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第１ 開催概要 

 

１．「KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2019」開催概要 

 

(１) 名 称 

KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2019 

－木更津オーガニックシティフェスティバル 2019－ 

 

(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 2019 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。 

さらに、今年は、毎年潮浜公園で開催されているイベント「グローカルハピネス」

と融合し「KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2019－木更津オーガニックシティ 

フェスティバル 2019－」として潮浜公園で開催しました。 

「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、ステージでの音楽イベントや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イベントとしました。 

【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 2019（潮浜公園） 
ORGANIC DAY KISARAZU関連イベント（市内各所） 

・オーガニックなまちづくり 

エリア 

・GLOCAL HAPPINESS エリア 

・スパークルガーデンフリーマーケット 

・第 43 回中央公民館まつり 

・ラボフェス 

・第 6回木更津あかり祭～夜灯～ 

・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 

・房スタ×エルシオン【夜灯火マルシェ】 

・BOSO SAKE PARTY 
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(３) 日 時 

2019年 11 月 3日（日） 10:00～16:15（一部 15:00 まで） 

 

(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 

  株式会社エンゼル薬局 

株式会社ジェイコム千葉 木更津局 

 

(７) 協力 

屋外家具 SANDEN 

一般社団法人木更津港湾愛護協会 

木更津商工会議所 

木更津総合卸商業団地協同組合 

日産自動車株式会社 

ハナダ電機技術工業 

（企業名五十音順） 
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(８) プログラム 

① ステージイベント 

10:00～10:20 

■育色工房×学童保育れんこんクラブ ライブペイント 

10:25～11:15 

■小林徹也×岩城里江子 LIVE 

11:20～12:10 

■Yae LIVE 

12:25～13:55 

■GOCOO LIVE 

14:05～15:10 

■木更津市長×ブラインドサッカー選手 トークショー＆サッカー体験 

15:15～16:15  

■SUGEE 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】 

・「千葉県産の杉間伐材」を利用した木工ワークショップ【かずさ地区木材組合】 

・竹でお米を炊いて食べようワークショップ 

【木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会】 

・ブルーベリーの育て方講習会、ブルーベリージャム等の販売 

【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】 

・木のおもちゃ・竹細工の販売、竹のすべり台・ブランコ・モンキーロープ等の 

遊具設置【ハックルベリー】 

・千葉大学デザインサーベイ【千葉大学デザイン文化計画研究室】 

・紐結びを覚えようワークショップ【木更津市危機管理課】 

・オーガニックシティフェスティバルへの電源供給 

【ハナダ電機技術工業、日産自動車株式会社】 

・小水力発電の展示、芽ねぎ・にんにく新芽・にんにく加工品の販売 

【有限会社ヤマ吉】 

・発電実験、DNA のキーホルダー製作【千葉県立木更津高等学校】 

・ブラインドサッカー体験、ナイジェリアブース 

【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】 

・ばら干し海苔のお味噌汁の試飲【金田漁業協同組合】 

・Smile of Africa オーガニックハーブティーの試飲・販売【MY DEAR株式会社】 

・落花生のつかみ取り体験【株式会社落花生工房かずさ屋】 

・木更津東高校×四季味宴席「たく」コラボ弁当 

【オーガニックシティプロジェクト検討会議】 

・謎解き今昔物語「君と変える“きみさらず伝説”」～ヒメを救う鍵は、未来にあった～

【オーガニックシティプロジェクト検討会議】 

・チャレンジクイズラリー「めざせ！オーガニック社長！」 

【オーガニックシティプロジェクト検討会議】 

・ボッチャ企業対抗戦、ボッチャ体験【あいおいニッセイ同和損害保険株式会社】 

・アクアコインチャージ所、取組展示【木更津市産業振興課・君津信用組合】 

・児童・生徒による作品展、税金クイズゲーム等【木更津税務署】 

・レンタサイクル～アプリでトレジャーサイクリング！～ 

【一般社団法人木更津市観光協会】 

・消防ひろば【木更津市消防本部】  
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・リサイクルフェア２０１９ 

【木更津市まち美化推進課、かずさリサイクル協同組合、株式会社佐久間、 

ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社 木更津サイト】 

・アート作品の展示等【清和大学】 

・児童虐待防止の PR【木更津市子育て支援課】 

 

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。 

 

(９) 入場料 

  無料 

 

(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、フェイスブック、地域

メディア（ラジオ）など 

 

