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「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-」について（ご案内）
当課が事務局を務めている木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会では、地域社
会を構成する多様な主体が一体となり、人と自然が調和した持続可能なまちとして、次世代に継
承しようとする取組である「オーガニックなまちづくり」の普及啓発や情報発信等を行い、本市
独自の地域ブランドの確立をめざす活動を行っています。
この度、推進協議会では、令和 2 年 11 月 3 日のオーガニック・デイ（市民の日）に、入場制限
や検温・消毒の実施、また、オンラインによるイベント開催の検討など、万全な感染症対策を取
りながら、
「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―」を開催いたします。
つきましては、広く本取組の周知を図り、市民・市外の皆様へご来場いただきたく、本取組の
取材・掲載をいただきますようお願い申し上げます。
記
１

日 時

令和 2 年 11 月 3 日（火・祝）9:30～15:30 まで（一部 15:00 まで）
雨天決行・荒天中止（中止の場合はオンラインイベントのみ実施）

２

場 所

３

内 容

潮浜公園（木更津市潮浜 1-12）

人と自然が調和した持続可能なまちとして次世代に継承しようとする取組である「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ワークショップやミニセミナー、ミュージックライブ
やファーマーズマーケットなどを開催します。
併せて「オンラインオーガニックシティフェスティバル 2020」として、イベント当日、会場に来ら
れない方やご自宅にいても楽しむことができるようなオンラインイベントを開催します。
【実施イベント（一部抜粋）
】
（オーガニックなまちづくりエリア）
〇未来につながるワークショップ（竹で炊く竹ごはん、海苔すき体験）
〇謎解きクエスト 勇者キサからの手紙（謎解きイベント）
〇多文化共生ゾーン（KIFA フォトコンテスト、オーガニックナシゴレン弁当等の販売）
〇オリパラ・スポーツゾーン（スポーツ×防災タイムアタック、スケートボード教室）
〇地球にやさしいゾーン（フードドライブ、小型家電回収、VR 体験）
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〇みらいラボフェス（スーパーボールすくいなどの縁日、ブルーベリージャムや布マスク、手作り
手芸品、革製品や染物の販売など）
（GLOCAL HAPPINESS エリア）
〇かずさファーマーズマーケット
〇搾り師から教わる醤油づくり
〇ジャンベ体験
〇和太鼓体験
〇ボール遊び体験
〇ステージ LIVE
・房総楽竹団 with れんこんクラブ LIVE
・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～
・GOCOO LIVE
・yae LIVE
・小林 徹也 LIVE（出演順）
【オンラインイベント】
〇ステージライブやワークショップなどのオンライン配信
〇「zoom」セミナーや「LINE」イベント
〇動画配信 など
４

入場料

無料

５

新型コロナウイルス感染症対策
〇屋外イベントではありますが、感染症拡大防止に配慮し、1 日の来場者数の上限を 10,000 人に制
限させていただきます。
※来場には事前登録が必要です。（事前登録開始日：令和 2 年 10 月 1 日から）
【事前登録方法】
オーガニックシティフェスティバル専用 WEB ページ（https://www.k-organiccity.org/festival/）
に掲載する事前登録申込フォームにより、氏名・住所・連絡先等の必要事項を入力し申し込み。
〇新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストール・設定をお願いします。
〇会場内では、マスクの着用、入場時の検温、出入口および各所への消毒液の設置、ソーシャルデ
ィスタンスの確保など、国・県の方針を遵守し、万全な対策を講じます。
〇その他「KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2020 新型コロナウイルス感染症対策ガイド
ライン」のとおり周知を図ります。
〇今後の感染状況及び国・県の方針に基づき、フェスティバルの中止、来場者数の上限の縮小、ま
たは、内容を変更することがあります。
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６

オーガニック・デイ同日開催予定イベント
〇木更津恋物語冬花火 in 恋人の聖地／中の島大橋（木更津港内港周辺）
〇人参湯夜間点燈（人参湯：中央 3-4-39）
※オーガニック・デイ当日は、他にも同日開催イベントを実施予定です。

７

参考（過去の開催状況）
〇オーガニックシティフェスティバル 2016（第 1 回）
・会

場

かずさアカデミアホール

・日 に ち

平成 28 年 11 月 16 日（水）

・来場者数

3,000 人

〇オーガニックシティフェスティバル 2017（第 2 回）
・会

場

スパークルシティ木更津 4 階、7 階

・日 に ち

平成 29 年 11 月 26 日（日）

・来場者数

2,000 人

〇オーガニックシティフェスティバル 2018（第 3 回）
・会

場

スパークルシティ木更津 4 階、6 階、7 階

・日 に ち

平成 30 年 11 月 25 日（日）

・来場者数

2,000 人

〇オーガニックシティフェスティバル 2019（第 4 回）
・会

場

潮浜公園

・日 に ち

令和元年 11 月 3 日（日）

・来場者数

18,000 人

※食と音楽のイベント「グローカルハピネス」と一体的に開催
８

問い合わせ先
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 佐川・林
TEL 0438-23-8049 FAX 0438-23-9338 E-mail sousei@city.kisarazu.lg.jp

KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2020
新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
来場者（出展者等を含む）は以下の内容を遵守ください。
〇来場前
・開催日より 2 週間前までの期間に以下の項目へ 1 つでも該当する場合は来場を見合わせ
てください。
□体温が 37.5 度を超えた日がある
□咳（せき）
、のどの痛みなどのかぜ症状がある
□だるさ（倦怠感）
、息苦しさがある
□嗅覚や味覚の異常がある
□新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある
□過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域へ
の渡航または当該在住者との濃厚接触がある
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールをお願いします。
・来場には事前登録が必要です。オーガニックシティフェスティバル専用 WEB ページ
（https://www.k-organiccity.org/festival/）に掲載する事前登録申込フォームにより、
氏名・住所・連絡先等の必要事項を入力し申し込みしてください。
〇会場受付
・会場内ではマスクを着用してください。
・受付にある消毒液にて手指の消毒をしてください。
・受付での大きな声での会話はご遠慮ください。
・受付時に検温を行います。
・体温が 37.5 度以上の方は入場をお断りさせていただきます。
・受付待機列では人と人との間隔を確保しお並びください。（1m 程度）
〇各店舗・ワークショップ
・受付待機列では人と人との間隔を確保しお並びください。（1m 程度）
・各店舗・ワークショップでは、新型コロナウイルス感染症対策を実施しておりますので、
スタッフの指示に従いご購入・ご参加ください。
・現金でのやり取りは極力避け、キャッシュレス決済（木更津市電子地域通貨「アクアコ
イン」など）のご利用を推奨します。
〇その他
・新型コロナウイルス感染症対策について、スタッフの指示に従うようお願いします。
従ったいただけない場合にはご退場いただく場合がございます。
・行事の前後における三密の生ずる交流は自粛ください。
・本イベント参加後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性となった場合は、至急事
務局までご連絡ください。
（事務局 TEL：0438-23-8049）
・本ガイドラインの内容は、今後の感染状況及び国・県の方針に基づき、内容を変更する
ことがあります。
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

