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第１ 開催概要 

 

１．「KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2020」開催概要 

 

(１) 名 称 

KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2020 

－木更津オーガニックシティフェスティバル 2020－ 

 

(２) 概 要 

11 月 3日の市民の日を「オーガニック・デイ（オーガニックの日）」と位置づけ、

オーガニックシティフェスティバル 2020 を同日開催イベントと連携して開催し、

オーガニックシティの祭典「ORGANIC DAY KISARAZU～オーガニックシティきさらづ

をもっと育てる日～」という形で一体性を出し、オーガニックなまちづくりの推進

を図りました。 

KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2020は「笑顔の花咲く種をまこう！」をテー

マに、未来を生きる子供たちに今、私たちができることは何かを考え、ワークショ

ップやミニセミナー、ミュージックライブ、ファーマーズマーケットなど、幅広い

世代に親しんでいただけるようなイベントとして開催しました。 

コロナ禍での開催ということで、人数制限や事前登録制、マスクの着用、入場時

の検温、消毒の実施など様々な感染症予防対策を講じて開催しました。 

   当日会場に来られない方々のために、会場の様子や各イベント・ワークショップ

等のライブ配信を行いました。 

 

【ORGANIC DAY KISARAZU 開催イメージ図】 

ORGANIC DAY KISARAZU 

～オーガニックシティきさらづをもっと育てる日～ 

KISARAZU ORGANIC CITY 

FESTIVAL 2020（潮浜公園） 

 

・オーガニックなまちづくり 

エリア 

・GLOCAL HAPPINESS エリア 

ORGANIC DAY KISARAZU関連イベント（市内各所） 

 

・木更津恋物語冬花火 in恋人の聖地／中の島大橋 

・人参湯夜間点燈 

・きさらづフェス 2020（イオンモール木更津） 
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(３) 日 時 

2020年 11 月 3日（火） 

9:30～15:00（オーガニックなまちづくりエリア） 

9:30～15:30（GLOCAL HAPPINESSエリア） 

 

(４) 会 場 

潮浜公園（千葉県木更津市潮浜 1-12） 

 

(５) 主 催 

木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会 

オーガニックライフ推進協議会 

木更津市 

 

(６) 協賛 

株式会社ジェイコム千葉 木更津局 

丸久化学株式会社 

 

(７) 協力 

イオンモール木更津 

株式会社エコス 

一般社団法人木更津港湾愛護協会 

木更津商工会議所 

木更津市総合卸商業団地協同組合 

株式会社協同建設 

味処 宝家 

千葉日産自動車株式会社 

日産自動車株式会社 

日産プリンス千葉販売株式会社 

日東交通株式会社 

ハナダ電機技術工業 

（五十音順） 
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(８) プログラム 

① ステージイベント 

9:30～9:40 

■房総楽竹団 with れんこんクラブ 「證誠寺の狸囃子」 

9:45～10:20 

■房総楽竹団 LIVE 

10:30～11:30 

■試食を交えた体験型トークショー ～オーガニックでエシカルなまちづくり～ 

 木更津市長×ジョンべリス×中島デコ×Yae 

12:00～13:10 

■GOCOO LIVE 

13:40～14:30 

■Yae LIVE 

15:00～15:30  

■小林徹也 LIVE 
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② オーガニックなまちづくりエリア 

「オーガニックなまちづくり」を楽しみながら学ぶことができる体験型・参加型

のイベントエリアです。 

 