(11) 駐車場 

【来場者用】木更津市役所旧庁舎駐車場、木更津商工会館、潮浜公園西側駐車場、 

潮浜公園第一、第二駐車場（お体の不自由な方、妊産婦等専用） 

【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 

（木更津駅みなと口・潮浜公園・木更津市役所旧庁舎駐車場） 

 

(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 

  （木更津市企画部企画課オーガニックシティ推進室内） 
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第２ 実施結果 

 

１．全体事項 

・来場者数 

約 18,000人 

 

２．実施結果 

「千葉県産の杉間伐材」を利用した木工ワークショップ 

 出展の主な目的としては、「ちばの木」を始めとする木材の利用活用の拡大、ＪＡＳ

構造材の利用拡大普及活動及び「かずさ地区木材組合」のＰＲであり、毎回いかに千葉

県産木材に興味を持ってもらえるかに重点を置いています。 

 今回は、初の屋外開催という事もあって、来場者も非常に多くワークショップも盛況

でしたが、出展者側（かずさ地区木材組合）の担当者が少なく、体験希望者全てに対応

する事が出来なかったため、体験をあきらめた来場者も多く、積極的なＰＲも出来ませ

んでした。出展ブースの設置や案内看板の設置の仕方に改善の余地があるので、次回出

展する際の反省点としたいです。 

 

【有料ワークショップの内訳】 

内容 体験人数 備考 

木製積み木作り ３ 準備数量１０セット（前回体験数７） 

ミニクリスマスツリー作り ２０ 準備数量２０セット（前回体験数１２） 

糸鋸盤を使用した手形抜き ７ 準備数量１０個（前回体験数２） 

お絵かき木製コースター ８ 準備数量２０個（前回体験数１） 

 

（１）団体等名：かずさ地区木材組合 

（２）従事者数：４人 

（３）来場者数：約５０名（保護者等含む） 

（前年度：約４０名） 

（４）体験者数：延べ３８名 

（前年度 延べ３９名）  
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竹でお米を炊いて食べようワークショップ 

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：木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会 

 

（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：６５人（大人２４人、子ども４１人） 

 

【プログラム】 募集人数 参加人数 

１回目（10:30～11:30） ２０人 １６人 

２回目（11:30～12:30） ２０人 ２５人 

３回目（12:30～13:30） ２０人 ２４人 
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ブルーベリーの育て方講習会、ブルーベリージャム等の販売 

令和元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、８６名の参加がありました。 

また、木更津市観光ブルーベリー園協議会がブルーベリージャム等の販売を終日行

いました。 

 

（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：６名 

 

（３）来場者数：８６名 
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木のおもちゃ・竹細工の販売、竹のすべり台・ブランコ・モンキ

ーロープ等の遊具設置 

 

（１）団体等名：ハックルベリー 

 

（２）従事者数：８人 

 

【遊具設置内容】 

モンキーブリッジ １ヵ所 

ハンモック ２ヵ所 

ロープブランコ（短） １ヵ所 

ロープブランコ（長） １ヵ所 

ボールブランコ（短） １ヵ所 

ボールブランコ（長） １ヵ所 

浮き玉ブランコ １ヵ所 

なわばしご １ヵ所 

ロープ登り ２ヵ所 

すべり台 ２ヵ所 

ジャンボシャボン玉 ３ヶ所、１２ℓ 

ゾインゴボインゴ（ジャンプ遊具） ３個 
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千葉大学デザインサーベイ 

 ８月２４日（土）から８月３０日（金）に実施したデザインサーベイの報告と成果

物の発表を行いました。 

 

（１）団体等名：千葉大学デザイン文化計画研究室 

 

 

紐結びを覚えようワークショップ 

 災害対策コーディネーターから、災害時に有用な紐の結び方を学ぶワークショップを

行いました。また、ブルーシート、物干し竿、紐だけで作れるテントを展示しました。

さらに、期限が近い非常用飲料水を来場者に配布しました。 

 

（１）団体等名：木更津市危機管理課 

 

（２）従事者数：７人（市職員３人、災害対策コーディネーター４人） 

 

（３）来場者数：約３００人 
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オーガニックシティフェスティバルへの電源供給 

