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産業の構造
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１位 宿泊業、飲食サービス業、飲食店
２位 生活関連サービス業、娯楽業
３位 建設業
４位 卸売り、小売業

産業の構造
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工業



野田市内の工場分布
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工業団地

野田市には6つの工業団地がある

関宿工業団地

関宿はやま工業団地

野田中里工業団地

野田南部工業団地

野田市南部工業団地

野田市北部工業団地
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野田工業団地協同組合

昭和52年(1977年)に住工混在解消を目的として、野田市及び近隣企業に集団化を呼びかけて団地造成を
市当局に請願。昭和53年(1978年)4月1日、認可を受け、29社の企業で野田工業団地協同組合としてス
タートし現在に至った。都心に近いが、豊かな自然に囲まれた工業団地である。
様々な業種の企業が参画している。

機械・製罐関係
金属加工・製品関係
溶接製罐関係
電気機器関係
食品・包装資材関係
自動車・産機・建設関係
環境設備・販売関係
賛助会員企業

8



野田市工業部会
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シアタールーム
大画面200インチに創業者の歴史が分かる映
像と、アイスクリームに詳しくなれる映像を
上映します。

クリーンルーム ※現在は休止中
衛生面への取り組みである、エアーシャワー
を使ってホコリやゴミを取る工程を実体験で
きます。

巨大冷凍庫
アイスクリームを保管する冷凍庫の中を通り
抜けることで、工場内にある冷凍庫の温度を
疑似体験できます。

セブンティーン＆パピコ製造ライン
パピコの容器にアイスが注入されていく工程
や、完成したセブンティーンアイスとパピコが
包装されていく様子を見ることができます。

ご試食 ※現在は休止中のためお土
産としてお持ち帰り
千葉アイス工場で作られた、出荷前
のパピコをご試食いただけます。

グリコキッチン（有料制）※現在は休止中
アイスクリームの手作り体験ができます。
楽しみながらアイス作りの工程を学ぶことができる
コーナーです。

わくわくファクトリー glicopia CHIBA

1988年、神戸で始めた工場を企業ミュージアムが合体したユニークな工場見学施設「グリコピア」が野田にも
2017年にオープン。グリコにしかできない、最先端の「魅せる工場」であり、見学できる、学べる、楽しめる
エンターテイメントファクトリー。
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雪印メグミルク 野田工場

水と緑に恵まれた野田市において古くより、発展してきた。野田工場に搬入される牛乳は、関宿町で搾取
されたものもある。野田工場はたくさんのコンピュータやロボットが働く自動化工場で、牛乳をはじめ、
ジュース類やコーヒー・フルーツヨーグルトなどを生産。紙パックやフルーツヨーグルト製品が作られる
様子を見ることができる。
地元野田市に根ざし、開かれた工場をめざして、工場見学（年間約15,000人）や地域イベント（野田市産
業祭や野田市少年野球大会など）には積極的に協賛、参加している。

・この工場で製造されている主な商品

ナチュレ 恵 megumi
ブルーベリー＋いちご

Dole® 
オレンジ 100%

雪印メグミルク
牛乳

毎日骨太
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キッコーマンもの知りしょうゆ館

キッコーマンのしょうゆ工場の中にある
「キッコーマンもの知りしょうゆ館」
は、日本を代表する調味料“しょうゆ”のす
べてがわかるミュージアム。

「しょうゆができるまで」を見学しなが
ら、もろみ熟成の様子やしょうゆの色・
味・香りを体験する。

「しょうゆの歴史」や「しょうゆの知
識」などの展示で、“しょうゆ”について楽
しく学んでいくことができる。
※現在、休館中です。
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農業