内容【出展者名】 

・消防ひろば【木更津市消防本部警防課】 

・スポーツ×防災タイムアタック【木更津市危機管理課、木更津市スポーツ振興課】 

・ブルーベリーの育て方セミナー【木更津市市民活動支援課、木更津市観光ブルー

ベリー園協議会】 

・パラスポーツ車イス体験・ミサンガ教室・ホストタウン紹介・スケートボード教

室/チーバくんミニミニワークショップ【2020年東京オリンピック・パラリンピ

ック木更津市推進協議会/千葉県オリンピック・パラリンピック推進局】 

・薪割り体験【BESS 木更津】 

・竹で炊く竹ごはんワークショップ【オーガニックシティプロジェクト検討会議】 

・土の給食～学校給食から生まれた肥料～の無料配布【木更津市学校給食課】 

・遊具広場・おもちゃ作りワークショップ【ハックルベリー】 

・自然×利便性のまち木更津で暮らそうプロジェクト【木更津市住宅課】 

・電気自動車による出展ブースへの電源供給【ハナダ電機技術工業、千葉日産自動

車株式会社、日産プリンス千葉販売株式会社、日産自動車株式会社】 

・１分おむすびの販売【１分おむすび】 

・落花生の販売【株式会社かずさ屋】 

・「らづ Fit」を使ったウォーキング講座【木更津市健康推進課】 

・アクアコインチャージ所・PRブース【木更津市産業振興課、君津信用組合】 

・リサイクルフェア２０２０【木更津市まち美化推進課】 

・COOL CHOICE～いま地球にできること【木更津市環境管理課】 

・ばら干し海苔のお味噌配布・海苔の販売【金田漁業協同組合】 

・海苔すき体験【金田の浜活性化協議会】 

・日本の知恵～子どものあそび～【千葉県立木更津東高等学校家政科】 

・KIFAフォトコンテスト【木更津市国際交流協会】 

・アフリカの大地の恵み By Smile of Africa【MY DEAR 株式会社】 

・オーガニックナシゴレン弁当の販売【JY Global 株式会社】 

・アジア料理の販売【ハラールレストランシディーク】 

・親子で作るハーバリウム【オーガニックシティプロジェクト検討会議】 

・みらいラボフェス：ブルーベリーを使った商品の販売【NPO法人一粒舎】 

・みらいラボフェス：コロナ対策商品の販売【気学を楽しむ会】 

・みらいラボフェス：子供縁日（スーパーボールすくい）【房総コミュニティネット
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ワーク】 

・みらいラボフェス：手作りマスク・小物販売【NPO 法人木更津イルカ計画】 

・みらいラボフェス：こころの病を抱えた方が制作した商品の販売【たぬき工房】 

・みらいラボフェス：子供縁日（射的）【みなとまちなか Friend ship】 

・みらいラボフェス：手作り手芸品の販売【ワンデイシェフかんでんち】 

・みらいラボフェス：ボクササイズ【木更津健康寿命研究会】 

・みらいラボフェス：腰痛予防体操とグッズの紹介【一生涯歩ける身体作りの会】 

・謎解きクエスト～勇者キサからの手紙～【木更津市役所アナログゲーム部 たぬ

きのはっぱ】 

・児童・生徒による税に関する作品展【木更津税務懇話会】 

・DNA研究のストラップ製作・発表【千葉県立木更津高等学校】 

 

【主なエリア】 

a.ワークショップゾーン 

b.多文化共生ゾーン 

c.スポーツゾーン 

d.地球にやさしいゾーン 

e.みらいラボフェス 

 

③ GLOCAL HAPPINESSエリア 

添加物や白砂糖を使用せず、素材そのもののおいしさを堪能できる飲食店が集ま

る「かずさファーマーズマーケット」や多数のアーティストの「ミュージックラ

イブ」など、オーガニック＆ナチュラルや地産食材など、食と音楽をテーマとし

たエリアです。 

 

【主なエリア】 

a.ステージゾーン 

b.食の手触り体験ゾーン 

c.楽器体験ゾーン 

d.ボール遊びゾーン 

 

(９) 入場料 

  無料 
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(10) 広 報 

イベントポスター・チラシの配布（市内小・中学校、市内及び近隣市幼稚園・保

育園、関係企業・団体等）、市広報紙及び HP、WEBサイト、Facebook、Twitter、

Instagram、地域メディア（ラジオ）、新聞、J:COM など 

 

(11) 駐車場 

【来場者用】潮浜公園西側駐車場（小さなお子さん連れ、お体の不自由な方、妊産

婦専用）、潮浜公園第二駐車場（お体の不自由な方、妊産婦専用）、木

更津市役所旧庁舎駐車場、木更津商工会館、イオンモール木更津 G駐

車場の一部 

【関係者用】木更津市下水処理場、卸売団地 

 

【無料シャトルバスの運行】 

 市バス（４０人乗り）２台 

日東交通中型バス１台 

日鉄マイクロバス３台  

（木更津駅みなと口・イオンモール木更津・木更津市役所旧庁舎駐車場を周回） 

 

(12) 事務局 

木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会事務局 

  （木更津市企画部地方創生推進課オーガニックシティ推進係） 
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第２ 実施結果 

 

１．全体事項 

・来場者数 

約６,５００人 

 

２．実施結果 

消防ひろば 

「こども消防車の放水体験」「防火服着装体験」「15Mはしご車の搭乗体験」「救助工

作車の展示」「救急車の展示」「消防車の展示」を行いました。 

 

