
　「全国菜の花サミット」は、全国各地の「菜の花プロジェクト」が一同に集い、日本全国各地の事例報告、情報交
換により各々の知識を共有し、その知見を「サミット宣言」として全国（世界）に発信し、人と自然が共生した、循
環型社会の形成、持続可能な社会の実現を目指すため、2001年に滋賀県高島市ではじまり、これまで19回にわ
たって開催してきました。

　「第20回全国菜の花サミット in 小山」は、これまで全国各地で取り組んできた、菜の花、バイオマス、BDFな
どの事業についての事例報告・情報交換を行うとともに、ラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」に定着した、生態
系の頂点に立つコウノトリと共に生きていく社会を一つのモデルとした、これから取り組むべき持続可能なま
ちづくりの方向性を示すため、栃木県小山市において開催するものです。

第20回全国菜の花サミット in 小山は、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

後援 ¦ 農林水産省、環境省、文化庁、国土交通省関東地方整備局、栃木県、下野新聞社　協賛 ¦ 菜の花議員連盟

本サミットのプログラムはすべて撮影させていただいております。
サミット終了後、アーカイブ配信いたします。
アーカイブ配信の詳細は、小山市公式ホームページ内、
菜の花サミット特設サイトにてお知らせいたします。

・物販＆展示　文化センター　ロビー・ギャラリー
　サミット開催期間中、小山市はじめ、サミットに関連する物品・書籍の販売、関連テーマの展示をしています。
　プログラムの合間にお立ち寄りください。　　
・協賛企画「持続可能な田園環境都市をめざして」展
　会場　サミット会場近くの、まちかど美術館（小山市中央町 2-1-8 メゾンタカキュー 1階）
　時間　10:00～18:00（12日日は 16:00 まで）
・アンケート
　　ご協力をよろしくお願いいたします。

本イベントは、栃木県が示す「イベント開催時の必要な感染防止策」を徹底し、
ご来場の皆さまとイベント関係者の感染リスクを軽減し、安全を確保することに努めて開催いたします。

感染症対策について

○当日入場時の検温及び手指の消毒にご協力ください。
　※37.5℃以上の発熱が認められる方は、入場をお断りいたします。
○マスクの着用を徹底してください。
○大声での会話はお控えください。
　（隣の席の方と日常会話程度であれば、マスクを着用していただければ問題ありません。）
○咳エチケット（咳・くしゃみの際にマスクやティッシュ、ハンカチ、衣服の袖等で口や鼻を押さえること）を
  お守りください。
○手洗い、うがいの徹底、こまめな手指の消毒にご協力ください。
○入退場時、休憩時間等は、一定の混雑が想定されますので、近隣の方と一定の距離
  （ソーシャルディスタンス）を確保してください。
○昼食等のお食事は、会話をせず黙食にご協力ください。

参加者の皆さまにおかれましては、
下記の点にご協力をお願いいたします。

アーカイブ配信/展示・物販について

https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/4/243925.html

小山市公式HP
菜の花サミット
特設サイト

アンケートは
こちらから！

本パンフレットは、環境に配慮し、古紙を配合した再生紙を使用しています。



開場・受付
開会セレモニー
主催者挨拶　浅野　正富（第 20回全国菜の花サミット実行委員会 会長・小山市長）
共催者挨拶　藤井　絢子（NPO法人菜の花プロジェクトネットワーク代表）
来賓祝辞

第１部　基調講演　地球の健康 (ワンヘルス)と生物多様性
古沢　広祐
（國學院大學研究開発推進機構客員教授、NPO「環境・持続社会」研究センター代表理事）

第２部　菜の花サミット 20年の歩みと展望
＜報告・進行＞ 藤井　絢子（NPO法人菜の花プロジェクトネットワーク代表）
 大津　愛梨（NPO法人田舎のヒロインズ理事長）
＜意見交換＞ 青山　裕史（油藤商事株式会社代表取締役）
 太谷　優子（NPO地域づくり工房理事）
 園田由未子（NPO法人愛のまちエコ倶楽部 事務局長）
 小林　友子（双葉屋旅館女将（南相馬市小高商工会女性部 部長））
 高橋　荘平（一般社団法人えこえね南相馬研究機構 代表理事）

昼食・休憩
第３部　生物の多様性を育む農業国際会議 (ICEBA) の 10年
＜報告・進行＞ 呉地　正行（日本雁を保護する会 会長、
   NPO法人ラムサール・ネットワーク日本 理事）　 
＜意見交換＞ 渡辺　竜五（佐渡市長）
 太田　洋　 （いすみ市長）
 川端　啓介（豊岡市 コウノトリ共生部長）
 寺田　洋一（大崎市 産業経済部 産業振興局長）
 浅野　正富（小山市長）

