里山活動協定認定団体一覧
平成29年3月31日現在
【平成16年2月18日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

佐倉市岩富（16,660m2）

1 印旛 （協定期間満了） 下刈、間伐等
2 千葉

炭友会
代表者

目的となる土地の所在
（面積）

潤井戸の君ケ谷の森にかかる里山活
動協定
今井保近
森林整備、炭焼き等

市原市潤井戸字君ケ台2044
他1筆（2,900m2）

3 長生 （協定期間満了） 下刈、竹林整備等

長生郡長南町芝原
（5,000m2）

4 香取 （協定期間満了） 間伐・保育、森林環境教育等

香取郡神崎町古原甲
（5,000m2）

5 千葉 （協定期間満了） 下刈、除伐、歩道補修等

市原市水沢（33,400m2）

6 千葉 （協定期間満了） 除伐、植栽、下刈等

市原市水沢（22,800m2）

7 東葛飾

豊富どんぐりの森里山活動協定
豊富どんぐりの森
森林整備、環境美化活動、自然観
代表者 鈴木恵子
察、山菜栽培等

船橋市鈴身町85他8筆
（27,032m2）

8 香取 （協定期間満了） 森林整備、自然観察等

香取市仁良（35,969m2）

9 香取 （協定期間満了） 間伐、保育、環境教育等

香取市岡飯田（2,988m2）

桜宮自然公園をつ 桜宮自然公園をつくる会里山活動協
10 香取 くる会
定
会長 小川多喜二 景観整備、自然観察会等

香取郡多古町染井字桜宮
824-1他1筆（9,026m2）

11 香取 （協定期間満了） 下草刈、枝打、間伐、伐竹等

香取郡東庄町小南
（2,733m2）

12 山武 （協定期間満了） 除伐、風倒木処理、自然観察会等

東金市上布田（40,561m2）

13 夷隅 （協定期間満了） 枝打、間伐、植栽等

夷隅郡岬町桑田
（30,731m2）

たのくろ里山保存
たのくろ里山保存会里山活動協定
14 安房 会
間伐・保育、自然観察、環境教育等
代表者 渡邊俊彦

安房郡千倉町川戸柏尾574
（23,107m2）

森林整備、作業路整備、農作業の援
助等

南房総市大井（9,448m2）

15 安房 （協定期間満了）

ちば千年の森をつ 法人の森協定
16 君津 くる会
森林整備、景観・環境整備、森林環
代表 真鍋昌義
境教育、付帯施設整備

君津市豊英旧倉沢字古川
632-1他1筆（66,180m2）

【平成16年3月24日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

17 千葉 （協定期間満了） 間伐、保育、環境学習等

1

目的となる土地の所在
（面積）
千葉市若葉区中野町
（4,950m2）

18 千葉 （協定期間満了） 天然林の改良、環境学習等

市原市水沢（12,800m2）

酒々井里山フォー
酒々井馬橋地区里山活動協定
19 印旛 ラム
間伐、保育、環境学習等
代表 小山端

印旛郡酒々井町馬橋字場々
67番1他1筆（11,140m2）

20 海匝

アルカディアの会 アルカディア里地里山活動協定1
代表者 薄葉栄策 下刈、除伐、間伐、歩道整備等

八日市場市大寺字西谷1764
番地他2筆（10,531m2）

21 海匝

アルカディアの会 アルカディア里地里山活動協定2
代表者 薄葉栄策 下刈、除伐、間伐等

八日市場市大寺字北ノ谷978
番1他1筆（1,417m2）

22 山武 （協定期間満了） 植栽、下刈、環境教育

山武郡山武町沖渡
（9,903m2）

【平成16年9月17日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

23 君津 （協定期間満了） 下刈、植栽等

君津市上新田（10,960m2）

24 千葉 （協定期間満了） 間伐、保育、地域環境学習等

市原市深城（10,614m2）

【平成16年12月6日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