（１）団体等名：木更津市消防本部警防課 

 

（２）従事者数：２６名 

（消防署員 ２０名、警防課員 ６名） 

 

（３）参加費：無料 

 

（４）来場者数：約１，０００人 
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スポーツ×防災タイムアタック 

防災とスポーツを融合し、有事の際に役立つような内容で競技性を持たせて楽しく学

ぶイベントです。段ボールキャタピラーや防災クイズ、防災リュックの体験、障害物走

破などを実施しました。ゴール付近には防災関連グッズの展示も行いました。 

参加者にはブルーシートで作成したエコバッグに賞味期限間近の飲料水やビスケッ

ト、カイロなどを入れて渡し、同時に「らづポイント」の配布も行いました。 

 

（１）団体等名：木更津市危機管理課、木更津市スポーツ振興課 

 

（２）従事者数：９人 

（スポーツ振興課：４人、危機管理課：３人、外部従事者：２人） 

 

（３）参加費：無料 

 

（４）来場者数：約１９０人 
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ブルーベリーの育て方セミナー 

令和２年度わたしの街みどりづくり事業（緑の募金を原資とした市町村還元事業）と

して、本市の名産であるブルーベリーの苗木２本セット及び啓発チラシ等を配布し、育

て方セミナーを開催しました。セミナーは午前及び午後の計２回開催し、１７１名の参

加がありました。また、苗木は２本９０セット（合計１８０本）を配布しました。 

 

（１）団体等名：木更津市市民活動支援課、木更津市観光ブルーベリー園協議会 

 

（２）従事者数：７名 

   （市民活動支援課職員：５名、木更津市観光ブルーベリー園協議会：２名） 

 

（３）来場者数：１７１名 
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パラスポーツ車いす体験、ミサンガ教室、ホストタウン紹介、  

スケートボード教室、チーバ君ミニミニワークショップ 

車イステニス、パラ陸上用車いす、通常の車イスに乗車し、違いを体験してもらいま

した。また、木更津市がナイジェリアのホストタウンであることの紹介を行い、オリン

ピック種目であるスケートボードを普及するため、プロスケーターを呼び教室及びデモ

ストレーションを開催しました。 

千葉県オリンピック・パラリンピック推進局と協力し、オリパラ千葉県開催種目の告

知及びチーバ君しおりのワークショップを実施しました。 

 イオンモールではナイジェリアの国旗である緑と白を基調としたミサンガの作り方

教室を実施しました。 

 

（１） 団体等名：2020年東京オリンピック・パラリンピック木更津市推進協議会 

千葉県オリンピック・パラリンピック推進局 

 

（２） 従事者数           合計 １１人 

パラスポーツ車いす体験 ５人 

ミサンガ教室 １人 

ホストタウン紹介 １人 

スケートボード教室 １人 

チーバ君ミニミニワークショップ ３人 

 

（３）来場者数：２５０人 
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薪割り体験 

 斧やキンドリングクラッカーを使って、薪割・焚火の体験をしていただきました。ま

たハンモックなどを配置して、リラックスできる空間を提供しました。 

 

（１） 団体等名：BESS木更津 

 

（２） 従事者数： 

８：００～ ２人 

１２：００～ ３人  

 

（３）来場者数：約３００人 

 

竹で炊く竹ごはんワークショップ 

現在、市内小中学校の学校給食への提供に向けて取り組んでいる有機米の生産促進の

取組や、農村部で問題となっている放置竹林の問題を多くの方に知ってもらうため、竹

でお米を炊き、食べるワークショップを行いました。 

 

（１）団体等名：オーガニックシティプロジェクト検討会議 

 

（２）従事者数：８人 

 

（３） 参加費：５００円 

（小学生未満は無料） 

    ※小学生以下の参加者は、大人と同伴で参加 

 

（４） ワークショップ体験人数： 

５１人（大人２２人、子ども２９人） 
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土の給食～学校給食から生まれた肥料～の無料配布 

用意した『ちらし、液肥 100本』は、午前中に配布終了しました。事前の出展情報か

ら本ブースに立ち寄る来場者もいました。 

装飾は、手作りの紙製野菜、野菜の置物、きさポンのぬいぐるみ等、子どもに興味の

ありそうなものとしたことで、家族連れには効果的でした。 

 

（１）団体等名：木更津市学校給食課 

 

（２）従事者数：３人  

 

（３） 来場者数：１２０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊具広場・おもちゃ作りワークショップ 

