原市下矢田

当初会場に予定していた房の駅農場は、台風21号通過の際、落雷を受け、電気設備の

改修工事が行われるため、会場を変更し、ソーラーシェアリング上総鶴舞で行いました。

 １１時： 竹林整備の説明

今回は、ソーラーシェアリングの見学と同時に、千葉県の荒廃竹林についての理解を深

めてもらう環境教育も兼ねて、江戸川エコセンターの皆様が参加して下さいました。

 １２時： 昼食時に国産メンマの試食会

昼食時に、千葉県で進めている国産メンマプロジェクトで作ったメンマを試食してもら

い、アンケートに答えてもらいました。

 １３時： 竹細工の体験

午後は竹と触れあう体験として、のこぎりで切ったり、かんなをかけたりして、貯金箱、

竹の工芸品（顔に見える切り方をそれぞれが工夫）、竹のコップ、トレイ、最後に枝葉を

まとめて竹ほうきを作りました。小学生と両親が協力して竹を押えながら切ったり、相談

しながら作り方を話し合ったり、とてもよいコミュニケーションの時間だったと思います。

実際に竹林も散策し、整備されている区域と、未整備の区域の違いを説明し、竹が有効

に使われると、竹林整備が進むという説明をしました。

第５回 写真
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第６回 １１月１７日 竹林整備ボランティア

 参加者数： ３３名 （内スタッフ６名）等

 場 所： 長柄町鴇谷（竹もりの里）

 ９時３０分： 竹林整備と竹炭つくりに分かれ、昼食の準備にも数名

約20名でスタート。竹林整備組は、午後に予定している竹ほうき作りの枝を準備。家

族で参加の方に、長さを揃えてもらった。枯れた竹を竹林から搬出し、炭焼路に投入。

 １２時： 竹筒ご飯カレーとレンコンステーキの昼食

12時に昼食。竹筒で炊いたご飯、カレー、鉄板で焼いたレンコンステーキなど、参加

者に、大変喜ばれた。

 １３時： 竹炭作りと竹ほうき作り

竹炭は、消火活動を行い完成。竹の利用が進めば千葉の竹林が綺麗になります。中々で

きない竹ほうき作りに挑戦と言う体験を通してボランティアへのチャレンジ精神も湧き

出てきます。

 主催者の感想

 竹ほうきつくりは、家族での協力によって完成する様子が印象的だった。

 午前中のみの参加者、昼食から参加する方もいた。丸 1 日拘束されない自由さも必要と

感じた。

第６回 写真
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第７回 １２月１５日 竹林整備ボランティア

 参加者数： ４２名 （内スタッフ８名）等

築200年の古民家を拠点に、斎藤家の竹林を整備。募集計画の中で若い人に関心を持っ

ていただくよう工夫。結果、高校生が10名参加した。家族参加も3組あった。

 場 所： 大多喜町湯倉（斉藤家の竹林）

 前泊のスタッフミーティング

スタッフは前泊し改めて古民家グリーンツーリズムについて構想を話し合った。川を活

かしたオートキャンプ場、川に向けたデッキなど様々なアイディアが出た。

 当日の活動の概要

当日は天候にも恵まれ、NPO竹もりの里の支援を受けながら、竹林整備、竹炭作りを実

施。約300㎏のポーラス炭ができた。

参加者は幾つかのグループに分かれ、リーダーの指示で竹林から竹を運び出し、炭化器

に投入、連携も見事だった。

昼食は、大多喜町の地域おこし協力隊の伊藤かんなさんが中心となり準備をした。

竹筒で米飯炊飯をし、カレーライスも竹林の中で作って食べた。

蔵の宿から、いなりずし100個の差し入れがあった。

ゲスト参加者として、映画監督の古新舜監督(2019年に｢あまのがわ｣公開)､漫画家の

｢やぶうちゆうさん｣が参加した。2名とも大変竹林に興味をもって参加者同様取り組んだ。

蔵の宿

オーナーの斎藤氏は、大多喜か

ら勝浦に山林を多数所有する山主

でもある。ボランティア活動に呼

応して、敷地内の林道整備やガス

井戸の整備などを行っている。

NPO竹もりの里の応援で、炭化

器の設置、昼食の準備など実施さ

れた。

作業前に、グループ分けと高校

生の安全講習も行った。

第７回 写真
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第８回 １月２０日 ビッグひな祭り準備ボランティア