 会場内で使用される出展ブース電源を日産自動車株式会社の電気自動車（ＥＶ）か

ら、音響電源をハナダ電機技術工業の太陽光発電により電源供給を行いました。 

 今回の取組は、木更津市の進める人と自然が調和した持続可能なまちをつくる「オ

ーガニックなまちづくり」と、ゼロ・エミッション社会の実現に向けて日産自動車株

式会社が推進する「日本電動化アクション ブルー・スイッチ」の方向性が同じである

ことから、オーガニックアクション宣言企業のハナダ電機技術工業の協力のもと、

「KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2019」への電源供給が実現することとなりまし

た。 

電気自動車は、走行中 CO2 を排出しない環境にやさしい自動車であるうえ、大容量

蓄電池を搭載しており、一般家庭のほぼ 4日分の電力を供給することが可能となって

いることから、自然災害が多発する昨今、「走る蓄電池」にもなり、非常用電源として

も注目されています。 

 

（１）団体等名：ハナダ電機技術工業、日産自動車株式会社 

 

（２）従事者数：３人 

 

（３）内容 

・電気自動車（日産リーフ）３台によるキッチンカー及び各ブース等の電源供

給、展示等（日産自動車株式会社） 

・太陽光発電とバッテリーによるメインステージ音響電源供給等（ハナダ電機技

術工業） 

  



12 

小水力発電の展示、芽ねぎ・にんにく新芽・にんにく加工品の販

売 

 CO2 を排出しない、また、資源の枯渇を心配する必要もなく、半永久的に使用できる

小水力発電装置の展示や芽ねぎ・にんにく新芽・にんにくの加工品の販売を行いました。 

 

（１）団体等名：有限会社ヤマ吉 

 

（２）従事者数：２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電実験、ＤＮＡのキーホルダー製作 

 持続可能な社会・木更津への高校生による提言、自然エネルギーを利用した参加型の

発電実験、「ＳＳＨひまわりプロジェクト」の報告などを行いました。 

 

（１）団体等名：千葉県立木更津高等学校 

 

（２）従事者数：１１人（生徒８人、職員３人） 

 

（３）来場者数：約７０人 
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ブラインドサッカー体験、ナイジェリアブース 

【ブラインドサッカー体験】 

パラリンピックの正式種目であるブラインドサッカーの葭原選手をお招きして市長

とのトークショーを実施しました。また、ブラインドサッカー体験を実施し、楽しんで

もらうことで、パラスポーツの普及・興味関心の向上を図りました。 

 

【ナイジェリアブース】 

木更津市がホストタウンとなっているナイジェリア連邦共和国の文化に触れられる

機会を設け、市民の大会への機運醸成、ナイジェリアに興味関心を持ってもらえるよう

ＰＲしました。民族衣装の着付け体験や、ドレッドヘア体験など 10 名ほどが参加しま

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 

 

（２）従事者数 

ブラインドサッカー体験 ブラインドサッカー選手 １人 

アシスタント １人 

企画課職員 ３人 

ナイジェリアブース 衣装着付体験 １人 

ドレッドヘア体験 ２人 

企画課職員 ３人 

 

（３）来場者数：４０人（体験会参加者数３０人、体験参加数１０人） 
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ばら干し海苔のお味噌汁の試飲 

 ばら干し海苔のお味噌汁の試飲や金田漁業協同組合のＰＲ等を行いました。 

 

（１）団体等名：金田漁業協同組合 

 

（２）従事者数：４人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smile of Africa オーガニックハーブティーの試飲・販売 

試飲は多くの方々に提供し、大変好評でした。 

販売は主力商品のキンケリバ茶 一箱（２５袋入り）売価８５０円はあまり販売につ

ながらなく、５種５袋 売価２００円がよく売れました。 

 結果としては、都内のイベントでの売上の５分の１程度に終わり、木更津の土地柄に

はアフリカのオーガニックテイーの浸透の困難さを感じました。 

 

（１）団体等名：MY DEAR 株式会社 

 

（２）従事者数：３人 

 

（３）来場者数：約１００人 

 

  



15 

落花生のつかみ取り体験 

 落花生のつかみ取りは、ご家族で楽しんでいただけたり、お客様が工夫して取って

いるのを見て出展者も一緒に楽しめました。 

 既存の商品にも興味を持っていただけたり、落花生っておいしいんですね、と言っ

ていただけたり、ご家族へのお土産に買ってくださったりということも多かったで

す。 

 

（１）団体等名：株式会社落花生工房かずさ屋 

（２）従事者数：２人 

（３）来場者数：約８０人 

 

 

