
年次計画
20年度 まちづくりの基礎力や機運を

高める

21年度 調査資料のまとめ、提案事項

の検討

22年度 地域ビジョン策定、提案事項の

文化のまちづくり市税１％支援事業（平成２０～21年度）

広報紙 貞元まちづくり
Ｎｏ１ 平成20年12月1日

設立総会、講演会、委員名簿

Ｎｏ２ 平成21年3月31日

ともに考えよう少子高齢化

Ｎｏ３ 平成21年11月19日

・先進事例地の視察

・さだもと地区の子どもの遊び

生活調査結果

・新米味くらべ

・貞元地域の暮らしの姿

Ｎｏ４ 平成22年3月19日

農地・水・環境保全向上対策
（19～24年度）実施地区

・19年度から上湯江

大学と協働活動

ワークショップ（地区別環境点検）
・08.08.23 上湯江

・09.01.08 郡

・09.09.19 新御堂・小香

・09.11.28 下湯江

・10.01.24 杉谷・八幡

予定
・10.05 中富・釜神

大学による調査等

報告会
・09.08.23 貞元地区子どもの遊び生活

・09.11.01 貞元地域の暮らしの姿

世帯、お仕事、農業の形と展

望

・10.02.27 貞元地域の土地利用分布につ

いて

調査

・08.10.08 アドバイザーインタビュー調

査

11.01 （長老、組織団体長、産業 3

名）

・08.10.22,28 貞元地域調査

・09.06.02,03,08 アドバイザー市内全域

調査

・09.10.22 アドバイザーインタビュー調

市等の方針 主要事業

第3次まちづくり計画（貞元地区） 1.郡ダム周辺観光施設整備事業(マップ

参照)
市街地との隣接性と豊かな緑を活かした （基本計画 19年度商工観光課作成）

「居住環境の形成」「ふれあいのできる 2.ふれあい公益林整備事業（三舟山周辺）

地区」を目指します。 3.六手・貞元線延伸事業

また、整備方針を、「三舟山の丘陵地に 4.西ノ作公園整備事業（郡区画整理内）

自然公園的レクリエーションエリアの形 5.富久橋歩道設置事業

成を図る」「農業環境を整備し、都市近 6.小糸川夢プラン関係事業

三舟山
・千葉県健康と癒しの森30選

（参考 君津市内 清和県民の森、君津

亀山少年自然の家、久留里城山の森）

・ちば眺望百景（三舟山展望台）

先進地視察
・09.07.04 特定非営利法人 里山を守る

会

（茨城県関城町）

笠間市クラインガルテン

新たな貞元地区文化の創造
・もったいない活かそう地域資源運動

（地元ミカン狩り、新米販売）

・困りごと24助け合い活動(市場自治会)

・市民農園開設（杉谷）

22年度以降計画
・地域ビジョン策定

・ホームページ立ち上げ

・もったいない活かそう地域資源運動

（メニュー登録者拡大、文化遺産・

本マップ内商工業の活用）

・貞元ブランドの創出

・新たなまちづくり事業、ルール作り

２２．３．３１ 作成

郡ダム周辺地域振興
・千葉の里山・森づくりプロジェクト

・遊歩道、キャンプ場の整備

・イベント（秋のウォーキング大会）

小糸在来収穫体験

地域のイベント

小糸川の祭り
・桜祭り（4月上旬）

・あじさい祭り（6月中旬）

・花火祭り（9月下旬）

その他
・三舟山＆郡ダムお花見ウォーク(4月上旬)

・ふれあい祭り（8月上旬）

・小糸在来収穫体験（10月中旬）

（仮称）派川江川歩道橋
小糸川に橋の新設（八幡）

県道本郷バイパス 市道六手・貞元線延伸

どんど焼き（貞元・郡）

アンケート調査
・09.03.31 貞元まちづくりについて

対象 まちづくり推進委員

―もったいない活かそう地域資源―

参考図書・事例
・自立と協働によるまちづくり読本

・ふれあいマップ貞元

・まちづくりテーマ例

・第3次まちづくり計画提案（貞元地区）

・奥米地の宝物マップ（兵庫県）

・市民まちづくり提案書（市原市）

・千葉の里山・森プロジェクト（県総合企画

部）

部会活動

生活・環境部会
・08.10.25 基本方針、進め方

・09.02.25 事例紹介

貞元地区として「いやさか

踊り」に参加

・09.06.13 21年度活動について

・09.08.23 事業計画の具体化について

・09.09.19 ミカン狩りについて

・09.11.01 事業の具体化について

産業部会
・08.10.18 進め方、地域資源について

・08.11.21 産業に関する提案と課題、

事例について

・090.8.23 事業計画の検討

・10.01.24 もったいない活かそう地域資

源メニューの作成

（仮称）君津ふれあい広場

ふれあい公益林整備

直売所（ＪＡきＭつ）

房総往還

凡例

大学と委員会協働活動

大学による調査等

委員会活動

参考事項

注 平成17年２月作製 貞元地

区
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