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せんがみの谷津募金第二次中間報告 

2011 年４月10 日 

北総里山クラブ 

せんがみの谷津募金実行委員会 

代表 長谷川雅美 

 

北総里山クラブは2006 年9月の結成以来、里山を守り自然と生きものと人間が織り成す21 世紀型のまちつ

くりを目指し、活動してまいりました。 

2010 年9 月、白井市谷田・清戸地区にまたがる先神の谷津について、白井市内の事業者が企業庁に対して

先神の谷津の買い取りを申し出ていることから、企業庁が白井市に買い取りの意思を回答するよう、白井市に

対して要求したことが伝わりました。 

北総里山クラブは、白井市が先神の企業庁用地を買い取るという決断を支援するために募金を行うことが肝

要であると合意し、集めたお金を白井市に寄付するための募金活動を企画実施することにいたしました。 

2010 年10 月、北総里山クラブは、せんがみの谷津募金実行委員会を立ち上げその事務局を担当し、募金活

動を始めました。2010 年12 月5 日にはせんがみフォーラムを開催し、131 名もの方々の参加をいただき、せ

んがみ谷津を埋め立てから守る理由とその意義を知っていただくことができました。お陰さまで、募金総額と

して2,736,589 円の寄付をいただくことができました。これもひとえに、保全活動やこれまで募金活動を支え

てくださった皆様のおかげです。募金の募集はいったんこれをもって終了とさせていただきます。 

以下、募金の達成状況と白井市への募金の寄付予定をご報告し、第２次中間報告とさせていだたきます。 

 

１．募金金額 

現金分 1,256,151 円 

振込分 1,500,522 円  

(合計) 2,756,673 円 

経費  △156,673 円 

白井市への寄付金額 

 2,600,000円  

 

２．募金くださった方々 

街頭募金・行事     405名 

郵便貯金振り込み    ３法人、５市民団体、２自治会 個人107名 

現金持ち寄り      188件（11団体、177名） 

  合計          689名 21団体 

 

３．募金の趣旨に賛同いただいた方々（アイウエオ順 敬称略） 

（1）賛同団体（北総里山クラブ構成団体を除く） 

美しい手賀沼を愛する市民の連合会、NPO 法人印旛沼広域環境研究会、佐倉緑の銀行、佐倉里山クラブ、佐倉

自然同好会、里山シンポジウム実行委員会、白井こどもエコクラブ、白井こども劇場、ちばコープ田んぼ部会
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里山応援隊、東邦大学里山応援隊、ボーイスカウト千葉県連盟印西白井一団 

（2）学識経験者 

木下勇 千葉大学園芸学部教授 北総里山会議座長 

倉本宣 明治大学農学部教授 北総里山会議副座長 

ケビンショート 東京情報大学教授 

百原新 千葉大学園芸学部準教授 

近藤昭彦 千葉大学理学部教授 印旛沼流域水循環健全化会議委員 

堀田和弘 学校法人増田学園常務理事 印旛沼流域水循環健全化会議委員 

虫明功臣 東京大学名誉教授 印旛沼流域水循環健全化会議委員長 

（3）個人 

286名  

 

４．募金の白井市への寄付予定 

 3月28日の白井市議会にて、先神の谷津の購入資金を含む白井市の平成23年度予算が可決されました。一方、

千葉県企業庁は白井市への土地譲渡に当たり障害になっていた用地の土地地目の変更を済ませ、白井市への譲

渡の準備は整ったところです。 

 しかし、谷田地区内の企業庁用地を生かした白井市市民の森計画の実現にあたって、まだ地元地権者の同意

を得るには至っていないため、地元地権者及び紹介議員の請願とその後の審議に基づき、市民の森計画に関す

る協議会を設置することになりました。 

 4月8日朝、白井市建設環境部環境課の課長及び担当と、北総里山クラブ代表及び事務局長が募金の受け入れ

方法に関する協議を行い、次のことを確認しました。 

１） 白井市が募金を受け入れる時期は、地元との協議がまとまり、つつがなく有償譲渡の手続きが行える

見通しが立った時点としたい。 

２） 募金の受け入れ体制について庁内検討して回答する。 

３） 白井市が千葉県から土地を有償で譲渡を受ける際の最終的な金額はまだ決まっていない。 

 以上のことから、次回第３次中間報告にて、せんがみの谷津募金をどのように白井市に寄付するかお知ら

せし、譲渡の事務手続き完了をもって最終報告とさせていただきたいと思います。 

 