25 東葛飾 （協定期間満了） 森林整備、自然観察、社会教育等

柏市大青田（5,801m2）

谷当グリーンクラ 谷当グリーンクラブ里山活動協定
26 千葉 ブ
間伐等森林整備、自然観察、炭焼
代表者 金親博榮 き、山菜・きのこ栽培等

千葉市若葉区谷当町947-1他
1筆（15,777m2）

【平成17年3月17日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

27 千葉 （協定期間満了）

遊歩道の整備、下草刈、環境教育、
除間伐、炭焼き体験

市原市水沢字（18,160m2）

28 夷隅 （協定期間満了）

森林整備、自然観察、環境教育、山
菜・きのこ栽培等

夷隅郡大多喜町葛藤
（6,438m2）

29 山武 （協定期間満了）

サンブスギ溝腐病駆除、植栽、保育
等森林整備

山武郡山武町戸（1,254m2）

ボランティア集団やまと里山活動協
ボランティア集団
定
30 香取 やまと
森林整備、間伐、保育、炭焼き、山
会長 野平和男
菜・きのこの栽培

香取郡山田町新里字近江谷
1461番1他2筆（5,910m2）

31 東葛飾 （協定期間満了） 植栽、保育等の森林保全・管理

船橋市鈴身町（6,334m2）

「リコー千葉ふれ
あいの森」若葉区
32 千葉
下泉里山保全の会
代表者 杉田義勝

千葉市若葉区下泉町649番2
他2筆（2,812m2）

「リコー千葉ふれあいの森」若葉区
下泉里山保全の会里山活動協定
森林整備、間伐、保育、自然観察、
環境教育
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33 印旛 （協定期間満了）

森林整備、間伐、保育、自然観察、
環境教育、山菜・きのこ栽培等

成田市前林（38,736m2）

【平成17年3月31日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

34 印旛 （協定期間満了） 森林整備、遊歩道整備、自然観察等

八街市用草（41,754m2）

酒々井里山フォー 酒々井西井戸地区里山活動協定
35 印旛 ラム
森林整備、間伐、保育、自然観察、
代表 小山端
環境教育、きのこ栽培等

印旛郡酒々井町酒々井字西
井戸1番1他13筆（14,195m2）

36 香取 （協定期間満了）

森林整備、間伐、保育、自然観察、
環境教育、山菜・きのこ栽培等

香取郡神崎町古原甲
（9,411m2）

37 香取 （協定期間満了）

森林整備、間伐、保育、自然観察、
環境教育、山菜・きのこ栽培等

香取郡神崎町古原甲
（26,268m2）

桜宮自然公園をつ 桜宮自然公園をつくる会里山活動協
38 香取 くる会
定
会長 小川多喜二 景観整備、自然観察会等

香取郡多古町染井字仲峯916
番2他3筆（8,119m2）

【平成17年8月25日認定】
番号 地域

里山活動団体名

39 印旛 （協定期間満了）

里山活動協定の名称及び
活動内容
草刈り、植栽、つる切り、歩道整
備、カブトムシ飼育、竹炭焼き

40 山武 （協定期間満了） 自然観察や環境教育、きのこ栽培

目的となる土地の所在
（面積）
佐倉市岩名（7,061m2）
山武郡山武町武藤
（22,836m2）

【平成17年11月22日認定】
里山活動協定の名称及び
活動内容
（特非）ちば森づ ちば森づくりの会富田地区里山活動
41 千葉 くりの会
協定
理事長 林隆通
植栽、保育及び除間伐等の森林整備
成田里山づくりの 「成田里山づくりの会」活動協定
42 印旛 会
間伐、保育、農作業体験、自然観
代表 大野博之
察、環境教育

番号 地域

里山活動団体名

（特非）ユース・
サポート・セン
法人の森協定
43 千葉
ター・友懇塾
森林整備、森林環境教育
理事長 井内清満

目的となる土地の所在
（面積）
千葉市若葉区富田町694番他
6筆（25,635m2）
成田市畑ケ田字四向74番1
（7,547m2）
市原市水沢字釜掘656番の一
部他6筆（26,200m2）