 参加者数： １２名 （内スタッフ２名）等

 かつうらビッグひな祭りに使う、竹約３５０本の切り出しと加工を手伝うボランティア

勝浦市松野地区のZP倶楽部の方の呼びかけを中心に11名で作業をした。丸鋸で寸法に

合わせて切り、太さごとに分けて倉庫まで運搬。チームワークによって作業の効率が問わ

れる作業で、丸鋸を扱う作業者以外、適宜手際よく手伝いができた。例年は、地元松野地

区の寺院でも竹灯りイベントを行っていたが、昨年、住職が亡くなり今年は興津地区での

ビッグひな祭りに使う竹を準備した。10時から13時まで作業し、有志で昼食を食べた。

 参加者感想

天気の良い中、広々した芝生のエリアでの作業で気持ちよく作業できた。

チームワークがよく、楽しく作業ができた。

かつうらビッグひな祭り（興津会場）

例年、勝浦市興津にある釈迦本寺に設置されま

す。この竹を松野地区で切り出し、加工します。参

道から本堂まで 沢山のお雛様が飾られます。

第８回 写真
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３． 事業全体の総括

第１回 ８月１１日 流しそうめんと竹器作り

広報では、千葉県倫理法人会 房総中央地区にチラシを配布した。

児童発達支援・ 放課後等デイサービス施設ダイアキッズの子どもたちのために、色々

な形でボランティアに参加いただいた。暑い中、多くの参加者が市原市観光協会の有志ボ

ランティアによる、かき氷で涼をとった。

森林セラピーとしても子どもたちが自然と触れ合い楽しい時間を過ごした。

準備段階から当日、一緒に楽しんだ参加者、スタッフ一丸となり目的は達せられたと感

じた。

第２回 ９月１７日 竹林整備と竹加工

広報では、千葉市の子育てママの世代に案内をしたことで多くの家族連れが参加した。

初めて荒れた竹林を目にした人もいた。枯れた竹を取り除き、奇麗になった竹林を目に

して作業の意味、森林環境保全の意義が伝わったと思われる。

今後も機会があれば参加したいという気持ちが大切であり、竹と触れ合い、竹の加工品

を大切に持ち帰る姿から、有意義なボランティア体験だったと評価する。

第３回 １０月６日 さつまいも掘り－農家ボランティア

広報では、山元学校での案内が子ども食堂に繋がった。また、地元のミニコミ誌の反応

が多かった。

農家を応援するボランティア動機づけができた。農業を通じて家族が協力し、自然に触

れ合うことで家族の和が強まる結果となった。

花見家は花見健太郎さんが新規就農し家族経営で農業をしており、今後もボランティア

に協力してもらうための経験となった。１日であれば、ボランティアは楽しく仕事をして

くれることが分かった。

遠方からの参加者のうち、子ども食堂にサツマイモを提供したい、と申し出あがり、多

めのお土産を供給した。後日子ども食堂で天麩羅にして提供したと写真で報告があった。

農家ボランティアを通して、福祉事業所と連携することも可能であることが分かった。

今後も農副連携を進めていきたいと考える。

第４回 １０月１４日 竹灯り準備ボランティア

参加者は、木更津在住者が多かった。東京、船橋、君津からも参加者があった。

参加者は１１月３日のイベントを楽しみにしている方が多く、準備に関わることで一層

の楽しみがあった。

本事業に予定はなかったが、１１月３日に今回参加者の希望者を募り、17時より会場

の竹灯りの火入れ点灯を手伝うことになった。

参加者からの自発的な行動に感心した。今回のイベントについては、天気予報が目まぐ

るしく変わり参加者も天候を気にしながらの参加になった。幸い９時には雨も上がりその

後降られることはなかった。ボランティア活動に天も味方してくれているようだった。
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第５回 １０月２１日 国産メンマプロジェクト－竹と触れ合う竹加工体験