遊具の設置（モンキーブリッジ、ハンモック、ブランコ、ロープ登りなどの遊具設

置、竹の滑り台、ジャンボシャボン玉、どんぐりパチンコ）及び、手作りおもちゃの

販売を行いました。 

 

（１）団体等名：ハックルベリー 

 

（２）従事者数：前日遊具設置  ６人 

当日スタッフ １０人 
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自然×利便性のまち木更津で暮らそうプロジェクト 

空き家対策の取組みや空き家バンクの紹介、住宅金融支援機構の紹介を行いました。 

 

（１）団体等名：木更津市住宅課 

 

（２）従事者数：３人 

 

（３）来場者数：約５０人 

 

電気自動車による出展ブースへの電源供給 

会場内の出展ブース電源に対して、ハナダ電機技術工業、千葉日産自動車株式会社、

日産プリンス千葉販売株式会社、日産自動車株式会社の電気自動車により、電源供給を

行いました。また、電気自動車（日産リーフ）の展示を行いました。 

 

（１）団体等名：ハナダ電機技術工業、千葉日産自動車株式会社、 

日産プリンス千葉販売株式会社、日産自動車株式会社 

 

（２）従事者数：９人 

 

（３）内容 

・日産リーフの展示 

・電源供給業務 

オーガニックなまちづくりエリア（東側） 日産リーフ１台 

オーガニックなまちづくりエリア（西側） 日産リーフ１台 

（木更津市役所公用車） 

GLOCAL HAPPINESS エリア 日産リーフ２台 

GLOCAL HAPPINESS エリア 

（メインステージ音響） 
eNV200 １台 

 

（４）来場者数：約４０人 
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１分おむすびの販売 

木更津産の農薬不使用米、無添加食材を使用したおむすびを販売しました。 

 

（１）団体等名：１分おむすび 

 

（２）従事者数：１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落花生の販売 

 もっとも「甘味」と「香り」が強い品種と言われている千葉半立種の落花生を無添加・

保存料不使用での販売や、落花生のつかみ取りなどを行いました。 

 

（１）団体等名：株式会社かずさ屋 

 

（２）従事者数：３人 

 

（３）来場者数：約６０人 
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「らづ Fit」を使ったウォーキング講座 

 いきいき館インストラクターと木更津市健康推進課によるウォーキング講座を実施

しました。 

 

（１）団体等名：木更津市健康推進課 

 

（２）従事者数：７名 

 

（３）内容 

・ウォーキング講座（各回３０分程度） 

 

開催時刻 参加者 

１０：００～ ４名 

１３：００～ １０名 

 １４名 

 

・らづポイント（プリペイド）の配布 

 

 

（４）参加人数：１４人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

アクアコインチャージ所・PR ブース 

アクアコインの概要や趣旨等をパネルにより展示し、利用促進を図りました。 

 

（１）団体名等：木更津市産業振興課、君津信用組合 

 

（２）従事者数：４人 

 

（３）内容 

・新規インストールの促進 

２５６件 

（オーガニックなまちづくりエリアとグローカルハピネスエリアとの合算） 

 

・アクアコインへのチャージ 

合計 ３７７，０００円 

      ６１，０００円（１５件） 【オーガニックなまちづくりエリア】 

３１６，０００円（８９件） 【グローカルハピネスエリア】 

 

（３）来場者数：約５０人  
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リサイクルフェア２０２０ 

フードドライブ（食品の回収）、エコドライブシュミレーター、ちばエコスタイル３

Ｒアンケートと小型家電回収を行いました。 

 

（１）団体等名：木更津市まち美化推進課 

 

（２）従事者数：７人 

 

（３）内容 

・フードドライブ＜食品の回収＞   【持参人数 １１名】 

・エコドライブシュミレーター    【体験人数 ４６名】 

・ちばエコスタイル３Ｒアンケート  【回答人数 ７５名】 

  ・小型家電回収           【持参人数 ８名】 

回収した個数：合計９個 

小型家電回収物リスト 

炊飯器 ２個 トースター １個 

ビデオデッキ １個 照明器具 １個 

ヘアアイロン １個 ＦＡＸ  １個 

プリンター １個 フードカッター １個 

 

（４）来場者数：１４０人 
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COOL CHOICE～いま地球にできること 

 気候変動やクールチョイスに関するパネルを展示しました。他に、VR 体験の実施や、ノ

ベルティを配布しました。 

 