木更津東高校×四季味宴席「たく」コラボ弁当 

 木更津東高校の生徒と四季味宴席「たく」がコラボしてメニュー開発した、白砂糖や

添加物を使用していないオーガニックシティフェスティバル 2019 限定のお弁当を販売

しました。 

【お腹いっぱい！！ポンポコ弁当】 

・１個 ７００円 

・販売個数 ２０３個 

 

（１）団体名等：オーガニックシティプロジェクト検討会議 

（２）従事者数：１１人（検討会議職員２人、木更津東高校９人（先生３人、生徒６人）） 

（３）来場者数：約８０人  
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謎解き今昔物語「君と変える“きみさらず伝説”」～ヒメを救う鍵

は、未来にあった～ 

 木更津の「君去不伝説」をモチーフにしており、ヤマトタケルノミコトを救うために

身投げをしたオトタチバナヒメを救うべく、潮浜公園内に仕掛けられた謎やミッション

に挑戦する体験型ゲーム･イベントを実施しました。 

 誰でも無料参加とし、さらには最後まで解ききることができた人には、賞品の抽選も

受けられるようにしました。（解ききることができなくても参加賞はあり） 

事前申し込み、もしくは当日参加も可能とし、当日は多数の参加がありました。 

 参加者にはアンケートにも協力していただき、有料でも良いくらいだとの声も多数あ

り、子どもにも大人にも年齢関係なく楽しんでいただけたと考えています。 

ただ、いくつか、子どもには難しすぎるとの声もあったので、子ども向けと大人向け

で難易度を分けて用意するのも良かったと思います。 

 

（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：５人 

 

（３）来場者数：１１４人 
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チャレンジクイズラリー「めざせ！オーガニック社長！」 

 会場内の１４箇所に設置されたオーガニックなまちづくりに関する３択問題を解き、

正答数に応じて社長、部長、課長又は平社員の役職が決まり、役職に応じて景品の数が

変わるという会場周遊型クイズラリーイベントを開催しました。 

 参加費は無料で、参加者全員に協賛企業等からの啓発品及び１００らづポイントを配

付し、景品は「きさポンゼリー」を配付しました。 

 

（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：４人 

 

（３）来場者数：１９０人 

 

 

 

 

 

ボッチャ企業対抗戦、ボッチャ体験 

 ボッチャはパラリンピック正式種目でもあり、前回のリオパラリンピックでは日本代

表が銀メダルを獲得しています。 

 今回は、全６チームに参加いただき、予選リーグ戦、決勝トーナメントの１０試合を

実施しました。 

 

（１）団体等名：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

（２）従事者数：６人 

（３）参加チーム：６チーム（約２０人） 

（４）ボッチャ体験会：約５０人 

  



18 

アクアコインチャージ所、取組展示 

 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。 

当日のチャージ金額や利用額については以下のとおりです。 

 

 

 

※ポイント付与 

 付与ポイント 配布枚数 金額 

マイ食器・マイバック 

100 

414枚 41,400 円 

謎解き今昔物語 62枚 6,200円 

チャレンジクイズラリー 147枚 14,700 円 

ブルーベリー講習会 86枚 8,600円 

合計 709枚 70,900 円 

 

 

（１）団体等名：木更津市産業振興課、君津信用組合 

（２）従事者数：９人 

（３）来場者数：約１００人 

  

 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 

計 

新規インストール 

件数 
45件 0 件 45件 

チャージ件数 121件 20 件 141件 

チャージ金額 472,000円 79,000 円 551,000円 

利用件数 597件 8 件 605件 

利用金額 384,258円 3,000円 387,258円 
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児童・生徒による作品展、税金クイズゲーム等 

当初の申請では、イベント名では、「税の作品展」としていましたが、当日は作品展

示のほか、税の体験学習や、クイズ、ゲームなど、各種のイベントを盛り込んで行いま

した。また、税の標語を印字した花や野菜の種１，０００袋を配付しました。 

 

（１）団体等名：木更津税務署 

 

（２）従事者数：２２人（木更津税務署、木更津市役所、県税事務所、木更津法人会、

税理士会など関係民間団体） 

 

（３）来場者数：約４００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンタサイクル～アプリでトレジャーサイクリング！～ 

 千葉大生が作成しているサイクルアプリの実証実験及びレンタサイクルを実施しま

した。 

 

（１）団体等名：一般社団法人木更津市観光協会 

 