44 山武 （協定期間満了）

森林整備、竹等伐採木の炭焼き、自
然観察、環境教育

山武郡芝山町山中
（1,000m2）

45 印旛 （協定期間満了）

森林整備、間伐、保育、自然観察、
環境教育、山菜及びきのこ栽培

成田市野毛平（13,794m2）

四街道プレーパー
どんぐりの森里山活動協定
46 印旛 クどんぐりの森
下刈、伐採、自然観察会、森遊び
代表 古川美之
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四街道市和良比字中山690
（4,026m2）

【平成17年12月20日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

47 香取 （協定期間満了） 下草刈り、間伐、枝打ち及び伐竹

香取郡東庄町小南
（4,379m2）

48 夷隅 （協定期間満了） 自然観察や環境教育、きのこ栽培

いすみ市山田（40,288m2）

【平成18年3月9日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

49 香取 （協定期間満了）

間伐、保育、自然観察、環境教育、
炭焼き、きのこ栽培

香取市新里（3,070m2）

50 長生 （協定期間満了）

植栽、除伐、間伐、下草刈り、自然
観察会、きのこ栽培

長生郡長柄町針ヶ谷
（7,185m2）

桜の里岡谷をつく 岩船岡谷地区里山活動協定
51 夷隅 る会
間伐及び保育、桜、水仙及び彼岸花
会長 吉田巌
の植栽並びに撫育

いすみ市岩船字竹ノ口1044
番他16筆（20,144m2）

52 君津 （協定期間満了）

間伐、保育、ハイキングコースの維
持管理、自然観察、環境教育

木更津市真里谷（17,087m2）

53 君津 （協定期間満了）

古代米栽培、植林、保育、生態系の
調査

木更津市真里谷（28,517m2）

【平成18年3月24日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

船橋市神保町（26,286m2）

54 東葛飾 （協定期間満了） 植栽、保育

55 印旛 （協定期間満了）

目的となる土地の所在
（面積）

植栽、除伐、下草刈り、竹の除去、
環境学習

成田市船形（29,441m2）

【平成18年11月24日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

56 東葛飾 （協定期間満了） 植栽、保育

船橋市大神保町（21,203m2）

（特非）ちば里山 大青田地区里山活動協定（新田原）
57 東葛飾 トラスト
森林整備、景観整備、自然観察、環
理事長 根本利治 境教育、野外活動を通じた社会教育

柏市大青田字新田原362番
（9,663m2）

58 山武 （協定期間満了）

植栽、保育、間伐、自然観察会、環
境教育活動

おおあみ里やまの
山林使用協定
59 山武 会
植栽、保育、間伐
会長 佐々木啓祐
保育、間伐、自然観察、環境教育、
60 香取 （協定期間満了） 農作業の援助、山菜・キノコの栽
培、木炭・竹炭の製造
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山武市早船（20,712m2）
山武郡大網白里町小西字川
向457番他2筆（3,528m2）
香取市丁子字取代479番他8
筆（14,465m2）

【平成19年1月18日認定】
里山活動協定の名称及び
活動内容
「おとずれ山の会」里山活動協定
おとずれ山の会
61 君津
森林整備、景観整備、自然観察、環
代表 高橋順子
境教育、山菜等の栽培等
森林整備、景観整備、ハイキング
62 君津 （協定期間満了） コースの維持管理、自然観察、環境
教育、古墳群化石群の保護管理

番号 地域

里山活動団体名

63 君津 （協定期間満了）

貴重野生動植物の保全、古代米、イ
モ類の栽培、森林整備

64 君津 （協定期間満了） 竹林整備、貴重野生動植物の保全
65 印旛 （協定期間満了）

草刈、間伐、炭焼き、竹の除伐、植
樹

目的となる土地の所在
（面積）
木更津市真里谷字音信山
5654番38（22,990m2）
木更津市真里谷（17,110m2）
木更津市真里谷（30,761m2）
木更津市真里谷字島越台
5311番の1他4筆（23,916m2）
八街市八街（22,785m2）