関宿地域の河川沿い、野田地域の国道１
６号の東側、南部地区の今上周辺
台地部分→ほうれん草や枝豆、キャベツ
などの野菜類
低地部分→水稲を中心とした作付け

＜課題＞
近年の高齢化に伴う後継者不足などによ
り、耕作放棄地が拡大しつつあり、今後
の農業の展開が懸念されている。

江川地区
自然との調和に配慮した農業経営を行う
農業生産法人が設立され、自然環境保護
対策基本計画に基づいた自然と共生する
地域づくりが推進されている

農業
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ゆあめぐり野田

ゆあめぐり野田は農産物は野田市の農産物直売所である。野田市内の農業者や農業
団体、福祉園芸に取り組んでいる障がい者団体などが生産する農作物や加工品等の
安全・安心な商品を、卸売業者等を通さずに、市民の皆さんをはじめ多くの方に直
接販売している。各時期に合わせた新鮮味あふれる旬の野菜、果物を店内に数多く
取り揃えている。

＜おすすめ商品＞

野田の枝豆 野田の黒酢米 野田のたまご

「ちばエコ農産物」認定商品一番のおすすめ商品である
“ふっくらとした味わいの
ある枝豆”

雛の飼育からこだわった、
養鶏場品質の卵を直販
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酪農



循環する酪農

環境保全型農業

市内で栽培した飼料用米（生籾米（なまもみまい））を
購入し、たい肥センターで、乾燥させずに破砕し乳酸発
酵させ、餌に加工した「籾米SGS」を酪農家に販売

酪農家→飼料コストを削減できる
外国産から安全安心な野田市産の飼料に置き換
えられる

米農家→米の価格が低迷する中、乾燥調整作業が省けて
生産コストを減らすことができる

両者にとってメリットがある

17
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知久牧場

「循環型酪農」

河川敷の牧草、エコフィード→牛乳→チーズ→ホエイ→ブルーベリー→はちみつ

関宿の“久利子”チーズ

「ゆめあぐり野田」や「あびこん水の館農産物直売所」
で販売で販売されている



醸造業



野田市の醤油会社

キッコーマン株式会社 キノエネ醤油株式会社

坂倉味噌醤油株式会社 窪田味噌醤油株式会社
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キッコーマンのしょうゆづくりの始まりは、江戸時代初期。現在の千葉県野田市で、
江戸へのしょうゆ供給地としてその礎を築いた。野田は、関東平野に育まれた良質な
大豆と小麦、江戸湾の塩など、原料の確保に最適の土地であった。また、潤沢な水と
気候、江戸川の水運にも恵まれ、しょうゆのふるさととして大きく発展と繁栄を続け
ている。

そして1917年、茂木本家をはじめとする茂木六家と、茂木家より古くから醤油醸造を
行なっていた高梨家、流山で関東白味醂を生産していた堀切家が大同団結して野田の
しょうゆ醸造家一族が合同して設立したのが「野田醤油株式会社」。 後にキッコーマ
ン株式会社となった。

キッコーマン

21



キッコーマンの施設

•キッコーマン（株）野田本社
•キッコーマン野田工場
•キッコーマン株式会社 野田工場
•キッコーマン食品（株）野田工場
•キッコーマンもの知りしょうゆ館
•キッコーマン食品（株）野田工場製造第2部
•キッコーマン食品（株）野田工場製造第3部
•キッコーマン（株）研究本部
•キッコーマン（株）国際食文化研究センター
•キッコーマン新研究開発棟
•キッコーマンフードテック株式会社
•キッコーマンフードテック（株）江戸川工場
•キッコーマンバイオケミファ（株）江戸川プラント
•キッコーマン文化体育館
•キッコーマン（株）第一給水所
•キッコーマン野球場
•亀甲萬 御用醤油醸造所
•キッコーマン稲荷蔵
•キッコーマン煉瓦蔵 22