（２）従事者数：２名 

 

（３）レンタサイクル利用者：３名 
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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 

 

（１）団体等名：木更津市消防本部 

 

（２）従事者数：２６人（消防職員２０人、消防団員６人） 

 

（３）来場者数：約５００人 

 

リサイクルフェア２０１９ 

 フードドライブ、リサイクルクイズ、３Ｒアンケート、小型家電回収、肥料配布、野

菜販売、資源ごみ回収などを実施しました。 

 

（１）団体等名 

・木更津市まち美化推進課 

・かずさリサイクル協同組合 

・株式会社佐久間 

・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社 

木更津サイト  
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アート作品の展示等 

清和大学が作成したアート作品の展示等を行いました。 

 

（１）団体等名：清和大学 

 

（２）従事者数：１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童虐待防止の PR 

 １１月の児童虐待防止月間に合わせ、児童虐待防止のＰＲを実施しました。 

①「ストップ！！こども虐待」の旗の展示 

②オレンジリボンの掲示（グローカルハピネス入り口くまのぬいぐるみに着用） 

③オレンジリボンバッチの配布 

 

【配布先】 

オーガニックシティフェスティバル＆グローカルハッピネス運営スタッフ及び来場者 

 

【配布数】 

２５０個 

 

（１）団体等名：木更津市子育て支援課 

 

（２）従事者数：１人 

 

（３）来場者数：約５００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 竹工房 竹星 竹おもちゃ作り、遊び体験 

２ みなとまちなか Friendship 射的、ヨーヨー釣り、型抜き 

３ こばと製作所 
ヘアターバン、木工雑貨等の販売、お子さま向けワーク

ショップ開催 

４ かさね works ベンガラ泥染めワークショップ 

５ 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 

６ 珈琲とワインのある暮らし 25 ドリップコーヒー、キッシュ 

７ 育色工房 
ポストカード、似顔絵パステル、布にお絵かきワークシ

ョップ 

８ 木更津焼きそば 焼きそば 

９ トロピカルビレッジ エアプランツ、植物苗、リリコイサワー 

１０ Azure☆moon ヘアリボン、アクセサリー、布小物 

１１ MOGA WOOD 
ミニひょうたんで作ったスノーマンを中心にクリスマス

手作り雑貨 

１２ かずさスモーク（kazusa-smoke) 
有機燻製オリーブオイル等、燻製ジャガバター、ビー

ル、ポップコーン 

１３ 自然酵母 山のパン屋 自然酵母パン、無添加手作りソーセージのホットドック 

１４ いまここ園 オーガニックベジクッキー 

15 Dream garden 羊毛フェルト雑貨、アクセサリー 

16 
olivier odorant オリヴィエ オ

ドラン 
一点もののアクセサリー 

17 農処 Shiki 竹のカトラリー、手編み雑貨、無農薬無科学肥料の豆 

18 七色洋品店 
童話モチーフの手作り雑貨の販売（消しゴムはんこ、革

のキーホルダー、羊毛フェルト他） 

19 和雑貨 和空間 和の素材、和の技法で作った雑貨やアクセサリーの販売 

20 BonVoyage 
針も糸も使わない簡単で可愛いロゼットのワークショッ

プ 
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21 Deccolate 
フェイクヘッド・スイーツデコ雑貨の販売とワークショ

