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エコメッセ 2013 in ちばを終えて

実行委員長　　桑波田　和子

　平成 25 年 9 月 28 日、幕張メッセにおいて「エコメッセ 2013in ちば」を
開催し、報告がまとまりました。
　あらためて、ご出展、ご協賛、ご後援、ご来場いただいた大変多くの方々に
御礼申し上げます。また、当日は約 60 名のボランティアの方々にも
応援していただき、ありがとうございました。
　18回目を迎えた今回は、「つながれ、ひろがれ　エコメッセ」をテーマに、
県内外から 137 団体（社）にご出展いただきました。出展内容も、温暖化
防止、循環型社会、生物多様性、物づくり等多岐にわたり、多くの体験・
学びの場を提供していただきました。
　おかげさまで、子どもから大人まで 10,200 人が来場されるなど、盛況に開催することができました。これも
ひとえに、皆さまのご支援、ご協力の賜物と深く感謝しております。
　今年も、「活動見本市」に加え、企業や市民団体、行政など団体同士の連携・協働による取組を推進するための

「環境協働創造市」を実施しました。会場内では、「スクール環境メッセ」や環境と福祉の協働「はーとふるメッセ」、
環境アニメの上映会なども展開しました。創造市は、その後も継続して開催しており、今後、県内各地で協働の
取組が行われていくことを願っています。
　実行委員会では既に次回「エコメッセ 2014in ちば」を平成 26 年 9 月 23 日（祝）に開催の予定で準備を始めました。
　引き続きエコメッセへのご支援、ご参加をよろしくお願いいたします。

平成 26 年１月　

エコメッセ 2013 in ちば 開催概要
◆環境協働創造市
◆スクール環境メッセ
◆パネルディスカッション「千葉から広げる自然エネルギー」
◆環境アニメ「嫌われ者のラス」上映会
◆エコステージ
◆エコカー展示・試乗会
◆「ちとらくん」〜あなたの運転能力は？
◆元気もりもり千葉の物産展
◆はーとふるメッセ〜環境と福祉の協働

・地球温暖化防止 ………………………23 団体
・環境に配慮したモノづくり …………33 団体
・循環型社会 ……………………………21 団体
・生物多様性 ……………………………10 団体
・環境教育・環境学習 …………………24 団体
・その他の取組 …………………………22 団体

出展分野と団体数

来場者数・出展者　推移
エコメッセ出展団体・ブース・来場者数推移

2009 年度 2010 年度

出展団体数

出展ブース数
（実行委員ブース除く）

来場者数 ( 人 )

145 206

98 120

10,100 10,500

2011 年度 2013 年度2012 年度

180 220200

120 137140

12,000 10,20012,000

2

Eco Messe 2013 in Chiba



環境協働創造市 2013 ニュース
交流会の開催（団体同士が交流できる機会を増やすことを目的に開催）成果　
４月、７月、８月、11 月、１月、３月（予定）
エコメッセちば実行委員との交流会
　　　　　　　▼
出展説明会での全員参加型交流会（写真 1）
　　　　　　　▼
出展団体全員参加の環境協働創造市（2014 年目標）

環境活動見本市での協働
1 スクール環境メッセ（写真 4）
2 ハートフルメッセ　
3 千葉県県民交流・文化課が「企業・NPO によるパートナー
　シップ事業」アンケート実施
4 嫌われもののラス上映（写真 5）
5 再生エネルギーの推進に向けてシンポジウム
6 マッチングコンシェルジュ

環境研究センターと団体との協働で
市民活動展開催
電気を市民がつくる　〜失敗しない太陽光発電〜（写真 6）
2013 年 5 月 13 日〜 17 日
きぼーる 1 階アトリウム