キッコーマン御用蔵

2011年に野田工場内に移築。
移築前の御用蔵は、宮内省（現宮内庁）にお
納めするしょうゆの専用醸造所として、
1939年に江戸川沿いに建設されたが、老朽
化で大規模な補修工事が必要となり、70年
の節目に移築工事を行った。移築にあたり、
しょうゆを仕込む木桶、屋根の小屋組み、屋
根瓦、石垣、門などは移築前のものを使用し、
原形に近い形で再現した。
御用蔵では、現在も宮内庁にお納めするしょ
うゆを醸造している。また、伝統的なしょう
ゆ醸造技術や1939年の御用蔵の建設当時の
道具や装置を保存・展示している。

※現在、休館中
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醤油の街の歴史的建造物である。平成９年（１９９７）から内部の様子が公開さ
れ、昔ながらの杉桶仕込みの伝統的な醤油醸造が見学できる。

キッコーマン煉瓦蔵
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ガラス張りの低層建築の本社の裏手
には、キッコーマンのかつての醸造
蔵が、明治時代の姿まま残ってい
る。
この巨大な蔵は、稲荷蔵と呼ばれて
いて、醤油の醸造蔵だったが、現在
は単なる倉庫として使用されている
ようだ。

キッコーマン稲荷蔵
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稲荷蔵に隣接しているのが、見事
な煉瓦の塀で、経済産業省の近代
産業遺産に認定されている。
煉瓦塀の主家は、104才で大往生を
遂げた茂木七左衛門の住居で、そ
の一部が茂木本家美術館として公
開されている。

煉瓦塀
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江戸時代、上花輪村(現千葉県野田市上花輪)の名主
であり、醤油醸造を家業としていた高梨兵左衛門
家の屋敷や、 代々伝わる年中行事・古文書・物品
を受け継ぎ、保存公開している博物館である。

平成6年(1994)の開館当時は千葉県指定名勝、平成
13年(2001)からは昭和の庭園としては全国で初め
て、敷地全体の景観を名勝「高梨氏庭園」に指定
されている(隣接の欅並木も名勝に追加指定)。

2007年(平成19年)には、「野田市の醸造関連遺
産」の１つとして、経済産業省 近代化産業遺産に
認定された。高梨家の年中行事を伝えるほか、企
画展、講演会や演奏会などの特別企画を行ってい
る。

上花輪歴史館
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野田を代表する醤油醸造家のひとつである茂
木七郎右衛門家（屋号は柏屋）の建物が、国
の登録有形文化財になります。主屋、書院、
土蔵、正門などの住宅部分と邸内神として奉
祀された琴平神社の18件で、江戸時代後期か
ら大正時代に建築されたものである。
なお、個人住宅のため敷地内は見学すること
はできない。

茂木七朗右衛門家
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キッコーマン野田本社内にある「琴平神社」
は、1789年に当時の茂木家当主が讃岐の金
刀比羅宮に参籠し、腕香の修行に耐えぬき、
創業一族の茂木家、高梨家と野田町民の安全
繁栄を祈願し敷地内に勧請された社だ。
普段は立ち入れないが、毎月10日は一般参拝
できる。

琴平神社
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工場で利用する以外にも、町内の防火用水として、また
町民への飲料水の供給等も考慮して野田醤油（現キッ
コーマン） では大正１０年（１９２１）４月に地下水を汲み

上げるために第１号さく井工事に着手したが、予定の量
を得るには至らなかった。 しかし、同年８月に第２号さく

井工事に着手したところ、予定の量を得て、同１１年１月
には水道敷設工事を起こし、同１２年３月に初めて通

水、さらに各戸給水の追加工事に着手した。そして、大
正１２年３月より自社工場や地域住民を対象に給水を始
め、昭和５０年に野田市に移管されるまで、５０年余りに

わたって民間会社によって水道事業を民間会社が経営
していた。

第一給水所
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キッコーマングループは地域社会への貢献活動の一環
として、キッコーマン総合病院を経営してきた。

しょうゆづくりの蔵で働く蔵人やその家族のために、
キッコーマンの創業家の一つが、1862年に設立した
養生所がその起源だと言われる。その後、キッコーマ
ンの創業家が集まって野田醤油醸造組合を設立し、大
正天皇即位記念事業として病院建設が決定され、
1914年に開院した「野田病院」が現在の病院の始ま
りだ。その後、キッコーマン総合病院として地域社会
に親しまれてきた。