【平成19年3月13日認定】
番号 地域

里山活動団体名

66 安房 （協定期間満了）

里山活動協定の名称及び
活動内容
森林整備、景観整備、自然観察、環
境教育

目的となる土地の所在
（面積）
鴨川市平塚（13,093m2）

67 長生 （協定期間満了） 下刈、枝打

長生郡長柄町山之郷
（13,518m2）

68 君津 （協定期間満了） 植林、下刈

君津市奥米（14,800m2）

いちはら里山クラ 古敷谷里山活動協定
69 千葉 ブ
杉林の整備、景観整備、ビオトープ
代表 風間俊雄
の整備、自然観察、環境教育等

市原市古敷谷元本郷飛地字
五駄畑1703番1他4筆
（11,877m2）

70 東葛飾 （協定期間満了）

森林整備、景観整備、自然観察、環
境教育、野外活動を通じた社会教育

船橋市豊富町（8,522m2）

【平成19年5月8日認定】
里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

71 印旛 （協定期間満了） 森林整備、自然観察、環境教育

印旛郡酒々井町今倉新田
（10,037m2）

72 山武 （協定期間満了） 森林整備、森林施業の技術研修

山武市下布田名代128番1他3
筆（1,571m2）

番号 地域

里山活動団体名

73 千葉 （協定期間満了）

森林整備、環境整備、自然観察、環
境学習、環境保全活動の普及及びPR

市原市天羽田（26,900m2）

【平成19年7月31日認定】
番号 地域

里山活動団体名

74 印旛 （協定期間満了）

里山活動協定の名称及び
活動内容
森林整備、景観整備、自然観察、環
境教育、山菜・きのこ栽培
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目的となる土地の所在
（面積）
成田市倉水（10,568m2）

75 千葉 （協定期間満了）

竹林整備、景観整備、自然観察、環
境教育等

市原市能満（6,602m2）

76 山武 （協定期間満了）

植栽、森林整備、自然観察、環境教
育、きのこ栽培

山武市早船（11,673m2）

77 安房 （協定期間満了）

森林整備、景観整備、自然観察、環
境教育、山菜・きのこ栽培

鴨川市主基西（7,486m2）

【平成19年12月10日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

船橋市豊富町（9,168m2）

78 東葛飾 （協定期間満了） 植栽、保育等
79 君津 （協定期間満了）

80 海匝

森林整備、景観整備、自然観察、環
境教育、野外活動を通じた社会教育

アルカディアの会 アルカディア里地里山活動協定3
代表者 薄葉栄策 竹林伐採整備

81 印旛 （協定期間満了）

目的となる土地の所在
（面積）

森林整備、景観整備、自然観察、環
境教育、野菜・きのこ栽培

君津市山滝野（27,086m2）
匝瑳市大寺字久下内1731番3
（4,380m2）
佐倉市飯重（2,953m2）

【平成20年2月6日認定】
番号 地域

里山活動団体名

82 香取 （協定期間満了）

里山活動協定の名称及び
活動内容
森林整備、景観整備、自然観察、環
境教育等

（特非）水と森と
成田市吉岡宿並の森里山活動協定
人とIN神崎
83 印旛
森林整備、景観整備、自然観察、環
理事長 木内兵太
境教育、山菜・きのこ栽培
郎
竹林（森林を含む）整備、景観整
84 印旛 （協定期間満了） 備、自然観察、環境教育、竹林セラ
ピーの実践

