
ちばユニバーサル農業フェスタ2016 　出展・参加団体一覧 2016.12.04

会場
番号 団体名 所在地 事業・活動内容 出展予定品目

屋内会場1階

1
NPO法人ワーカーズコープ 香取郡神

崎町
神崎町にあるわくわく西の城を 指定管理者として運営管理、その他、屋上で養蜂をし、取れた蜂蜜を
加工・販売しています。

ハチミツ、蜜ろう、ハチミツきな粉

2
(社福)父の樹会
おおぞら園

千葉市 千葉市稲毛区で障害を持った仲間たちが、丁寧な手作りで焼き菓子を作っています。「みんなが笑顔
になれるように・・・」そんな想いを込めて・・・

焼き菓子（ブールドネージュ、フィナン
シェ）

3
NPO法人みらい工房　はー
とやのパン

千葉市 みらい工房障がい者就労継続支援事業Ｂ型事業所「はーとやのパン」 やきたてベーカリーと手作りサンド
イッチ、野菜

4

NPO法人みのり福祉会　障
がい者就労・生活さぽーと
ピース

四街道市 様々な障がいを抱えている方が、色々な作業を行いながら就職活動をすることを支援する就労移行
支援事業所。

たまご、野菜、プリン、たまごサンドパ
ン

5
よつかいどう和棉ばたけ 四街道市 日本古来の和棉の栽培に関する活動を通し、耕作放棄地の有効活用と様々な人々の交流の場所を

提供することを目指しています。
コットンボール、和棉の繰り綿を使っ
た小物、その他

6
森林ボランティア
四街道フォレスト

四街道市 美しい自然を将来につなげるために、林や竹林の伐採・整備・活用を通じて、市内にお住いの皆様と
のふれあいを築こうと活動しています。

大根、里芋、落花生、クルミ、竹製
品、竹酢液

7
吉岡こどもまちづくりプロ
ジェクト

四街道市 四街道市鷹の台にある吉岡小学校区において、こどもたちが自ら考えつくるまちを展開しています。 小物、多肉植物の寄せ植え、映像上
映

8

ブーランジェリー カフェ　プ
リムベール

四街道市 長年ホテルのパンを作ってきて、四街道で本格パンを安価にて提供しています。地元の粉を使ったパ
ン・菓子作りにも協力しています。小学校や高校など、バザーや文化祭でのパン作りや、市内イベント
にも多数参加！しています。

パン・ラスク・クッキー・サンドイッチ、
調理済みパック入れシチュー（ポーク
シチュー・ミルクシチュー）

9

千葉県立四街道高等学校
千葉県立下総高等学校
東京情報大学

四街道市
成田市
千葉市

下総高校の生徒が育てたシクラメンを四街道高校の生徒と東京情報大学の学生が販売します。 シクラメン、白菜、大根

10
NPO法人ミクロネシア振興
協会

鎌ヶ谷市 （ミクロネシアでの）風力発電の共同開発、人材育成と雇用の場の創出。68次になる訪問団の派遣、
野菜を作り日常的に食べる文化の定着。

秋作のじゃがいも、里芋、カブ、カボ
チャ。

11

日替わりシェフの店「さくら
そう」

四街道市 素人のシェフが地産地消を基本に、四街道のコミュニティレストランを始めて5年目になります。　登録
シェフは１７名を数え日曜祭日を除き営業しています

太巻きずし、出汁巻き玉子、鶏ごぼう
いなり、ノンアレルギークッキー（ケー
キ）

12

(社福)オリーブの樹
オリーブハウス

千葉市 障害者の作った商品を販売することにより、障害者の自立と社会参加を支援します。 アイスクリーム、クッキー、パウンド
ケーキ

13

生活クラブ虹の街　セン
ター佐倉

佐倉市 「安全・健康・環境」に配慮した消費材を提供し、消費材の共同購入を通して食の未来をみんなで考
え、人と地域を元気にすることをめざしています。

調味料、お菓子、飲み物（販売）
みかんジュースの試飲やポークウイ
ンナーの試食。

14

NPO法人はぁもにぃ
「就労継続支援　はぁも
にぃ」

千葉市 働きたいと願う誰もが働くことのできる社会の実現を目指し、一人一人の希望や適性に合わせた仕事
の創造に取り組んでいます。

はちみつ3種、紅芯大根、プリン、レ

アチーズケーキ、人参寒天ゼリー
プリザーブドフラワー

15

やちまたよしくら 八街市 八街市で千葉半立落花生を使った無添加手作りのピーナッツバターを製造。煎り立ての落花生の味
をそのままピーナッツバターにすることを目標に、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。自然栽培の
ジャムやマーマレード、自然栽培の落花生を薪で煎ったものも販売しています。