2012年に新しく生まれ変わった建屋は、災害発生時
にも病院としての機能を維持できるよう免震構造を採
用している他、自然採光の活用、太陽光発電や水資源
の効率的な利用、省エネルギー機器の採用など、環境
にも配慮したさまざまな工夫が取り入れられている。

（前面に見えるのは太陽光発電用パネル）

キッコーマン総合病院
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キッコーマン野田本社ビル

1999年竣工のキッコーマン野田本社ビルは、
「環境共存型オフィス（サスティナブル・オ
フィス）」として設計された建屋であり、自然
との調和や環境負荷低減を目指して、さまざま
な先進的工夫が盛り込まれている。

その先進的な工夫を凝らした建屋は、専門家か
らも高い評価を受け、2001年には日経ニュー
オフィス賞のニューオフィス推進賞と千葉県建
築文化賞を、2002年には第9回環境・省エネル
ギー建築賞（審査委員会奨励賞）を、2003年
には第4回JIA環境建築賞・優秀賞を、2011年
には空気調和・衛生工学会特別賞「十年賞」を
受賞した。
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事務所棟と会議室棟とに挟まれた開放的な中庭に
は、雨水を溜める池を配置した「水の庭」を設け、
景観に配慮するとともに、水資源の確保も図った。

野田本社ビルの建屋群は、事務所棟と会議室棟から構
成されている。
東西を長軸とした長方形の事務所棟では、大きな窓を
つけて、自然の太陽光や（通）風を最大限に利用する
とともに、昼光センサーによる照明制御システム、日
射コントロールのための外部水平ルーバー、断熱強化
のためのダブルガラスエアフロー、熱回収型ヒートポ
ンプから得られるエネルギーを用いる温水躯体蓄熱
（夏期）・氷蓄熱（冬期）システムなどを採り入れる
ことで、照明や空調などのエネルギー使用量の低減化
が図られている。
こうした施策により、建屋での晴天時1日（照明点灯
時間6:00～20:30）当たりの照明消費電力は約
42％、また年間熱負荷係数（PAL）も約29％削減。

33

キッコーマン本社ビル



キッコーマンの物流部門
CO₂の排出にも注意を払い、削減に努めている。

「グリーン経営認証」を取得、 「エコレールマーク取組企業」の認定を受けた。

従来の調達物流 一元化した調達・製品物流

総武物流

34



名産品



名産品

野田市観光協会推奨物産品

←このマークが目
印。

36

野田市内において製造された商品、および野田市内を中心に販売されて
いる商品を指す。

審査にあたっては、消費者の代表や学識経験者などで構成された「野田
市観光協会推奨物産品審査会」において厳正な審査がおこなわれ、合格
した商品を推奨している。



野田せんべい

下総野田
醤油ロールケーキ

半熟プリン

野田産のジャージー牛乳と
卵を使ったなめらかプリン。

野田の醤油を使用した奥
行のある味わいの逸品。

ふるさとの漬物

厳選されたうるち米と野
田の醤油を使って、一枚
一枚手作りで焼き上げた
おせんべい。

野田市内の全４社の醤油を
ブレンドして生地に練りこ
んだロールケーキ

名産品



38

市内で生産される農産物について、認定の
基準を満たしたものを、野田ブランド農産
物として認定し、販売。
付加価値を高めることで販路を拡大を図
り、もって消費者に信頼される、安全で安
心な農産物を推進することを目的として、
「野田市農産物ブランド化認定制度」を設
けている。

野田市の黒酢米は、稲に玄米黒酢を与えるだけでなく、化学肥料や農薬
（化学農薬）を一般的な栽培基準の半分以下に抑え、県の専門職員の検
査を受けた後、減農薬減化学肥料による特別栽培米である「ちばエコ農
産物」として認証されてる。