参加者は、東京都江戸川区の［えどがわエコセンター］の皆様と、［ちば里山・バイオ

マス協議会］のメンバー、国産メンマプロジェクトを一緒に進めている［（一社）もりび

と］からも参加があった。

竹林を体験し竹に関心を持ってもらい、千葉の里山の取り組みに参加したい、今後具体

的に参加方法を模索していく、という声もあった。

このように、都市部から千葉県に里山体験ボランティアの参加は増えており、一度体験

するとリピートして参加する傾向にある。

今回も新たなメンバーが、千葉県の里山整備の取り組みに理解を示し、今後も参加する

きっかけになったと評価する。

第６回 １１月１７日 竹林整備ボランティア

参加者の中に、いすみに移住が決まっている方、大多喜町に移住希望の方がいた。色々

な情報を探す中で、今回のイベントにたどり着いたと話すのを聞いた。

ともに県外からの参加である。ボランティア参加促進事業を続けることは、こうした新

たな千葉在住者を増やすことにつながると感じた。

「移住してきて竹林があるので整備の仕方を学びたい。あるいは、せっかく田舎暮らし

をするのだから、地域の仲間と協働したい。」というニーズがあり、手軽に参加できる竹

林整備や竹という素材を使ったワークショップは、参加しやすいイベントであることを、

改めて認識した。

天気予報が目まぐるしく変わり参加者も天候を気にしながらの参加になった。幸い９時

には雨も上がりその後降られることはなかった。今回もボランティア活動に天も味方して

くれているようだった。

今回に続けて第7回にも参加してくれる方も何名かいる。

案内には、大多喜高校で配布した、チラシを使い、今後若い人にも参加してもらいたい

趣旨を説明した。（もちろん昔、高校生だった人も歓迎）

第７回 １２月１５日 竹林整備ボランティア

参加者は、長生郡、茂原市、いすみ市からが多かった。県外からも埼玉県、神奈川県か

ら参加があった。

7回目の開催で、Facebookでの認知も上がり、「参加予定または興味がある」の意思表

示ボタンを118名の方に押していただいた。

また、募集について、高校生向けのチラシを作り大多喜高校で配布した。その効果もあ

り10名の参加があった。

千葉日報、シティライフにも掲載したところ、土日勤務の方から平日のイベントを問い

合わせる電話をいただき、そうした声もあることがわかった。

第7回の効果としては、大多喜の川と竹林の景観をよくすることで将来、エコツーリズ

ムの拠点になりうる可能性を多くの人に示せたことにあると思う。

しかしながら、大多喜町からの参加者がほとんどなかったことは、この地域の事情があ

るということも知らされた。田舎への移住希望者の参加もあり、そうした方がどんな情報

収集をしているのか、どういった情報発信が今後必要なのか、参考になった。
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蔵の宿は改築が施され、拠点として快適だった。また、農村コミュニティセンターの駐

車場もお借りして助かり、こうしたボランティア事業が、古民家利用の活性、エコツーリ

ズムの発展に寄与するものと感じた。

第８回 １月２０日 ビッグひな祭り準備ボランティア

参加者は、勝浦市の方が6名、他地域が5名。

ビッグひな祭り松野地区開催を断念した時期が１２月だったため、その時点でボラン

ティア募集は中止した。

縮小して少数精鋭での開催で、段取りもよく作業ができた。ビッグひな祭りの準備ボラ

ンティアということで、当日に見に行きたいとの声があった。

地域のイベントの準備ボランティアは、当日に見学する楽しみ、見学時に自分たちが手

伝った分の思いがあるため感慨もひとしおである。

今後も里山活動団体が、地域イベントの準備ボランティアをする手助けをしていきたい

と思った。

４． その他波及的な効果として

 協議会と地域との交流も深まった例として、木更津高校との交流があった。木更津高

校全体のSSH事業（文部科学省から指定されている[Super Science High School]