（１） 団体等名：木更津市環境管理課 

 

（２） 従事者数：５人 

 

（３）内容 

・パネル展示 

（気候変動周知パネル５枚、クールチョイス活動周知パネル６枚） 

・クイズパネル展示 

（気候変動９問、脱炭素アクション９問） 

・メッセージボード 

（クールチョイス活動で興味のある活動に投票） 

・ノベルティ抽選 

（実施者にノベルティを抽選で配布） 

※マイボトル３０個、レジカゴバッグ５０個、トートバッグ６５個、マイストロ

ー３５個、リユースカップ２０個を配布 

・ＶＲ体験 

（気候変動による近未来の影響５つのストーリーを体験） 

 

（４）来場者数：２００～３００人 
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ばら干し海苔のお味噌汁配布・海苔の販売 

ばら干し海苔のお味噌汁の配布及び乾燥

したばら干し海苔の販売を行いました。 

 

（１） 団体等名：金田漁業協同組合 

 

（２） 従事者数：２人 

 

海苔すき体験 

生海苔を専用器具で１枚１枚丁寧に手すきで行い、簡易的に手動で脱水をしてから最

後に天日干しを行いました。 

 

（１）団体等名：金田の浜活性化協議会 

 

（２）従事者数：５人 

 

（３）来場者数：約１００人 

 

日本の知恵～子どものあそび～ 

昔の子どもの遊びや、染め物の展示、どんぐりこまや、まつぼっくりを使ったツリー

作り、野菜の切り口スタンプを使ってポストカードの制作（体験）、「子どもの発達と保

育」の授業選択者による手遊び歌と秋の絵本の読み聞かせを実施しました。 

 

（１）団体等名：千葉県立木更津東高等学校家政科 

 

（２）従事者数：１９人 

 

（３）来場者数：約１５０人 
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KIFA フォトコンテスト 

景色や観光名所を撮影することで改めて木更津の良さを見つけていく「きさらづ再発

見！」というテーマと、マスクをつけた人々を撮る「私のマスク」というテーマのもと

事前に写真を撮影、当日は来場者による写真の審査を行いました。 

また、広報誌等を ECO バックに入れ無償配布を行いました。 

 

（１）団体等名：木更津市国際交流協会 

 

（２）従事者数：８人 

 

（３）来場者数：約４００人 

 

 

 

 

 

 

 

アフリカの大地の恵み By Smile of Africa 

西アフリカより仕入れた健康茶 KINKELIBA、コーヒー、シアバター、モリンガパウダ

ー、シアバター石鹸などを販売しました。 

 

（１）団体等名：MY DEAR 株式会社 

 

（２）従事者数：２人 

 

（３） 来場者数：約１００人 
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オーガニックナシゴレン弁当の販売 

オーガニックナシゴレン弁当の販売を行いました。 

 

（１）団体等名：JY Global 株式会社 

 

（２）従事者数：２人 

 

（３）来場者数：５０人 

 

アジア料理の販売 

アジア料理の販売を行いました。 

 

（１）団体等名：ハラールレストランシディーク 

 

（２）従事者数：６人 

 

（３）来場者数：約１００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

親子で作るハーバリウム 

木更津に対する興味を深め、木更津を知るきっかけ作りにすると共に、親子の仲を深

めたいとの想いから、親子でハーバリウム作りワークショップを体験してもらいました。 

 参加者の多くが、興味をもって木更津の紹介を聞いていました。親子間で会話しなが

ら、小さい子どもから大人まで楽しむ様子が伺えました。 

 

（１）団体等名：オーガニックシティプロジェクト検討会議 

 

（２）従事者数：９人 

 

（３）来場者数：約４０人 

 

 

（３）来場者数：４０人 
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謎解きクエスト～勇者キサからの手紙～ 

オーガニックなまちづくり及び木更津市の名所や魅力の PR、３R、エシカル消費等、

参加者に楽しんでもらいながら理解を深めてもらう LINE アプリを活用したオリジナル

謎解きイベントを実施しました。 

所要時間は１時間程度で、クリアした参加者にはクリアステッカー、ノベルティを配

布しました。 

 

（１）団体等名：木更津市役所アナログゲーム部 たぬきのはっぱ 

 

（２）従事者数：１２人 

 

（３）来場者数：約３００人 
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児童・生徒による税に関する作品展 

税に関する作品の展示、「花の種」及び「野菜の種」の配布、「マスク」の配布などを

行いました。 

 