目的となる土地の所在
（面積）
香取市新里（1,536m2）
成田市吉岡字宿並5番4他10
筆（7,911m2）
成田市竜台（10,515m2）

【平成20年3月4日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

85 山武 （協定期間満了） 森林整備、森林施業の技術研修

目的となる土地の所在
（面積）
山武市沖渡（15,598m2）

森林整備、景観整備、自然観察、環
境教育、山菜・きのこ栽培

香取郡神崎町古原
（7,000m2）

87 長生 （協定期間満了） 森林整備、景観整備、農作業の援農

長生郡長柄町刑部
（8,523m2）

86 香取 （協定期間満了）

【平成20年7月17日認定】
番号 地域

里山活動団体名

88 印旛 （協定期間満了）

里山活動協定の名称及び
活動内容
森林整備、自然観察、環境教育、山
菜・きのこ栽培

6

目的となる土地の所在
（面積）
四街道市南波佐間
（8,469m2）

89 印旛 （協定期間満了）

森林整備、自然観察、環境教育、山
菜・きのこ栽培、農作業の援農

八街市小谷流（3,761m2）

90 千葉 （協定期間満了）

森林整備、自然観察、環境教育、看
板等の設置

千葉市若葉区谷当町
（3,763m2）

91 東葛飾 （協定期間満了） 森林整備、自然観察、きのこ栽培

船橋市神保町（4,338m2）

（特非）地球緑化
センター自主活動
東国吉の里山整備活動に関する協定
グループふれあい
92 千葉
森林整備、自然観察、環境教育、安
千葉
全教育
代表世話人 藤崎
義雄

市原市東国吉字大茶891番1
他6筆（40,824m2）

【平成21年1月22日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

93 山武 （協定期間満了） 間伐、下草刈り、植樹、遊歩道整備

山武市麻生新田（8,000m2）

94 山武 （協定期間満了） 間伐、下草刈り、植樹、遊歩道整備

山武市板川（85,779m2）

風呂の前里山保存
95 千葉 会
代表 中山ミヨ子
風呂の前里山保存
96 千葉 会
代表 中山ミヨ子

風呂ノ前カタクリ里山活動協定
カタクリ群落地の復元及び自生する
希少山野草の保護・保育他

市原市喜多字風呂ノ前524番
他1筆（3,235m2）

アブラチャン里山活動協定
間伐、保育、自然観察、環境教育

市原市喜多字山ノ下526番他
1筆（3,503m2）

97 東葛飾 （協定期間満了）

間伐、保育、植栽苗木の保育管理、
きのこの栽培、自然観察等

船橋市神保町（13,172m2）

98 印旛 （協定期間満了）

間伐、保育、自然観察、環境教育、
山菜及びきのこの栽培

成田市青山（10,666m2）

99 東葛飾 （協定期間満了） 下刈り、除伐、剪定

松戸市高塚新田（724m2）

【平成21年3月10日認定】
番号 地域
100 印旛

里山活動団体名
印西市商工会
会長 川村一幸

里山活動協定の名称及び
活動内容
印西市村商工会平賀里山活動協定
間伐、保育、木炭及び竹炭の製造、
竹等林産物の利用、自然観察、環境
教育

目的となる土地の所在
（面積）
印西市平賀字古井戸前897番
1他1筆（5,378m2）

101 東葛飾 （協定期間満了）

間伐、保育、自然観察、環境教育、
山菜及びきのこの栽培

船橋市鈴身町（4,361m2）

アクション・グ
102 君津 リーン
代表 多田知子

川原井里山活動協定
間伐、保育、自然観察、環境教育、
山菜及びきのこの栽培、史跡の研究
及び保護

袖ケ浦市川原井字谷の内
1151番他1筆（1,718m2）
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【平成21年6月30日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

（特非）水と森と
成田市吉岡矢ノ作の森里山活動協定
人とIN神崎
103 印旛
間伐、保育、自然観察、森林環境教
理事長 木内兵太
育、山菜及びきのこの栽培
郎
104 印旛 （協定期間満了）