という科学教育に重点を置いた教育を研究・実践する事業)の一環で、千葉県の里山活

動を調べて、マレーシアでの国際交流で発表する生徒に協力した。

 ちば里山・バイオマス協議会が2018年4月から活動していた国産メンマプロジェク

トが進み、房総の竹林で大きく成り過ぎたタケノコから、国産メンマが作られた。

2019年3月5日から8日まで、幕張メッセで開催されるFOODEX JAPAN 2019

（第44回国際食品・飲料展）の千葉県ブースで同協議会が提供した房総産の国産メン

マが試食に配布されることになった。このことに関しては、千葉県産業振興センター、

房の駅農場などとの連携事業として関わった。なお、第5回のボランティア活動でも、

参加者に試食していただいた。

 2018年12月26日には、朝日新聞の天声人語でも「純国産メンマプロジェクト」が

紹介された。

 放置竹林問題が社会問題としてテレビなどで取り上げられ、長柄町やいすみ市が紹介

された。また、竹炭の需要が高まり、農家や造園業者が使用するケースが増えている。

SDGｓとの関連行事等でも紹介されるなど、今後も関心は高まると思われる。

 代表の高澤は、環境首都創造フォーラム2018年度 in京都（2019年1月開催）にて、

『地域から日本を変える！ 環境先進事例の交流とディスカッション』のパネラーとし

て千葉県の取り組みを紹介した。
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５． 広報について

広報を担当した事務局「ココカラ」の活動内容を以下に示します。

５－１ プロモーション内容

 フェイスブックの管理・更新

 電話、メールでの参加申し込みの受け付け、参加者名簿管理

（メール受信41件、メール送信49件）

 新聞などへの掲載依頼

 チラシの作成

５－２ 活動の評価

高校へのチラシ配布や、フェイスブックの活用といった、新規のプロモーション方

法を取り入れたことで、高校生などの若年層という今までアプローチしてなかった層

の新規参加の開拓や、竹林整備など事業の興味付けを行うことができたと考えます。
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５－３ 活動実績

(１) 参加者数とアンケート結果

 参加の動機、興味があったこと（複数回答あり、家族参加は１組とカウント）

 活動を知ったきっかけ（複数回答あり、家族参加は１組とカウント）

(２) フェイスブックへの反響

(３) 掲載一覧

① 新聞・フリーペーパー

月日 活動 合計 （フォーム） （電話） （大多喜高校）
8月11日 第1回市原森林セラピー - - - -
9月17日 第2回市原竹灯り 27 12 - -
10月6日 第3回さつまいも掘り 28 16 - -
10月14日 第4回木更津竹灯り準備  - - - -
10月21日 第5回市原国産メンマプロジェクト - - - -
11月17日 第6回長柄竹林整備 13 8 2 -
12月15日 第7回大多喜竹林整備 35 13 - 10

第2回
市原竹灯り

第3回
さつまいも掘り

第6回
長柄竹林整備

第7回
大多喜竹林整備

1ボランティア 3 0 0 7
2環境保護 5 0 1 10
3竹加工 1 0 1 4
4親子体験 0 2 1 1
5その他 1 1 0 3

回答（組） 6 3 3 15

活動 第2回
市原竹灯り

第3回
さつまいも掘り

第6回
長柄竹林整備

第7回
大多喜竹林整備

FB - 0 1 6
紹介 - 0 0 4

県庁サイト　 - 0 0 1

ちいき新聞
（電話のみ掲載）

- 0 2 0

その他 - 3 0 3
回答（組） - 3 3 15

1 読売新聞千葉版 9月28日 第3回さつまいも掘り
2 千葉日報 10月11日 第6回長柄竹林整備
3 ちいき新聞 11月2日 第6回長柄竹林整備
4 シティライフ 11月24日 第7回大多喜竹林整備
5 千葉日報 12月6日 第7回大多喜竹林整備

12月27日 フォロワー数・219人
12月27日 いいね！・208人
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③ ウェブサイト