（１）団体等名：木更津税務懇話会 

 

（２）従事者数：１６人 

 

（３） 来場者数：約３００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA 研究のストラップ製作・発表 

お子様からご老人まで様々な年齢の方々が積極的にストラップ作りを体験してくだ

さいました。また、千葉県南西部のアサリの形を研究し、その発表の場としました。 

 

（１）団体等名：千葉県立木更津高等学校 

 

（２）従事者数：１１人 

 

（４） 来場者数：約１２０人 
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みらいラボフェス：ブルーベリーを使った商品の販売 

クロワッサンサンド、マフィン、ジャムなどのブルーベリー加工品を販売しました。 

 

（１）団体等名：NPO法人一粒舎 

 

（２）従事者数：２人 

 

（３）来場者数：約２５人 

 

みらいラボフェス：コロナ対策商品の販売 

コロナ対策商品（ハンドクリーム、トリートメント等）の販売を行いました。 

 

（１）団体等名：気学を楽しむ会 

 

（２）従事者数：６人 

 

（３）内容 

・コロナ対策商品の販売 

商品名 売り上げ個数 

ハンドクリーム ７個 

トリートメント ４個 

すみれ苗木 ５個 

 

（４）来場者数：約１５人 

 

みらいラボフェス：子供縁日（スーパボールすくい） 

水槽にスーパーボールを浮かべ、ぽいや釣り具を使って、すくってもらいました。 

 

（１）団体等名：房総コミュニティネットワーク 

 

（２）従事者数：４人 

 

（３）来場者数：約６０人 
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みらいラボフェス：手作りマスク・小物販売 

手作りマスク・エコバッグなどを提供しました。 

 

（１）団体等名：NPO法人木更津イルカ計画 

 

（２）従事者数：３人 

 

（３）来場者数：約５０人 

 

みらいラボフェス：こころの病を抱えた方が制作した商品の販売 

革製品、染物、紙製品の販売を行いました。 

 

（１）団体等名：たぬき工房 

 

（２）従事者数：２人 

 

（３）来場者数：約１５０人 

 

みらいラボフェス：子供縁日（射的） 

射的とくじ引きを出展し、射的はゴム銃を使用し、くじ引きは抽選箱を用いました。

景品は消しゴムやフィギュア、ぬいぐるみ、シールにしました。 

 

（１）団体等名：みなとまちなか Friend ship 

 

（２）従事者数：５人 

 

（３）来場者数：約１２０人（射的体験人数：５８名、くじ引き体験人数：６２名） 
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みらいラボフェス：手作り手芸品の販売 

手作り手芸品の販売を行いました。 

 

（１）団体等名：ワンデイシェフかんでんち 

 

（２）従事者数：５人 

 

（３）来場者数：約２０人 

 

みらいラボフェス：ボクササイズ 

２０～３０分のボクササイズ、ハンドクラップ運動をしていただきました。周りの

方々も一緒に楽しくできました。 

 

（１）団体等名：木更津健康寿命研究会 

 

（２）従事者数：１０人 

 

（３）来場者数：約２０～３０人 

 

 

 

 

 

 

 

みらいラボフェス：腰痛予防体操とグッズの紹介 

高齢者を中心に楽しくみんなでボールと使った、筋トレ・ストレッチ有酸素運動（簡

単ダンス）を実施しました。 

 

（１）団体等名：一生涯歩ける身体作りの会 

 

（２）従事者数：１１人 
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GLOCAL HAPPINESS エリア 

添加物や白砂糖を使用せず、素材そのもののおいしさを堪能できる飲食店が集まる

「かずさファーマーズマーケット」や多数のアーティストの「ミュージックライブ」な

ど、オーガニック＆ナチュラルや地産食材など、食と音楽をテーマとしたエリアです。 

 

