令和４年 5 月２５日 ( 水 ) 開催の総会及び、6 月２２日 ( 水 ) 開催の理事会におきま
して、以下の通り、役員が選任され就任いたしましたので、ご紹介します。

ド感がでるよう、会員同士の連携・情報の共有を図っていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
神奈川県と山梨県で、江戸時代から続く山林・農園を経営する
と共に、メガソーラー発電所やフォレストアドベンチャー・フォ

ももき

村

レストバイクなどの多目的森林活用を展開しています。

百樹さん

辻村農園・山林代表
㈱T-FORESTRY代表取締役
ほうとくエネルギー㈱ 取締役
神奈川県林業経営者協会会長
日本林業経営者協会副会長

農林産物生産・エネルギー創出・生態系保全・余暇提供など、
里山としての役割を最適バランスさせた、先人の想いと未来を繋
ぐ数百年単位の永続的な美しい森創りを推進しています。
◆◇◆新体制発足にあたって◆◇◆
小田原は豊富な自然、永い歴史文化、多種多様な農林水産物を
擁する魅力溢れる地域です。
この恵まれた環境を常に意識し、次世代に最良の形で引き継い
で行く活動を、会員の皆様と共により強固に取り組んで参ります。

（副会長）
【そだてる事業担当】

（副会長）
【つながる事業担当】

こんどう

ただし

すずき

のぶゆき

近藤

忠さん

鈴木

伸幸さん

・美しい久野里地里山協議会

ほか

子供の頃から身近な山里川海
が遊び場でした。高度成長期、
人々の豊かさと引き換えに破壊
され続ける自然環境を目の当た
りにしながら成長し、身近な自
然環境保全の難しさを痛感しつ
つ今に至ります。
この中間支援組織をなんとか
軌道に乗せたいと思っています。

（理事）
【うみだす事業担当】
いずかわ

てつや

伊豆川

哲也さん

・あしがら冬みず田んぼの会

日本野鳥の会の会員で、カモ
が減っていることがきっかけと
なり「あしがら冬みず田んぼの
会」をつくりました。協力農家
さんを募集して活動しています。
仕事ではオリエンタルコンサ
ルタンツ(本会の企業会員)で、
自然再生や里山棚田公園の生態
系保全などを担当しています。

よしとし

なかがわ

ちあき

滝田

叔歳さん

中川

千晶さん

（活動名）

森嶋みす美さん
・小田原SDGｓ×ヨガ気功

東京都中野区から小田原に移住し
てきました。
小田原は自然が豊かと思う半面で、
生態系が崩れ動植物の減少も問題と
して存在していると感じています。
人間も自然の一部であると考えて
います。より良い豊かな自然を目指
し、できることを考えて実行してい
きたいと思います。

（理事）

（理事）

なかじま

たくみ

はやし

中嶋

拓未さん

林

まゆみ

真由美さん

・合同会社小田原かなごてファーム

・おだわられもんラボ

24歳です。
環境問題を自分事として捉え
られるのは若い世代だと感じて
います。
小田原かなごてファームの展
開するソーラーシェアリング事
業などを通して、若い世代を巻
き込みながらフレッシュな力で
頑張っていきたいです。
よろしくお願いします！

レモン好きだった父と一緒に
2015年から活動しています。
現在ではワークショップを毎月
１回開催しています。
農薬の使用を最小限にした小
田原産のレモンの魅力を発信し
ています。果肉から皮まで余す
ことなくレモンを楽しく活用で
きるよう工夫しています。

（理事）

（理事）

ひらさわ

つとむ

やまもと

ひろふみ

平澤

勉さん

山本

博文さん

・合同会社10decades

・小田原箱根商工会議所

川崎生まれ横浜育ちで、8年前に
小田原に移住してきました。
現在は曽我別所にて自然栽培した
梅の６次産業化を進める傍ら、食農
体験プログラムの提供などを行なっ
ています。
里山の景観保全や鳥獣害対策、古
民家再生などを地元農家さんや移住
者、東京・横浜近郊の方たちと協働
しながら進め心温まる曽我の郷里を
100年後に残したく、新しい農と暮
らしの姿を探求、実践しております。

自分自身の知識と経験不足に
よってネットワークの迷惑にな
らないように努力していきます。
「小田原箱根商工会議所」は
中小零細企業3300社ほどの加
盟があります。
事業者と環境を繋げるような
役割を担っていきたいと思って
おります。

（理事）

（監事）

（監事）

かわしま

のりこ

川島

範子さん

いしどや

ひろのり

みずの

まゆみ

石戸谷

博範さん

水野

真由美さん

・FM 小田原株式会社

ほか

以前は東京で音楽関係のプ
ロデュースなどに携わってい
ました。
小田原市観光協会の副会長
も務めています。さまざまな
ことに関わっていますので、
イベント等と会員の方々を結
び付けていきたいと考えてい
ます。

・NPO法人おだわらイノシカネット
ほか

たきだ

小田原の海を中心に色々な場
所で潜り続けています。
小田原の海は食用の魚だけで
なく、フィッシュウォッチング
をしても楽しめる、とても豊か
な海です。しかし最近では磯焼
け等による漁獲量の減少などの
問題も抱えています。
小田原の自然がより良い状態
であり続けて行けるような活動
をしてゆきたいと思います。