ピーナッツバター各種、ジャム・マー
マレード各種、千葉半立落花生を薪
で煎った落花生

16
（社福）翠昴会　障害者支
援施設 ピクシーフォレスト

四街道市 パン、焼き菓子、椎茸を販売しています。無添加の体に優しいパンと傘の大きい椎茸を是非ご賞味く
ださい。

パン、焼き菓子、椎茸

17
野菜のお菓子工房　ヒナタ
イロ

四街道市 ヒナタイロは、店舗を持たない野菜のお菓子工房です。新鮮な野菜や果物をたっぷり使ったお菓子を
野菜ソムリエがお作りします。

野菜・果物を使った焼き菓子

18
生活クラブ風の村　とんぼ
舎さくら

佐倉市 お漬物やプリン等、美味しさはもちろん、ユニバーサル農業や障がい者就労の活性化に取り組む、思
いのこもった商品をお楽しみください。

お漬物、クッキー、プリン、チョコクラ
ンチ

19
【園芸・栽培相談】 千葉市

屋外会場

20
【みんなでカレンダープロ
ジェクト】

四街道市

21
クラフトボックス 市原市 革のキーホルダー作り体験。自然素材を使った工作の出張ワークショップを行っています。 革のキーホルダー作り体験/500円

/15分で作れます。

22
そうすけくんとナオキのつみ
きプロジェクト

大網白里
市

山武地域の里山で育った山武杉を使った手作り積み木を作っています。アーティスト小出ナオキ氏と
ハンディキャップのある青年とのコラボ積み木です。

山武杉の手作り積み木。ワーク「自
分だけの積み木をつくろう」

23
ファームさきくませ 四街道市 四街道で水稲栽培をしています。休耕田の再生もしており、地域の稲作を継続していきたい。 お米、野菜、飲み物、つきたてお餅

（甘・辛）

24

舩津園芸
大澤農園

四街道市 舩津園芸：シクラメンや花壇苗の生産・販売を四街道市鹿放ヶ丘で40余年しています。
大澤農園：30年間シイタケ栽培専門でした。現在はアスパラガス、トマトをメインに、キクラゲを加え少
量ながら多品種を栽培しています。

シクラメンやパンジーなど
焼き栗、焼き芋

25

はっするファーム
大和田カフェ　espresso and
music

佐倉市
八千代市

農薬を使わず、自然由来の肥料を使い、、育てた野菜販売と、野菜を使ったカフェゴハン＆コーヒーを
ご用意しています。お待ちしてまーす。

サラダセット、葉物、根菜
シチュー、コーヒー、ドリンク、焼き菓
子

26

もうり農園 佐倉市 「畑からキッチンへ　旬の無農薬野菜をお届け」をキャッチフレーズに佐倉市で無農薬野菜セットを販
売しています。

旬の無農薬野菜　いろどり大根、に
んじん、サラダセット、ジャム、くろうど
ん、まるごとにんじんジュース

NPO法人ちば農業支援ネットワーク
（農業普及指導等の経験者による野菜や花の栽培、家庭菜園等の相談）

ドラマチック四街道プロジェクト／みんなで地域づくりセンター
（みんなの「がんばること」をカレンダーに！）



会場
番号 団体名 所在地 事業・活動内容 出展予定品目

27

農事組合法人さんぶ野菜
ネットワーク

山武市 有機農業を始めて28年目になりました。未だ試行錯誤を繰り返していますが、世代交代の時期を迎
え、今までの技術に若い力とセンスをプラスして、クリエイティブな職業として確立できるよう取り組ん
で行きたいです。

汁物、惣菜

28

しま株式会社 船橋市 各種コンサルタント、環境にかかわる事業展開（例　PM2.5、インフルエンザウイルス除去の空気清浄
装置、活水の活用他）、またミクロネシア雇用促進支援事業等。オーガニック製品の販売等。

ベルギーチョコレート、蜂蜜、ノニ
ジュース、ココナッツ石鹸、農業向け
活水器、防災グッズ

29

NPO法人ちば市民活動・市
民事業サポートクラブ
（NPOクラブ）

千葉市 地域課題の解決に向けて、活動しているNPOの支援事業を行っています。マネジメント、会計などの
相談を行うとともに講座等を開催しています。

けんちんうどん

30

五代目森山清次兵衛 香取郡神
崎町

発酵の里神崎町で肥料も農薬も使わない自然栽培でお米作りをしています。 自然栽培米ササニシキ・マンゲツマ
チ。米粉＆玄米粉、玄米もち、玄米
おかき、玄米餅のお雑煮

31

（株）ファーマーズマーケット 千葉市 千葉市で障害を持った７名と一緒に毎日ひとつひとつ丁寧に野菜を作っています。水耕栽培メイン
で、農薬を使っていない生で食べられる野菜です。

サラダ菜、スイスチャード、サラダ
ケール、パクチー、里芋、安納芋、シ
ルクスイート

32

NPO法人せっけんの街 柏市 食用油（廃食油）を回収し、リサイクル石鹸を製造販売する資源回収活動をして、水環境を守る活動
をしています。水環境を取り戻すために雨水タンクの普及活動を始めました。