④ 掲載依頼一覧

（地域メディアは、イベント開催場所に応じて送付しております）

(４) 高校へのチラシの配布

9月11日 第2回市原竹灯り 市原、大多喜、袖ケ浦、茂原、木更津、君津の
計１７の県立高校

10月22日 第6回長柄竹林整備 長柄近隣の県立高校
11月10日 第7回大多喜竹林整備 大多喜高校

第2回市原竹灯り
第3回さつまいも掘り
第6回長柄竹林整備
第7回大多喜竹林整備
第3回さつまいも掘り
第6回長柄竹林整備
第7回大多喜竹林整備

いこーよ
（親子のおでかけ情報）

シティライフ
（市原、山武、長生、夷隅を対象としたフリー
ペーパーのウェブサイト）

1

2

媒体名 （ジャンル） （エリア）
新聞 千葉日報

読売新聞
朝日新聞
毎日新聞
産経新聞
日本経済新聞

テレビ・ラジオ NHK千葉放送局
千葉テレビ
bayfm

雑誌 ぐるっと千葉
フリーペーパー サンケイリビング千葉

ちいき新聞
地域メディア J:com木更津 ケーブルテレビ 木更津、富津、君津、袖ケ浦

いちはらケーブルテレビ ケーブルテレビ 市原

いちはらFM コミュニティラジオ 市原

かずさFM コミュニティラジオ 木更津

シティライフ フリーペーパー、ウェブサイト 市原、山武、長生、夷隅

いすみライフ フリーペーパー 夷隅

ウェブサイト いこーよ 親子お出かけ情報
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６． 添付資料

大多喜高校生感想文 （１２月１５日 竹林整備ボランティア）

今日は竹林整備に参加させて頂きありがとうございました。竹はとても重く大変な仕

事だったけど、とても楽しく遣り甲斐があると思いました。昼食のカレーはとても美味

しく。頑張ったかいがあると思いました。そしてこの活動を部活や、毎日の生活に活か

していきたいです。今日は本当にありがとうございました。上田君

私は、時に、祖父母の家でこのような作業をするのですが、それともまた違った貴重

な体験ができました。昼のカレーとレンコン、そしておいなりと梅のおにぎりがとても

美味しくて午後の作業のモチベーションになりました。今後も機会があれば参加したい

です。狩野君

ボランティアとして、有意義な時間を過ごすことができてよかったです。木島君

今回貴重な体験をさせていただきありがとうございました。普段、竹林などをやる機

会はあまりないので楽しくやらせてもらいました。里山の再生には地道な作業が必要だ

と思いました。次もこのようなボランティアがあれば参加したいと思います。指示がと

ても分かりやすく動きやすかったです。仲村君

貴重な体験をさせて下さりありがとうございました。普段、地域貢献する機会があま

りなかったので少しでもお役に立てて嬉しかったです。もし次回も開催されたらまた来

たいと思いました。お昼のレンコンとおにぎり、おいなりさんが美味しかったです。ま

た、炭がどのように作られているのかが学べてよかったです。 春田君

とても楽しいボランティアでした。普段、なかなか入らない森の中へ入って作業する

のはとても気分がよかったです。竹で炊いたご飯はとても美味しかったです。渡部君

今回はとても疲れました。けれど竹で作られた筒で作られたご飯とカレーはとても美

味しかったです。少し辛いと思ったので自分は子供だなと思いました。次来る時はもっ

とちゃんと準備をしてきたいと思いました。炭作りが出来たのでとても楽しかったです。

渡邉君

とても疲れる肉体的労働でしたが、このような汗を流す活動はとても気持ちがいいの

でまた、やりたいです。大谷君

今回初めてこのようなボランティアに参加して、とても勉強になりました。また次の

機会があったら行きたいと思います。山口君

竹林整備をしていて、竹がとても重かったけど、全て運び終わった時に。とても遣り

甲斐を感じました。作業が終わった後のカレーは、とても温かくて美味しかったです。

炭を作る作業は、とても大変だと思いました。とても貴重な体験ができました。楽しかっ

たです。ありがとうございました。関さん
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