105 君津

間伐、保育、自然観察、環境教育、
山菜及びきのこの栽培

里山活動協定
きさらづ里山の会
間伐、保育、自然観察、環境教育、
代表 高橋邦夫
山菜及びきのこの栽培、炭焼き

目的となる土地の所在
（面積）
成田市吉岡字屋敷浦113番6
他6筆（11,189m2）
四街道市南波佐間
（9,117m2）
木更津市笹子犬成両村新田
天ヶ作290番1他1筆
（13,121m2）

【平成22年3月1日認定】
番号 地域

里山活動団体名

（特非）ちば森づ
106 千葉 くりの会
理事長 林隆通
（特非）ちば森づ
107 千葉 くりの会
理事長 林隆通
いちはら里山クラ
108 千葉 ブ
代表 風間俊雄
いちはら里山クラ
109 千葉 ブ
代表 風間俊雄
110 香取 （協定期間満了）

里山活動協定の名称及び
活動内容
ちば森づくりの会佐和・高根地区里
山活動協定
植栽、保育、除間伐等の森林整備作
業
ちば森づくりの会小倉地区里山活動
協定
植栽、保育、除間伐等の森林整備作
業
高坂里山活動協定
間伐、保育、下草刈り、自然観察、
環境教育、たけのこの採掘
天羽田里山活動協定
間伐、保育、下草刈り、自然観察、
環境教育、たけのこの採掘
間伐、伐竹、保育、自然観察、環境
教育、山菜及びきのこの栽培、炭焼
き、たけのこの採掘

目的となる土地の所在
（面積）
千葉市若葉区佐和町204番1
他8筆（21,965m2）
千葉市若葉区小倉町1500番1
他2筆（23,194m2）
市原市高坂字内畑364番他1
筆（4,154m2）
市原市天羽田字坂口1154番1
他1筆（8,347m2）
香取市五郷内辺田々
（2,346m2）

111 安房 （協定期間満了）

保育、自然観察、環境教育、山菜及
びきのこの栽培

鴨川市下小原（11,114m2）

112 安房 （協定期間満了）

保育、自然観察、環境教育、山菜及
びきのこの栽培

鴨川市主基西（4,776m2）

【平成22年6月23日認定】
番号 地域

里山活動団体名

113 印旛 （協定期間満了）

里山活動協定の名称及び
活動内容
間伐、保育、自然観察、環境教育、
山菜及びきのこの栽培

114 山武 （協定期間満了） 森林整備、森林施業の技術研修

目的となる土地の所在
（面積）
成田市成井（2,884m2）
山武市沖渡（9,903m2）

【平成22年11月25日認定】
番号 地域

里山活動団体名

115 君津 （協定期間満了）

里山活動協定の名称及び
活動内容
間伐、保育、自然観察、環境教育、
山菜及びきのこの栽培

8

目的となる土地の所在
（面積）
木更津市真里谷（1,000m2）

【平成23年4月21日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

（特非）水と森と
成田市大慈恩寺の森里山活動協定
人とIN神崎
116 印旛
間伐、保育、自然観察、森林環境教
理事長 木内兵太
育
郎
「成田癒しの里山」活動協定
飯島興業株式会社
間伐、保育、自然観察、環境教育、
117 印旛 代表取締役社長
たけのこ及びきのこの栽培、竹を利
飯島健司
用した各種工作等の教室

目的となる土地の所在
（面積）
成田市吉岡境外176番他2筆
（3,203m2）
成田市十余三字瓜生池59番
122（9,579m2）

【平成23年5月20日認定】
番号 地域
118 印旛

里山活動団体名
四街道里山の会
会長 熊捕照雄

里山活動協定の名称及び
活動内容
四街道里山活動協定
植栽・保育等の森林整備、森林施業
の技術研修

目的となる土地の所在
（面積）
四街道市鹿渡字木戸場1126
番1他1筆（2,293m2）

【平成23年6月21日認定】
里山活動協定の名称及び
活動内容
中台里山活動協定
（特非）竹研究会 竹林（森林を含む）整備、景観整
119 印旛
理事長 田代武男 備、自然観察、環境教育、竹林セラ
ピーの実践