黒酢米

名産品



飲食業・宿泊業



飲食業

ホワイト餃子 野田本店

パリパリとした皮が
特徴の焼き餃子。

関宿城下そば 長命庵

国内産石臼挽きで手打
ちにこだわったそば。

飲食店数 405店
（【ホームメイト】野田市の市場調査データ）

KOUJI SANDWITCH
SUZUMURA

サンドイッチ専門店
50種類以上のサンド
イッチ。

40

https://www.homemate.co.jp/research/pr-chiba/12208/


宿泊業

宿泊施設は9つ（現在は10？）。総宿泊客数 76,511人
そのうち外国人宿泊客数 20,284人
（令和元年データ）

割烹旅館 水明荘

創業昭和35年。利根川岸で天然ガス
の試掘調査中に温泉地下水が噴出。
野田市は「大利根温泉」と名付け、
温泉旅館として誕生。

HOTEL R9 The Yard 野田

2021年にOPEN。コンテナ建築の
スタイリッシュなデザインが特徴
のロードサイドホテル。災害時に
は‘動くホテル’に。 41



観光



観光

清水公園 ひまわりまつり

キッコーマン さくらまつり こうのとりの里
もの知りしょうゆ館 43



野田市産業祭

内容
・出展企業・商店・団体によるPR出演 ・三大抽選会
・ステージショー出演者のパフォーマンス動画の掲載 ・割引特典サービス
・バーチャル工場見学会
・「NODA産FOODテイクアウト」との連携 などなど！

毎年10月に開催されている！

・毎年清水公園・花ファンタ
ジスタ駐車場で開催

・対象商品をテイクアウトで
市内の飲食店をめぐるスタン
プラリー形式！

44



空まつり

デモフライト
機体展示
飛行体験

（写真以外にもいろんな飛行、地上展示を見れる！）
※2018年の内容

パラグライダーふわり体験 モデルロケット マイクロライトプレーン ラジコン飛行機
（デモフライト） ※ラジコングライダー飛行体験◎

45



NODA産FOODフェスタ

・野田市の飲食店サポートプロジェクト！
＝地元の名店の、野田産の食材を使った
食べ物のNo.1を決める大会

その他楽しそうなイベント！
・花ファンタジアウォークラリー
・千葉県野田市チキチキ情報局生放送
・アイドルミニライブ
・もじゃーる
（フリースタイルフットボール）
・フラダンス演舞
・よさこいソーランの演舞など・・・

コロナ前の様子

46



観光マップ

野田市観光ガイドマップ 川のネットワーク

0210-hyou4-hyou1 (kanko-nodacity.jp)
1571903844_doc_37_0.pdf (goka.lg.jp)

47

http://www.kanko-nodacity.jp/guide-map/2021/PDF/full.pdf
https://www.town.goka.lg.jp/data/doc/1571903844_doc_37_0.pdf


サイクリング



利根川・江戸川サイクリングロードマップ

公園、水飲み場、休憩施設浸水施設、
運動場、トイレ、自転車屋、コンビニ

などが書かれている！！

49



自転車屋について

自転車・サイクルショップ

50

•松崎誠輪社新井サイクル
•島田自転車店
•富田商店
•北島輪業柳沢店
•輪工房
•山崎サイクル
•会田自転車店
•サイクルベースあさひ野田店
•ザックソンインターナショナル株式会社

•岡田自転車店
•古橋輪業商会
•輪々舎
•清水サイクル
•小林自転車店
•青島輪業
•松崎自転車店
•オートショップ北島

合計15店舗！



コウノトリ



コウノトリ

③最終目標は
「自然と共生する

地域の実現」

④生きものが豊かな水田を蘇らせる必要性
→野田市江川地区の荒れ地の整備の開始

③生態系ピラミッドの頂点の
コウノトリがすめる環境
＝人も安心して暮らせる環境
という考え
（コウノトリの野生復帰はその一環）

①野田市で飼育さ
れているコウノト
リは東京の多摩動
物公園から譲り受
けたもの
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コウノトリ関連施設