第４部　新たな潮流
＜報告＞  風土調査から始める持続可能なまちづくり
 　　　　　　　  廣瀬　俊介・簑田　理香（有限責任事業組合 風景社）
＜提言＞　 社会連帯による行政との協働 
　　　　　　　　 永戸　祐三（一般社団法人日本社会連帯機構 代表理事）
  
移動・休憩
第５部　分科会
１ 持続可能な地域・まちづくり
＜発表者＞ 宮垣　均    （豊岡市 コウノトリ共生課 課長補佐）
　　　　　 高橋　直樹（大崎市　世界農業遺産推進課 課長）
　　　　　 阿久津　治（小山駅西口活性化委員会　青年部 会長）
　　　　　 堀　達哉     （ワーカーズコープセンター事業団・首都圏事務局員）
　　　　 古沢　広祐（國學院大學研究開発推進機構客員教授、
    NPO「環境・持続社会」研究センター代表理事）
＜進行役＞ 廣瀬　俊介・簑田　理香（有限責任事業組合 風景社）

２ 「菜の花プロジェクト」のこれから
＜発表者＞ 青山　裕史（油藤商事株式会社 代表取締役）
 太谷　優子（NPO地域づくり工房　理事）
 園田由未子（NPO法人愛のまちエコ倶楽部　事務局長）
 小林　友子（双葉屋旅館女将（南相馬市小高商工会女性部 部長））
 高橋　荘平（一般社団法人えこえね南相馬研究機構 代表理事）
　　　   福田　洋一（小山市議会議長、菜の花生産者）
＜進行役＞ 藤井　絢子（NPO法人菜の花プロジェクトネットワーク 代表）
　    大津　愛梨（NPO法人田舎のヒロインズ 理事長）

３ 体にやさしい農業と食～学校給食を通してこどもたちに元気を～
＜発表者＞  舘野　廣幸（NPO 法人民間稲作研究所 理事長）
  印鑰　智哉（ＯＫシードプロジェクト・事務局長）
  安井　孝　 （（一財）今治地域地場産業振興センター専務理事）
  鮫田　晋    （いすみ市農林課農政班 主査）
  中村　陽子（NPO 法人　メダカのがっこう 理事長）
＜進行役＞  冨居登美子（よつ葉生活協同組合 会長）
  石川　均　 （小山っ子の未来を守る会 監事）
　　　　
４ 行政と市民の協働
＜発表者＞  永戸　祐三（一般社団法人日本社会連帯機構 代表理事）
  山田　正彦（弁護士・元農林水産大臣）
  森　薫       （日本コウノトリの会 事務局長）
　　　　  及川ひろみ（認定 NPO 法人宍塚の自然と歴史の会 前理事長）
　　　　  柿崎　全良（小山市社会福祉協議会　会長、小山市自治会連合会 会長）
＜進行役＞  川元由美子 （NPO法人ワーカーズ・コレクティブたすけあい大地理事、染織作家）
  福本　佳之（小山商工会議所 青年部 会長）
　　　　
５ コウノトリやトキがつなぐ「田園」・「自然」・「人」そして「未来」
＜発表者＞  佐竹　節夫（日本コウノトリの会 代表）
  木全　敏夫（株式会社野田自然共生ファーム 常務取締役）
  池田　一男（佐渡市 農業政策課 トキ・里山振興係長）
  手塚　幸夫（房総野生生物研究所 代表、いすみ市自然と共生する里づくり連絡協議会・ 
     環境部会 会長）
　　  斉藤　光明（NPO 法人オリザネット 代表 )
　　  古谷　愛子（NPO 法人オリザネット 事務局長 )
＜進行役＞  青木　章彦（NPO 法人わたらせ未来基金 理事長）
　　　　　  伴瀬　恭子（NPO 法人わたらせ未来基金、小山市初代地域おこし協力隊員）

移動・休憩　軽食販売

交流会　

パネルディスカッション
＜進行＞  藤井　絢子（NPO 法人菜の花プロジェクトネットワーク 代表）
  浅野　正富（小山市長）
＜パネリスト＞ 古沢　広祐（國學院大學研究開発推進機構客員教授、
     NPO「環境・持続社会」研究センター代表理事）
　　  青山　裕史（油藤商事株式会社 代表取締役）
  呉地　正行（日本雁を保護する会 会長、
     NPO法人ラムサール・ネットワーク日本 理事）
　　  山田　正彦（弁護士・元農林水産大臣）
　　  永戸　祐三（一般社団法人日本社会連帯機構 代表理事）
　　　  安井　孝　 （（一財）今治地域地場産業振興センター専務理事）
　　　  舘野　廣幸（NPO 法人民間稲作研究所 理事長）

休憩

「おやま宣言」採択

閉会挨拶

閉会
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