５．2010年10月～2011年３月募金活動の記録 

１）募金の呼びかけ活動 

（1）チラシ広報、呼びかけ 

①募金チラシ個別配布 約50000 枚 

②駅頭街頭募金活動 13 回 

③ポスター 約300 枚 

④北総線駅構内パネル展 

⑤北総里山クラブ構成団体各イベントでの展示、募金呼びかけ、募金箱設置、募金活動会場提供 

⑥ご協力団体及び機関でのポスター掲示、募金呼びかけ、募金箱設置、募金活動会場提供 

（アイウエオ順 敬称略） 
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饗庭、青空保育つくしんぼ里山観察会、アンの店、イオンモール（株）、美しい手賀沼を愛する市民の連合会

研修会、馬印の会、里山応援隊、里山シンポジウム実行委員会、白井こどもエコクラブ、白井市社会ボランテ

ィアの会、白井市自治会連合及び町内会、白井バトミントン、食鮮館ヒフミ、生活クラブ生協ＮＴ支部、生活

クラブ生協木刈デポー支部、タカ渡り全国集会、千葉県ガールスカウト第63 団、千葉大学緑地環境学科フィ

ールドコラボレーション有志、手賀沼統一クリーンデー、ボーイスカウト千葉県連盟印西白井1 団 

（2）マスコミ 朝日新聞京葉版11 月2 日掲載、月刉千葉ニュータウン 12 月4 日発行 

（3）12 月5 日（日）せんがみフォーラム 第5 回タウンミーティング 来場者131 名 

 

６．募金活動をとおして達成したいこと 

先神のビジョンは、谷田武西地区の保全対象地に横たわる美しい先神谷津で、市民が木道を散策し、子ども

らが遊び、教育の場として生かされている姿です。そのためには自然環境が損なわれないような配慮を行き届

かせながら整備していくことが大切です。多少時間がかかっても現在の状態を専門的な調査によって把握し、

どのように整備していくかを、地域の色々な立場の方々と話し合いながら進めていくべきだと考えています。 

（１）ホタルをはじめとする湧水、湿地の生きものを守るための科学的調査を行い、その結果に基づき保全施

策を提案する。 

（２）地元の方々や学校教育機関などと、素晴らしい自然環境を守りながら活用する方法を話し合う。 

（３）市民が豊かな自然に触れ、自然保護の大切さを理解し、行動してもらうために、観察会を定期的に開催

する。 

（４）これらを地元の方々、教育機関、企業、行政とともに市民団体が中心となって実行し、豊かな自然のあ

る里山を持続的に維持していく仕組みを作り上げていく。 

 

７．せんがみの谷津募金へのＱ＆Ａ 皆さまから頂いた主なご質問へのお答えです。 

１）この募金は白井市がせんがみ谷津を買う募金とのことだが、市に寄付をしたら違うことに使われてしまう

こともあるのではないか？ 

Ａ．寄付受け入れの予算が組まれます。他の事業へ流用されることはありません。 

 

２）白井市が買う土地なのに、なぜ白井市が募金をしないのか？白井市がせんがみ谷津をどうしても買って守

っていこうという気がないのではないか？ 

Ａ．白井市は、企業庁から土地を買い取り、地目変更の交渉を行い、買い取り予算を平成23 年度予算に盛り

込む準備をしています。平成23 年度予算が議会を通るよう、この募金活動で後押しします。 

 

３）白井市が環境のための募金を設けたら、大口の寄付をした人は減税になると思うので、そのほうが良いの

ではないか？ 

Ａ．市にはまず、市の予算に購入予算を組むことで対応してもらうよう期待しています。 

 

４）もし、買い取りが出来なかった場合、寄付したお金はどうなるのか？ 

Ａ．今は、買い取りを成功させるべく全力を挙げて取り組みます。 
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５）買い取りができて、なお募金があまった場合は、そのお金はどうなるのか？ 

Ａ．市に対し、自然保護のための土地取得基金設置の要求を行い、そこに寄付します。 

 

６）買い取り後、せんがみ谷津はだれがどのように管理していくのか？ 

Ａ．市と市民団体、地元と協議して管理をすすめます。 

 