野田市こうのとりの里 三ツ堀里山自然園

江戸川地区水田型市民農園

市民が参加して
農業に取り組む市民農園

・放鳥が行われる場所
・野田市が設立した「コウノトリ

と共生する地域づくり推進協議
会」が運営している

・荒れた田んぼを買い取
り、自然農法での米作り
・市民農園でたくさんの人
に農業体験などをしてもら
い、理解を深める
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コウノトリと共生する地域づくり推進協議会

野田市の自然再生への取り組み
①化学肥料からもみ殻牛糞堆肥へ
②農薬から玄米黒酢使用へ
③冬も田んぼに水を張る
→目的：生き物があふれる自然豊かな環境の創出

→実際にメダカなどの多くの生き物が戻ってきた！
④江戸川地区での自然再生
（江戸川地区水田型市民農園）
⑤コウノトリ・トキが舞う関東自治体フォーラム
⑥関東エコロジカル・ネットワーク

運営しているこうのとりの里
税金を一切使わず、サントリー世界愛鳥基金からの助成、
一般の人々の寄付などが役立てられている
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コウノトリの位置情報

・コウノトリの位置情報は、GPS位置情報、
目撃情報等により更新されている

・市のホームページに掲載されている
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まちづくり
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野田のてんとう虫を守る会 野田・ガーデニングクラブ 三線グループ「かなさんど」
公の会サンキスト 特定非営利活動法人子育てネットワークゆっくっく

野田市介護予防サポートボランティアの会 環境と健康を守る会 花の池くらぶ
大江戸相撲甚句会 野田市ボランティア連絡協議会 爆笑星の座 野田スカイスポーツ振興会

NPO法人せっけんの街野田地区 放射能汚染から子どもたちを守る会 マミックウィンド
野田市ヘルスサポーターの会 持続可能な社会を考える会 コーディネーターズ・のだ

野田市を良くする市民の会 野田まめっこの会 野田の食を盛り上げる会 野田市自治会連合会
NPO法人Earth as Mother 千葉 ペット防災推進の会 介護・認知症の家族と歩む会・野田

関宿藩校 教倫館 特定非営利活動法人そい・び－んず ふろしき研究会野田
園芸福祉ファームお～い船形促進隊 野田もの知り検定企画実行委員会 野田市民オンブズマン

よさこいソーラン野田白龍会 ボランティアサークル グレイスアカデミー
シネマクラブ「のだ・名画を上映する会」 アキオーズゆうせんラジオなかのだい439

YOSAKOI連桜舞 笑紫会 野田よさこい躍り協議会 ブランカの会 姫団
プロジェクト落語で“まちおこし” NPO法人まめ塾 あいねこ 野田市聴覚障害者協会

展示プロデュース 未来のまちづくり協議会 のだのこはみんなのこプロジェクト

まちづくり

野田市のホームページで「まちづくり」の団体として登
録されているものは計47件



NPO法人 そい・びーんずとは
・「そい・びーんず」とは、「まちづくり協議会」を母体とするNPO組織のこと。

組織の目的
・この法人は、地域の個性を守り、育て、創り上げることを目的に調査研究、提案活動、イベントや啓発活動

を通じて、地域社会の活性化を図る。

・地域独自の商品・サービスの発掘・創造、まちなみ、環境の保全・活用、地域常民の交流、対外的情報発信

を行い地域社会の文化や観光、経済の発展に寄与することを目的とする。

主な活動内容
・発醸文化メガロポリス推進活動プロジェクト

・野田市域の「農」と「食」のマップ制作

・ NODA産FOODフェスタ

・ 「食の祭典in清水公園」～櫻花絢爛～の開催

NPO法人 そい・びーんず
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まちづくり協議会とは
・まちづくり協議会は、「野田市中心市街地活性化基本計画」(平成１２年策定)を推進する組織として誕生。