番号 地域

里山活動団体名

目的となる土地の所在
（面積）
四街道市中台字長堀652番1
（3,024m2）

【平成23年9月6日認定】
里山活動協定の名称及び
活動内容
里山を歩く会里山活動協定
里山を歩く会
120 君津
間伐・保育、自然観察、景観整備、
代表者 若本重男
竹を活用した遊具等の作品展示

番号 地域

里山活動団体名

目的となる土地の所在
（面積）
袖ケ浦市久保田字箕輪坂
2751番1（2,267m2）

【平成24年3月4日認定】
里山活動協定の名称及び
活動内容
（特非）環境リ
「Present Tree for さんむ 日向の
レーションズ研究 森」森林整備協定
121 山武
所
植栽及び下刈等の保育管理、識別プ
理事長 鈴木敦子 レート及び看板の設置等

番号 地域

里山活動団体名

目的となる土地の所在
（面積）
山武市森字朏台1542番、
1543番2合併他11筆
（18,400m2）

【平成25年1月11日認定】
番号 地域

里山活動団体名

里山活動協定の名称及び
活動内容

目的となる土地の所在
（面積）

（特非）千葉大学
「"K"LINEの森猿待塚」里山活動協定 山武郡芝山町菱田字猿待塚
122 山武 環境ISO学生委員
間伐、保育、自然観察、環境教育
1356番1ほか2筆（11,756m2）
会
【平成25年6月6日認定】
番号 地域
123 君津

里山活動団体名
房総森輪会
代表 岡部正史

里山活動協定の名称及び
活動内容
房総森輪会里山活動協定
景観整備、森林施業の技術習得、管
理路網の作設及びパトロール

9

目的となる土地の所在
（面積）
袖ケ浦市林字中兵749番ほか
29筆（169,599m2）

【平成26年5月23日認定】
番号 地域

里山活動団体名

フォレストセイ
124 君津 バー研究所
総代表 林哲久

里山活動協定の名称及び
活動内容
君津大鷲ベルリンの森里山活動協定
間伐、保育、自然観察、環境教育、
山菜及びきのこの栽培

目的となる土地の所在
（面積）
君津市大鷲新田字東坊主越5
番ほか15筆（26,781m2）

【平成27年10月26日認定】
番号 地域
125 安房

里山活動団体名
（特非）GANAZO
理事 岡田信之

里山活動協定の名称及び
活動内容
奥津城歴史と冒険の森里山活動協定
森林及び遊歩道の整備、間伐、保
育、史跡の保存、案内看板及び冒険
遊び場の設置

目的となる土地の所在
（面積）
勝浦市興津字要害806番ほか
13筆（5,246m2）

【平成28年11月18日認定】
里山活動協定の名称及び
活動内容
いちはら里山クラ 立野里山活動協定
126 千葉 ブ
間伐、保育、下草刈り、自然観察、
代表 風間俊雄
環境教育、竹林整備

番号 地域

里山活動団体名

目的となる土地の所在
（面積）
市原市立野字関田台282番1
（4,295m2）

【平成29年2月16日認定】
里山活動協定の名称及び
活動内容
市原市福増地区里山活動協定
地域応援団川島会 間伐、保育、自然観察、環境教育、
127 千葉
代表 川島良雄
山菜やきのこの採取、栽培等の自然
体験活動

番号 地域

里山活動団体名

注1：里山活動団体名の（特非）は、「特定非営利活動法人」の略です。
注2：目的となる土地の市町村名は、認定時の市町村名を記載しています。
注3：表の左上に記載している年月日は、初回認定時の認定年月日です。

10

目的となる土地の所在
（面積）
市原市福増字大久保441番ほ
か9筆（25,100m2）