置づけしそれぞれに担当者を配置しました。本会の取り組みがより効果的かつスピー

つじむら

（理事）

・個人会員（石橋ダイビングセンター）

今回の改選から、事業計画を「そだてる」・「つながる」・「うみだす」の分野別に位

（会長）

（理事）

ほか

森林や竹林の整備と鹿の生態
調査に取り組んでいます。現在、
箱根地域は生息密度が急上昇し
ています。
小田原くくり罠塾で捕獲者の
育成をしています。誰でも楽し
く参画できる互助体制をつくり、
ジビエ活用を活発にし、箱根山
地を守りたいです。

・個人会員（東京大学生産技術研究所
平塚総合海洋実験場）

子供のころから海や川で魚やカ
ニと遊ぶのが大好きで、海の仕事
に就きました。
早川の相模湾試験場に30年間勤
め、海と定置網の研究をする中で、
小田原は昭和30年頃まではブリが
豊漁で、昭和29年は57万本も獲
れていたことに驚きました。ブリ
など魚が沢山集まる小田原の海を
守っていきたいと思っています。

・まこもめぐり

4年前から耕作放棄地をお借り
し、「まこもめぐり」という農業
コミュニティを運営しています。
真菰を通して農業に親しんだり、
真菰葉を使って細工を作ったり、
四季折々会員の皆様と楽しく活動
しております。
以前は東京から小田原に通って
農業をしておりましたが、昨年移
住してまいりました。農業を通し
て小田原の魅力を伝えていけるよ
うな活動をしていきたいと思います。

おだわら環境志民ネットワークのあり方について

おだわら環境志民ネットワーク

おだわら環境志民ネットワークのあり方について
【会則
第２条（目的）】

【会則
第２条（目的） 改正案】
本会は、小田原の美しく豊かな自然を守り育て、
「自然豊かな小田原で暮らせる喜び」を感じられる地域を未来の子ども
本会は、小田原の美しく豊かな自然を守り育て、「自然豊かな小田原で暮らせる喜び」を感じられる地域を未来の子どもたちに引き継ぐために、
たちに引き継ぐために、環境保全活動に取り組む団体及び個人の連携協力体制を築く。また、多様な主体の連携により環
環境保全活動に取り組む団体及び個人の連携協力体制を築く。また、多様な主体の連携により環境保全活動の促進へつながる循環の仕組み「地
境保全活動の促進へつながる循環の仕組み「地域循環共生圏」の構築に係る主たる担い手を目指す。
域循環共生圏」の構築に係る主たる担い手を目指す。

Odawara

【VISION（目指す姿）】
豊かな森里川海を次世代に

理事会の基本構成
（６名＋若干名）
Environmental

①会長（１名）
Citizen's
②副会長（２名）
Network.
③理事（若干名）
内、そだてる事業担当（１名）
つながる事業担当（１名）
うみだす事業担当（１名）
※監事（２名）も理事会に出席し、意見
を述べることができる。

【MISSION（使命）】
地域資源から価値を創出（地域循環共生圏構築の具体化）
総会
理事会
人材

①次世代の人材育成
【そだてる事業】

資金

③環境と経済の好循環
【うみだす事業】

②相談支援体制の構築

支援

知見

【つながる事業】

相談

環境課題

・きまつり、農業まつり、
森であそぼう等への出展
・市民学校との連携
・モニタリング調査
・教材作成、出前講座
ほか

・情報交換会
・勉強会
・活動現場視察
・講演会

（外部講師等招聘含む）

ほか

③環境と経済の好循環
【うみだす事業】

・荒廃竹林対策、獣害対策
・耕作放棄地の活用

（商品開発・体験など）

・環境活動支援事業（交付金）
ほか

【各事業の推進体制について 】

理事会での協議の結果、所属意識による縦割り化や会員の負担等を考慮し、部会制でなく、各取組を
分野別に位置づけ、上記の①〜③の枠組を会員間で共有する構想となっている。

ホームページ：https://odawara-env.net
事務局 : 小田原市環境部環境政策課 ( 電話 0465-33-1473)
E-mail：ka-kansei@city.odawara.kanagawa.jp

Instagram

YouTube

【各事業の推進体制について】
理事会での協議の結果、所属意識によ
る縦割り化や会員の負担等を考慮し、部
会制でなく、各取組を分野別に位置づけ、
左記の①～③の枠組を会員間で共有する
構想となっている。

おだわら環境志民ネットワークは
豊かな小田原の自然環境を
未来の子どもたちへと伝える活動をする人と

おだわら環境志民ネットワーク

Facebook

・会の運営全体に係る各要素（事務局機
能、財源、拠点、法人化等）の検討や
市の森里川海ブランドとの連携は、主
に理事会で協議を進める。

（メンマ・ハンターバンクなど）

※第６次小田原市総合計画やSDGsの達成目標等を踏まえ、2030年までに「地域循環共生圏（ローカルSDGs）」の
構築に係る主たる担い手を目指し、各取組を進める。

Homepage

【各役員に求められる役割等について】
・自身の所属団体や活動に限らず、客観
的に物事を分析、判断し、本会の目的
達成に向け、全体的な見地で、積極的
に自らの意見を申し述べる。

・役員の立候補状況等を踏まえ、構成は
変動する可能性がある。

【DETAIL（各事業詳細例）】
②相談支援体制の構築
【つながる事業】

（編集：奥津一樹）

・各事業担当については、担当の事業や
プロジェクトの運営等をはじめ、事業
計画やその予算の検討等に係る調整を
事務局とともに行う。

会員（団体・企業・個人）・事務局・顧問

①次世代の人材育成
【そだてる事業】

【特集】- 新役員紹介
2022.08

LINE 公式ｱｶｳﾝﾄ

地域社会を繋げる中間支援組織です