番号 出店者名 内容 

１ こばと製作所 

ヘアターバン、シュシュ、雑貨販売、お子様向けワーク

ショップ「森のカメラを作ろう」「ビー玉迷路を作ろ

う」 

２ Azure☆moon ヘアリボン、アクセサリー、マスク 

３ 山田庵 麻のアクセサリー、飾り麻よりワークショップ 

４ ラクダ工房 オリジナルドリームキャッチャー、アクセサリー、雑貨 

５ 七色洋品店 
手作りの童話雑貨の販売、（消しゴムはんこ、羊毛フェ

ルト雑貨等） 

６ 和雑貨・和空間 ちりめん細工、アクセサリー、布小物 

７ Bon Voyage 
ロゼットを使った商品、キーホルダー、マタニティマー

クロゼット、おしりふきの蓋など 

８ Atelier blumen ドライフラワー、ハーバリウム 

９ 農処 Shiki 竹のカトラリー、手編み雑貨 

１０ 自然酵母 山のパン屋 自然酵母パン 

１１ けい工房 
レモンパイ、かぼちゃのタルト、チーズタルト、シュー

クリーム、NO EGG MILK のクッキーなど 

１２ 木更津やきそば 焼きそば 

１３ Kitchen Kuon スープカレー、ビオワイン 

１４ かずさスモーク(Kazusa-smoke) 
有機燻製製品、燻製じゃがバター、燻製ピクルス、ビー

ル等 

15 中川海苔店 海苔 

16 ののま自然農園 
自然栽培のお米、野菜、おもち、おもちのワッフル、梅

干しなど加工食品 

17 ふるさとの水を守る会 
今、私たちの水源地で起こっていることへの啓蒙活動、

水から生まれたお米や花などの販売 

18 ワンドロップファーム はちみつ、はちみつ加工品、はちみつドリンク 

19 シャム食堂 パッタイ 
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20 医農野菜の会 えだまめ 

21 いのもと農園 野菜 

22 ありがたや 米 

23 フー太郎の森基金上総支部 エチオピア雑貨、エチオピアコーヒー 

24 小さな地球 
鴨川市の里山集落を舞台に持続可能な村作り「小さな地

球」 

25 LandS café Konoha ドリップコーヒー 

26 移動ごはん又兵衛 無添加手作りカレーライス 

27 ケバブハウス ヤシャール ケバブサンド 

28 鶏順龍 唐揚げ 

29 ブラウンズフィールド 
自家栽培緑米から作る揚げ餅、塩麹マフィン、酵素ジュ

ース、カボスサワー 

30 
コミュニティーマーケット ベア

ーズ 

高きびコロッケ、ヒエフィッシュバーガー、ヒエフィッ

シュ＆チップス、天然酵母の揚げパン、玄米ドーナツ、

生ビール、ノンアルコールビール、ジュース、クラフト

梅酒、クラフトブルーベリー酒、持ち帰り用クラフトリ

キュール 

31 ピッツェリアスクデット 
国産小麦のピッツア、フォカッチャサンド、ランチボッ

クス、季節のスープ、焼き菓子など 

32 平野養豚場 ベーコン、フランクフルト、白ソーセージ、ウィンナー 

33 ビーコンシェルジュ はちみつ 

34 Earth tree cafe MONTO サンドウィッチ（自家製天然酵母パン）、飲料 

35 山ノ音光 草木染、コーヒーなど 

36 農家レストラン Cafe やさまる 
酵素玄米おにぎり、米粉１００％シフォン、炊き込みご

飯、お惣菜など 

37 手作りジャム工房～iPPO～ 瓶入り手作りジャム 

38 マヤ歴 開運ナビゲーター マヤ暦 

39 抱と結（はぐとゆい） コーヒー、コーヒー豆、沖縄そば 

40 umitomori 焼き菓子、蒸し菓子など 

41 おにぎり工房かっつぁん いすみ米のおにぎり、海苔の味噌汁 

42 morimoe オルゴナイトというお守り、プラバンアクセサリー 
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43 kitchen HANDY  国産小麦粉太麺焼きそば 

44 hanahacoBENTO hanahacoBENTO の手作り弁当 

45 いまここ園 オーガニックベジクッキー 

46 REINO タロットスクール タロット占い 

47 穏慈-onji- タイ古式マッサージ 

48 M・ROSA 手作りパン各種 

49 活き活き亭 富士見店 海鮮焼き（ハマグリ、ホタテ） 

50 中野龍心（五島うどん） 五島うどん 

51 PANTRY JACK ピザ、ビール 

52 加藤さんちの石焼芋 焼き芋 200～400円/本 

53 wood LAND.KITCHEN 
オーガニックジャークチキン、オーガニックピザ、トル

ティーヤチキン、有機ドリンク各種 

54 生活協同組合コープみらい 
フェアトレードバナナや有機野菜など、コープみらいで

販売している有機野菜の販売会を行います。 

55 流通サービス（パルシステム） パルシステムのキャンペーンご案内 

 

ライブ配信 

 当日会場に来られない方のために、グローカルハピネスエリア、オーガニックなまちづく

りエリアの両エリアにおいて Facebook 上でのライブ配信を行いました。 

 