７）この募金の最中に、せんがみの谷津の現地視察はしないのか？ 

Ａ．ご希望の場合は、 080-5912-4473 にご連絡ください。 

 

８）賛同人に名前を公表しても良いかとのことだが、どこに公表するのか？ 

Ａ．募金と共に、市役所に提出します。 

 

参考 

募金活動を始めるにいたった経緯 

 

北総里山会議は『谷田武西市民の森整備計画提案書（白井市域）』を白井市に提出し、豊かな湧水があり、

希少な野生動植物が生息・生育する谷津や草原を保護区として提案しました。 

2010 年2 月に開催された第5 回北総里山会議において、白井市から、保護区の一つである先神谷津に対し、

土地を買い取り、埋め立てて事業展開を計画する事業者がいるとの報告がなされました。北総里山クラブは、

事業者の埋め立て計画による自然破壊を危惧し、千葉県知事および白井市長に対し、事業者への売却を行わな

いように再三にわたり要望してきました。また一方で、白井市は自然環境の保全に資するべく、谷田清戸地区

内の企業庁用地を無償譲渡することを千葉県企業庁と粘り強い交渉を続けてきました。しかしながら、2010 年

9 月27 日に開催された北総里山会議運営委員会において白井市から以下のように報告されました。『企業庁

長から白井市長に対して、市として購入の意思を文書で回答してほしい。その期限を12 月としたいとの回答

があった』千葉県としてはもともと売却処分する予定であった企業庁開発除外地に対して、買い取りを希望す

る事業者が存在する以上、無償での譲渡は難しいという判断がなされたわけです。 

北総里山会議は、全対象地を白井市と印西市が千葉県から無償で譲り受けて、自然環境の保全とまちづくり

に資するべく要望してきました。その点からも、千葉県企業庁の判断は納得できるものではありません。しか

し、わたしたち北総里山クラブはこの状況を鑑み、谷田武西市民の森の実現のためには、白井市が先神の企業

庁用地を買い取る判断をすること、ならびに市民として白井市の決断を支援するために募金を行うことが肝要

であると合意し、集めたお金を白井市に寄付するための募金活動を企画実施することにいたしました。 

 

（北総里山クラブ募金活動への道） 

2006 年5 月19 日 北総地区の市民団体7 団体の連名で、千葉県知事、千葉県業庁長あて印西市武西、白井市

谷田地区の自然環境保全に関する要望書を提出 

2006 年9 月22 日 北総里山クラブ発足 

2008 年2 月 白井市は「千葉の里山・森づくりプロジェクト」に参画 

2008 年10 月 白井市は北総里山会議に参画 
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2009 年2 月 せんがみの谷津を埋め立て福祉関係の事業を行おうという事業者のいることが市役所から報告

された 

2009 年2 月5 日 白井市は事業者に先神の谷津の埋め立ては受け入れがたいと回答 

2009 年2 月19 日 北総里山会議で先神谷津を保護区とする案がまとまる 

2009 年3 月16 日 北総里山会議より「北総地域の里山の振興・再生に係る報告書」の提出 

2009 年5 月 白井市は千葉県企業庁に対して谷田地区の無償譲渡の要望書提出 

2010 年1 月22 日 千葉県知事に対して、会議で審議決定された事項の速やかな実施を要望 

2010 年3 月9 日 北総里山会議座長から白井市に白井市谷田地区先神谷津の保全理由書を提出 

2010 年3 月11 日 北総里山会議から白井市長へ『白井市谷田市民の森整備計画提案書』を答申 

2010 年7 月21 日 北総里山クラブは白井市から企業庁から先神は有償となったとの情報を得、先神の谷津を

購入する資金の一部を市民が募金をして市に寄付する方針を立てる 

2010 年10 月 せんがみの谷津募金活動を開始 

2010 年11 月 白井市自治会連合会より全町会に募金の呼びかけ 

2010 年12 月5 日 第5 回タウンミーティング せんがみフォーラム開催 

2010 年12 月19 日 街頭募金 イオンモールコスモス広場 

2011年 3月 3日 白井市議会経済環境常任委員会にて、先神谷津の保全と募金活動の概要を説明。 

2011年 3月 28日 白井市市議会にて先神の谷津購入をふくめた予算が可決 