ップ 

22 current café 焼き菓子 

23 シャム食堂 タイの焼き麺・パッタイ 

24 中川海苔店 海苔、容器など 

25 pollo ドライフラワー・花雑貨 

26 マゴのハンドメイド 
バッグ、小物入れ、ストラップ、ヘアゴム、ピアス、イ

ヤリング 

27 ＊NaTsU＊hand made 
スヌード、ふわふわガーゼハンカチ、ガーゼマスク、ヘ

アゴム、アクセサリー、布小物 

28 M・ROSA 手作りパン販売 

29 鋸南麦酒 鋸南町産クラフトビールをドラフトビールで販売 

30 ワンドロップファーム はちみつ、ジャム、ピクルス、野菜 

31 鎌足地区まちづくり協議会 
鎌足地区まちづくり協議会の紹介、かまフェス宣伝、か

まフェスで販売予定物品の一部販売 

32 フー太郎の森基金上総支部 エチオピアコーヒー・エチオピアグッズなど 

33 the Share Happiness Project 野菜、ケーキ菓子 

34 ののま自然農園 
自然栽培の野菜・自然栽培の古代米・梅干しなど加工

品・お餅・お餅のワッフル 

35 浜幸まちゃ丸 
漁師直送の九十九里浜の幸！はまぐりの酒蒸し、ボイル

ながらみで出店致します。 

36 田中農園 
深蒸し茶、ティーバッグ、ほうじ茶、くき茶、パウダー

茶、フィルター・イン・ボトル・茶飴 

37 いのもと農園 野菜 

38 医農野菜の会 枝豆 

39 ありがた屋 米 

40 鴨川自然王国＆yae ＣＤ、ペッパーソース、おせんべい等 

41 
NPO法人うず＆千葉大学国際教養学

部 
天水棚田 無農薬米 

42 ブラウンズフィールド 季節の塩糀マフィン、調味料・加工品、書籍 等 

43 ひととわ ぱん 

44 BeeConcierge はちみつ 

45 
コミュニティーマーケット ベア

ーズ 
雑穀バーガー、揚げドーナツ、玄米ドーナツ 
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46 
コミュニティーマーケット ベア