・発足後には「空き店舗部会」「本町通り活性化部会」「ポイントカード部会」が設置され、リーダー養成講

座やチャレンジショップ事業、エコステーション事業等を展開。

・平成１５年には「食と観光部会」が新設され、地場の食を通した観光の振興を図る事業を開始。

・まちづくり協議会でも事業の範囲を野田市全体にまで広げて議論がなされ、「まちの魅力ある個性を、まち

なみ、建築物、環境、商品、食、食材、農産物等の発掘、開発、活性化さらにブランド化を図り、その紹介や

情報発信を通して元気あるまちづくりを行う。」「同時に地域社会の人材、団体等の啓発・交流を活発にし協

働の実効を上げる。」という目的を明確にした。

NPO法人 そい・びーんず

・NPO法人化への具体的検討が開始。
・平成１９年に設立申請を行い、平成２１年に特定非営利法人としてそい・びーんずが設立。

しかし、国による「まちづくり３法」が成立すると、野田市における中心市街地活性化の方策の見直しが必要に

この目的をさらに具体化していくには財政基盤の整った、市民に開かれた責任あるまちづくりの組織体が必要！
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NPO法人 そい・びーんず

発醸文化メガロポリス推進活動プロジェクト

60

発醸文化メガロポリス推進活動プロジェクトとは
・世界に誇る日本食文化を支えている「発酵」「醸造」の技術。発起人の渡辺孝さん（レストラン コメ・スタ

代表取締役）が発酵・醸造の文化を「発醸文化」と名付け、野田市から世界に発信し広めていこう！と声をあ

げられました。そして野田市とゆかりのある錚々たるメンバーが集結し、発醸文化を盛り上げるべくプロジェ

クトが発足いたしました。

主な活動内容
・地域に根ざした醸造、発酵に関するシンポジウムを軸とした研究会、交流会の開催や情報発信

・プロジェクト内研修旅行の計画と実施(過去には木曽福島に訪れ)

・シンポジウム参加者を対象とした「農」と「発酵」の街歩きバスツアーの実施

シンポジウムに登壇するキッコーマンの茂木名誉会長 木曽福島での研修旅行の様子 「農」と「発酵」の街歩きバスツアーの様子



「農」と「食」のマップ

・野田市、並びに諸団体の代表に参加を願い、「農」と「食」のマップ制作企画員会を組織し作成。

・市内の公民館や学校、その他関係団体等において閲覧などによる活用を想定し、紙版でマップを配布。

・そい・びーんずのホームページでは、電子版のマップも配布。

NPO法人 そい・びーんず
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NPO法人 そい・びーんず
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NODA産FOODフェスタ

NODA産FOODフェスタとは
・野田の名店がが集結し、野田産の食材を使ったフードNo.1を決めるイベント。

・2019年に開催された第６回目のフェスタでは、コンテストへの出店とPR出店合わせて40店舗が出店。

・清水公園に設けられた特設会場へは総勢6000人もの人が来場した。

第６回NODA産FOODフェスタの様子 フード部門最優秀賞を獲得した
「野田みそチュロス」

窪田味噌醤油賞で最優秀賞を獲得した
「味噌のキャラメルナッツベーグル」



学校との連携



地域教育プラットフォーム事業
地域教育プラットフォーム事業とは
・平成14年度から取り組んできた「野田市教育環境整備事業」を通じ醸成された「地域の子どもは地域で育て