リサイクルせっけんと環境関連品
（ニームケーキ）、土壌改良剤販売。
雨水タンクの展示。

33
ＮＭグループ(YAMATO） 八王子市 関東地域で色々とイベントに出店しており、過去の出店経歴は、各自衛隊のイベントに出店して、ＹＡ

ＭＡＴＯオリジナルのステーキ串が大人気です。
串焼き、フランクフルト

34

(社福）市川レンコンの会
メープルレンコン、第1レンコ
ン、第3レンコン

市川市 生まれ育った地域であたりまえの生活をするために、できる限りの支援を行い、生き生きと暮らしてい
くことを目指しています。

椎茸、ポップコーン、綿あめ、パウン
ドケーキ、クッキー

35

ユニバーサル農業さくら野
菜お届け便

佐倉市 佐倉市内の新規就農者が農薬を使わず育てた野菜を、障害福祉サービス事業所メンバーが袋詰め
して職場・ご自宅までお届けしています。

農薬を使わず育てた佐倉産のとれた
て野菜、コロッケ、サツマイモスティッ
ク、串揚げ

36

NPO法　ジョブファーム 大網白里
市

農業と福祉を融合した事業所です。地域に埋もれた仕事や資源を活用し、福祉施設、農家、地域など
様々な方と連携を取りながら活動しております。またイチゴ新品種「真紅の美鈴」の増産や酒米無農
薬栽培に挑戦しています。

お米、野菜、飲み物、真紅の美鈴イ
チゴジャム、ブルーベリージャム、
ポップコーン

37
NPO法人バランス21 千葉市 耕作放棄地を再生し、田んぼで無農薬、冬季湛水農法でコメ作りを行っている。また林の整備を行

い、植物観察会を催したり、貴重な植物の保護に努めている。
古代米（黒米）、黒米入りの餅を炭火
で焼いて販売

38
ピンコロ農園 四街道市 目の疲労回復、便秘解消のため、ぜひブルーベリーを召し上がってください。 ブルーベリージャム

39
（社福）高柳福祉会
わかたけ社会センター

柏市 食品加工（味噌・ジャム）・配達・農耕・養鶏など様々な技術を得る場所を提供することにより就労を支
援する施設です。

じゃがいも、さつまいも、里芋、加工
品、じゃがいもバター

40
NPO法人みのり福祉会
青空協同組合

四街道市 現在26名の利用者の方が通所しており、畑での農作業、受注作業、手工芸を主に行っています。 さつまいも、葉物、（ほうれん草）、豚
汁、焼き菓子、小物

41
やきとり　鈴乃屋 佐倉市 炭火焼の店です。新鮮な長ねぎを挟んだネギマや佐倉逸品倶楽部参加店として、佐倉の名産を使用

した創作やきとりが人気です。
炭火焼やきとり

屋内会場２階

42

【農業分野における
中間的就労導入相談】

千葉市

43

【出展団体対象の商談会】 千葉市
船橋市
千葉市
東京都新
宿区

44

よつグルメ研究会 四街道市 四街道産小麦を自家製粉して戦後の開拓時の「鹿放パン」の復活や地元産のそば粉を使ったガレッ
ト、四街道の特産品のカラーピーマンなどを使った「みどりのスープカレー」、東京情報大学との協働
による「よつどきくっきい」など地産地消の「おいしいものをづくり」を目指しています。

鹿放パン、みどりのスープカレー、ガ
レット、よつぼくんクッキー、よつどき
くっきい、栗のバターケーキ

45
四街道こども記者クラブ 四街道市 小学4年生から6年生のこども達が、記者となって四街道の魅力を発信しています。 今年度取材した記事の展示会と動画

の紹介

46
ユニバーサル農業さくら野
菜お届け便(※35と同じ）

佐倉市 佐倉市内の新規就農者が農薬を使わず育てた野菜を、障害福祉サービス事業所メンバーが袋詰め
して職場・ご自宅までお届けしています。

野菜わなげ、ひのきたまご人形作り

47

吉岡こどもまちづくりプロ
ジェクト（※7と同じ）

四街道市 四街道市鷹の台にある吉岡小学校区において、こどもたちが自ら考えつくるまちを展開しています。 「つみきをつくろう！」のこぎり、やす
り、ペンキ、焼印を使って
「こどものまち」映像上映

協力：四街道市みんなで地域づくりセンター、公益財団法人 四街道市地域振興財団

　　　NPO法人千葉県障害者就労事業振興センター、(株)プロシードジャパン

NPO法人ユニバーサル就労ネットワークちば
（「中間的就労」とは、既存の働き方では働きにくい人に対して、本人が可能な形で働ける場を提供し自立を助ける多様な働き方の一つで
す。導入することによって、より多くの人々が働くことができ、また職場にとっては人材確保の一助となる手法です。）

【ステージ】レンコンバンド、四街道市大日小学校合唱部、四街道市立四街道北中学校、千葉敬愛高等学校ダンス部、四街道よさこい・そーらん連盟

主催：ちばユニバーサル農業フェスタ実行委員会　　事務局：NPO法人地域創造ネットワークちば　TEL　043-270-5601

大地を守る会
生活協同組合パルシステム千葉
生活クラブ虹の街
生活クラブ・スピリッツ株式会社
（出展団体を対象に販路拡大のために実施します）