【ライブ配信スケジュール】 

GLOCAL HAPPINESSエリア オーガニックなまちづくりエリア 

9:30-9:40 房総楽竹団 with れんこんクラ

ブ 

11:00-12:00 竹で炊く竹ごはんワーク

ショップ 1 

9:45-10:20 房総楽竹団 演奏 12:30-13:30 竹で炊く竹ごはんワーク

ショップ 2 

10:30-11:30 トークショー ～オーガニッ

クでエシカルなまちづくり～ 

14:00-14:30 ブルーベリーの育て方セ

ミナー 

12:00-13:10 GOCOO LIVE  

15:00-15:30 小林徹也  
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第３ 広報・印刷物関係 

 

（１）KSARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2020 チラシ 

 

チラシ表裏面（A3）             チラシ中面（A3） 

 

 

（２）当日配布パンフレット 

 

     サイズ A3（表）               サイズ A3（裏） 

  

  



32 

（３）ORGANIC DAY KISARAZU ポスター 

 

ポスター（A2） 
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第４ 決算書 

○収入 （単位：円）

収入額 手数料 合計

１．負担金 1 ,650 ,000 0 1 ,650 ,000

①負担金 1,650,000 0 1,650,000

木更津市負担金 1,650,000 0 1,650,000

２．諸収入 367 ,979 0 367 ,979

①諸収入 367,979 0 367,979

協賛金（繰越金） 315,642 0 315,642

竹でお米を炊いて食べようワークショップ参加費 11,000 0 11,000

出展料 41,337 0 41,337

2 ,017 ,979 0 2 ,017 ,979

○支出 （単位：円）

支出額 手数料 合計

１．会場費 28 ,540 0 28 ,540

①仮設トイレ 24,948 0 24,948

仮設トイレ設置費 19,800 0 19,800

仮設トイレ汲み取り費用 5,148 0 5,148

②その他 3,592 0 3,592

雑費（公園事務所） 3,592 0 3,592

２．広報費 1 ,011 ,760 1 ,650 1 ,013 ,410

①デザイン、印刷費 657,670 1,100 658,770

オーガニックデイポスター制作費 24,200 0 24,200

オーガニックデイロゴデザイン費 33,000 0 33,000

フェスティバルチラシ制作費 275,000 550 275,550

フェスティバルチラシ印刷費 325,470 550 326,020

②広報費 354,090 550 354,640

チラシ郵送費 24,090 0 24,090

フェスティバルPR動画制作費 330,000 550 330,550

３．運営費 695 ,095 4 ,510 699 ,605

①備品 305,667 2,750 308,417

テント購入費 149,160 550 149,710

横断幕購入費 61,600 220 61,820

消毒液購入費 8,536 330 8,866

布テープ購入費 20,737 660 21,397

使い捨てリストバンド購入費 22,800 0 22,800

その他消耗品等購入費 42,834 990 43,824

②備品レンタル費 24,810 660 25,470

ポケットWiFiレンタル費 13,810 660 14,470

4tトラック費用 11,000 0 11,000

③業務委託費 341,443 770 342,213

フェスティバル電源供給業務一式 27,500 220 27,720

警備委託費 38,280 0 38,280

救護所業務費用 3,423 0 3,423

フェスティバル企画運営費一式 272,240 550 272,790

④その他 23,175 330 23,505

保険（新種・傷害） 12,025 0 12,025

フォームズ事前登録システム利用料 7,250 330 7,580

フェスティバルチケット 3,900 0 3,900

項目

合計

項目
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支出額 手数料 合計

４．出展関連経費 221 ,340 330 221 ,670

①木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会 130,762 0 130,762

謎解きイベントチラシ等印刷費 10,762 0 10,762

フェスティバル遊具設置業務一式 20,000 0 20,000

海苔すき体験業務一式 100,000 0 100,000

②オーガニックシティプロジェクト検討会議 90,578 330 90,908

ワークショップ（竹でお米を炊いて食べよう）運営業務一式 33,743 330 34,073

ワークショップ（ハーバリウム作り）運営業務一式 56,835 0 56,835

1 ,956 ,735 6 ,490 1 ,963 ,225

収入 2 ,017 ,979

支出 1 ,963 ,225

収支差額※ 54 ,754

合計

項目

※市へ返還額　　52,337円（ワークショップ参加費等）
   繰越額　 　　　   2,417円（H30フェスティバル協賛金残金）

 