る」野田市の教育風土を更に発展させ、地域と共に特色のある学校を創造する。

・多くの体験や経験をされた団塊の世代の方々が地域に戻ることを機に、団塊の世代の生きがい作りを行う過

程で市民協働のまちづくりを目指す。

事業の目的
・児童や生徒が地域の方々と触れ合うことによる「生きる力」の一層の育成

・世代を超えた交流と子どもの健全育成

・地域の方々の知識や経験・技術の活用

・地域教育力の高まり

・質の高い授業の実現と教員の子どもたちと向き合う時間の増加

64

事業の仕組み
・市内全中学校区に地域と学校との連携・協働を推進することを役割とする学校支援地域本部を設置すること

で、学校教育への地域人材導入を可能とした。



活動内容
・地域の教育力・教育資源の学校への導入やキャリア教育の推進

・図書室の環境整備、有効活用の推進

・地域の文化、芸能、行事との相互交流促進による地域の特性を生かした学校づくりの促進

・教育環境の整備や授業補助、部活動の補助を通じた教育環境の充実

地域教育プラットフォーム事業
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学校支援地域本部の活動拠点の様子 図書ボランティアによる図書の貸出の様子地域の方々の知識や経験を生かした授業補助の様子



キャリア教育実践プロジェクト
キャリア教育実践プロジェクトとは
・野田市では、小中9年間を見通したキャリア教育の実践に取り組むべく、平成17年度より市内全中学校の2年

生を対象に5日間の職場体験学習を、平成20年度からは小学6年生による「ゆめ・仕事ぴったり体験」を実施。

・発達段階に応じた体験学習や地域人材による講演等を通して、望ましい勤労観や職業観を身につけることを

ねらいとし、学ぶこと、働くこと、生きることの尊さを実感し、学ぶ意欲の向上も期待される。

・野田市では、これらの考え方に加え、「地域の子どもは地域で育てる」「地域の子どもは地域に生きる」と

いう考え方を含めて実践し、今まで以上に子どもと地域社会の交流が深まることを目標としている。

※中学校の職場体験学習については、平成22年度から3日間で実施している。
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小学6年生の職業体験の様子 中学2年生の職業体験の様子① 中学2年生の職業体験の様子②



大学との連携



大学との連携 -東京理科大学-

野田市と東京理科大学の連携
・令和2年3月31日に、流山市とともに東京理科大学との包括的な連携に係る協定を締結。

・人的資源の交流や物的支援の相互活用により、地域の発展と人材の育成を図り、相互の発展に寄与すること

を目指す。

連携の背景
・1966年、東京理科大学が野田キャンパスを開設。（大学:薬学部/理工学部 大学院:薬学研究科/理工学研究科/生命科学研究科)

・学校教育及び生涯学習分野での連携や介護・医療分野での共同研究などで連携。

主な活動内容
・東京理科大学第1回市民講演会「感染症に打ち克つ免疫力」（開催済み-21年10月16日）

・東京理科大学第2回市民講演会「火の効用、火の災害 火の正しい使い方を知ってほしい」(開催前-21年12月11日)

※いずれも東京理科大学野田キャンパス内での開催に加え、zoomを用いたオンラインでの配信も実施
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大学との連携 -法政大学-

法政大学キャリアデザイン学部金山ゼミとは
・「市民のキャリアデザインや“まちづくり”に何ができるかを考える」をコンセプトに、様々なフィールド

ワークを行う。

・“まちづくり”を牽引してきた方々にインタビュー調査をし、“まちづくり”にとって必要な条件などを考える。

野田市と法政大学キャリアデザイン学部金山ゼミの連携
・NPOが運営する千葉県野田市郷土博物館で行われている寺子屋講座の運営スタッフをしながら、自らのキャ

リアデザインにも活用する。

・学芸員の方々の仕事を間近で接することで、文化施設の運営方法や地域や市民活動との関わり方を学ぶ。

主な活動内容
・月２回行われる寺子屋講座の会場設営や受講者の誘導などの運営の手伝い

・講師や市民の方々との意見交換
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課題
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＜農業＞

近年の高齢化に伴う後継者不足などにより、耕作放棄地が拡大しつつあり、今後の農業の展開が懸

念されている。

＜宿泊業＞

宿泊施設が少ない。

＜サイクリング＞

サイクリングについての情報が少ない。

課題