ーズ 
ハートランド生ビール、ソフトドリンク 

47 
コミュニティーマーケット ベア

ーズ 
木更津クラフトリキュール 

48 ALOHA MISO SOUP STAND みその販売 

49 ピッツェリアスクデット 
国産小麦粉のピッツァ・フォカッチャ・ランチボック

ス・手打パスタ・季節のスープ・焼き菓子 

50 手作りジャム工房～iPPO～ 手作りジャム販売 

51 けい工房 
レモンパイ、タルト、菓子パン、動物性不使用のクッキ

ー等 

52 玄米工房の曽根米店 玄米もちの磯辺焼き、飲み物、玄米菓子 

53 hanahacoBENTO 手作り弁当（600円） 

54 
藁珈琲洞～コーヒーと季節のおい

しいもの～ 
コーヒーと季節のおいしいもの 

55 山ノ音光（ヤマノネコウ） 雑貨 

56 
からだによい油と塩のお店「空-く

う-」 
からだによい油とお塩等 

57 わだぱん 石臼挽き地粉全粒ぱん、コーヒー 

58 麻護商店 
麻縒りのワークショップ、手縒り麻を使ったお飾り、ア

クセサリー、小物 

59 Atelier blumen ドライフラワー ハーバリウム 

60 ケバブヤシャール 焼肉 

61 umitomori 
蒸しまふぃん 5種程度 CACAO、りんご、きのこ、など、

米粉の焼き菓子 

62 おにぎり工房かっつぁん 
いすみ米のおにぎり、季節の味噌汁、市販のジュースを

コップに注ぐ 

63 kitchenHANDY 国産小麦粉使用の焼きそば 

64 農家レストランカフェやさまる 
ベジ稲荷 酵素玄米おにぎり、米粉クッキー 米粉シフ

ォン、野菜惣菜等 

65 鶏順龍 唐揚げ 

66 芳泉茶寮 
蓮の葉包みの中華おこわ・麻辣ジャージャン丼・パイナ

ップルケーキ・杏仁豆腐・辣油、山椒油 

67 米粉のおやつ Karuna 米粉のマフィン・米粉のクッキー、紅茶 

68 petit.bouquet ハーバリウム、フラワーリース、アロマサシェ 

69 MCARAM マクラメアクセサリー 
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70 フラワーマジック 
ハンドメイド小物、レジン小物、手編み小物、キルト小

物等 

71 抱と結（はぐとゆい） 沖縄そば、コーヒー、コーヒー豆 

72 アリサン有限会社 
オーガニック、ベジタリアン食材、調味料、製菓材料、

ドライフルーツ＆ナッツ、飲料 

73 うの福商店 キャベツ、キャベツ商品 

74 REINOタロットスクール タロット占い 

75 REINOタロットスクール タロット占い 

76 泉水脊椎矯正院 脊椎矯正 

77 生活クラブ生協 
ポークウィンナー、平田牧場豚肉スライスの試食。牛

乳、温州みかんジュースの試飲 

78 流通サービス（パルシステム） 生協パルシステム商品の試食及び登録 

79 生活共同組合コープみらい ＣＯＯＰ未来 食品の試食 

80 おそうじひとしずく 
海を守り浄化する洗剤・おそうじグッズ販売、おそうじ

相談会 

81 アロマヒーリングルーム安息 
マヤ暦鑑定   、お財布ラッキーカラー鑑定 .メタトロン

宇宙財布販売、マヤ暦関連の物販 

82 穏慈-onji- タイ古式マッサージ 

83 加藤さんちの石焼芋 
地元で採れたさつまいも(シルクスィート)を石焼芋とし

て提供。 

84 合同会社房総山業 イノシシの串焼き、鹿の串焼き、飲み物 

85 Ｈilo's chicken 焼き鳥 

86 PANTRY JACK ピザ、ビール 

87 LandS Cafe Konoha ドリップコーヒー、カフェオレ 

88 Aura 新船橋 ワークショップ（親子ヨガボード&パラバルーン遊び） 

89 ファイヤーサイド株式会社 アウトドア商品展示と薪割り、焚き火などのデモ 

90 SUNtoPARK TOKYO ワークショップ（ピザ焼き教室） 

91 SYUSENKEN（珠泉軒） 
炭の器を使ってのエアプランツ等の作品（炭盆）を展

示・販売 

92 JM（ジェイエム） 
葉山在住のアーティスト。木を使ったワークショップと

販売 

93 MERVEILLE（メルベイユ） キャンドルアーティスト。ワークショップと販売 

94 COYURI art sugar cookies クッキーの販売 
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第３ 広報・配布物関係 

 

（１）KSARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2019 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（両面） 

 

    サイズ A3（表）               サイズ A3（裏） 
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（３）ORGANIC DAY KISARAZUポスター・チラシ 

 

ポスター（A2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チラシ（A4） 
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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 ,040 ,498 0 1 ,040 ,498

①負担金 1,040,498 0 1,040,498

木更津市負担金 1,040,498 0 1,040,498

２．諸収入 339 ,142 0 339 ,142

①諸収入 339,142 0 339,142

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 23,500 0 23,500

1 ,379 ,640 0 1 ,379 ,640

○支出 （単位：円）

支出額 手数料 合計

１．会場費 32 ,901 0 32 ,901

①仮設トイレ 27,621 0 27,621

仮設トイレ設置費 19,800 0 19,800

仮設トイレ汲み取り費用 7,821 0 7,821

②その他 5,280 0 5,280

雑費（公園事務所） 5,280 0 5,280

２．広報費 560 ,065 1 ,760 561 ,825

①デザイン、印刷費 341,670 880 342,550

オーガニックデイポスター印刷費（300部A2） 20,190 0 20,190

オーガニックデイチラシ印刷費（24,000部A4） 65,200 0 65,200

ポスター・チラシ等デザイン費 82,500 880 83,380

フェスティバルチラシ等印刷費（35,000部A3両面） 173,780 0 173,780

②広報費 218,395 880 219,275

月間ぐるっと千葉11月号広告掲載料 55,000 440 55,440

チラシ郵送費 40,195 0 40,195

横断幕・のぼり旗等購入費 123,200 440 123,640

３．運営費 629 ,661 1 ,980 631 ,641

①備品 270,421 880 271,301

テント購入費（6張） 218,020 440 218,460

ペグ（スチール）購入費 5,940 220 6,160

カラーテントロープ購入費 9,569 220 9,789

その他フェスティバル開催費用（備品） 36,892 0 36,892

②電源供給業務 55,000 440 55,440

フェスティバル電源供給業務一式 55,000 440 55,440

③警備委託費 48,840 220 49,060

警備委託費 48,840 220 49,060

④企画運営費 255,400 440 255,840

フェスティバル企画運営費一式 255,400 440 255,840

４．その他 28 ,382 0 28 ,382

①イベント保険 28,382 0 28,382

保険（新種・傷害） 28,382 0 28,382

項目

合計

項目
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５．出展関連経費 124 ,231 660 124 ,891

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 54,296 440 54,736

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 30,000 440 30,440

有機米購入費 3,000 0 3,000

その他備品 21,296 0 21,296

②ハックルベリー 42,194 0 42,194

フェスティバル遊具設置業務一式 42,194 0 42,194

③オーガニックシティプロジェクト検討会議 27,741 220 27,961

謎解きイベントチラシ等印刷費 19,391 220 19,611

コラボ弁当広報費（パネルA1制作費） 3,790 0 3,790

クイズラリー消耗品 4,560 0 4,560

1 ,375 ,240 4 ,400 1,379,640

収入 1 ,379 ,640

支出 1 ,379 ,640

収支差額 0

合計