マッチング提案団体
プレゼン交流会
　　 ▼
分野毎交流会

マッチング提案団体
プレゼン交流会（写真 2）
　　 ▼
学生も協働に興味
　　 ▼
千葉工大大学祭での
協同出展（写真 3）

写真 2

写真 3

写真 4

写真 5

写真 6

写真 1
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地球温暖化防止

環境に配慮したモノづくり

循環型社会

AGC 硝子建材株式会社、グリーン購入ネットワーク、コムデザイン株式会社、
自給エネルギーの会、（特活）自然エネルギー千葉の会、（特活）太陽光発電所
ネットワーク千葉地域交流会、SaToYaMa よくし隊、城西大学 現代政策学部
石井ゼミ、（一財）千葉県環境財団（ちば植物油燃料利用促進コンソーシアム）、
千葉市地球温暖化対策地域協議会、千葉市役所、千葉県県土整備部都市整備局
公園緑地課、房総ガス協議会、古河電気工業株式会社 千葉事業所、ソーケン
グループ＆エコ窓普及促進会、千葉県地球温暖化防止活動推推進センター／
千葉県地球温暖化防止活動推進員、北総クルベジ、（特活）地中熱利用促進協会、

（特活）エアコンクリーニング協会、（特活）ちば森づくりの会、（特活）シビル
まちづくりステーション、（特活）塗装工事研究会、関東地域エネルギー・
温暖化対策推進会議

スカイライトチューブ関東、（福）青い空、ふれあいハウス、（福）まあるい広場、
（福）高柳福祉会　たけのこ、（福）アーアンドディだいえい、（特活）お菓子

工房はぁもにぃ、（特活）千葉県障害者就労事業振興センター、ファミリー
サービスエイコー株式会社、竹工房　せいみや、日本サーナ株式会社、竹細工小屋、
ライオン株式会社 千葉工場、（一社）千葉県環境保全協議会、旭硝子株式会社 
千葉工場、山崎製パン株式会社 千葉工場、「ちばエコ農業」生産者協議会、
千葉県農林総合研究センター、千葉県農林水産部安全農業推進課、シナリー
株式会社、（一社）千葉県産業廃棄物協会、千葉県水道局総務企画課、花王カスタマー
マーケティング株式会社、（一社）千葉県産業廃棄物協会 女性部会、たなか造園、
株式会社三和製作所、株式会社環境ドクターコンサルタンツ、ドクターキッド
JP 環境学博士事務所、日本テクノマテリアル株式会社、エコ紙トンボ協会 /
スーパー紙トンボの会、つかいまわし工房、千葉県トヨタ販売店グループ・
トヨタ車体株式会社・トヨタ自動車株式会社、千葉スズキ販売株式会社、株式会社
ホンダカーズ千葉

株式会社ＷＥＤＧＥ、ふるさと農園有限会社ヤマ吉、オーガニック・エナジー
プロジェクト、城西国際大学 環境社会学部、千葉工業大学 CIT ものづくり、 
再利用を目的とした廃液・廃棄物処理プロジェクト、千葉工業大学 CIT ものづくり 
CIT ものづくり 学内未利用資源の再生と地域貢献への新提案、専修大学、ちば
リサイクルネット（千葉県障害者福祉事業所リサイクル事業ネットワーク協議会）、

（特活）千葉まちづくりサポートセンター、（特活）いちはら自然樂校、（特活）
竹もりの里、ちば環境再生県民の会、生活クラブ生活協同組合・千葉、千葉県
木造住宅生産体制強化推進協議会、新日鐵住金株式会社 君津製鐵所、（特活）
せっけんの街、御成街道ゴミ拾い駅伝実行委員会、千葉県環境生活部資源循環
推進課、千葉県環境生活部県民生活課、特活）日本ファイバーリサイクル連帯
協議会、昔着物　上
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その他の取り組み

生物多様性保全

環境教育・環境学習

幕張ベイタウンにエコパークをつくる会、有限会社ナチュラルシードネットワーク、
谷当グリーンクラブ、ジュゴン保護キャンペーンセンター、環境パートナーシップ
ちば、千葉県環境生活部環境政策課、生活協同組合コープみらい、千葉県生物
多様性センター、コウノトリと共生する地域づくり推進協議会（野田市）、コウノ
トリ・トキの舞う関東自治体フォーラム

千葉科学大学、千葉県環境教育研究会、（一社）ガールスカウト千葉県連盟、
ガールスカウト　なのはな会、千葉工業大学 環境科学研究会、資源と環境の教育を
考える会「エコが見える学校」、Next Inba Meeting、千葉大学環境 ＩＳＯ学生
委員会、ストップ地球温暖化千葉推進会議、ELCo の会、（一財）千葉県環境財団
千葉県資源リサイクル事業協同組合連合会、東芝テックソリューションサービス
株式会社、GONET、（特活）環境カウンセラー千葉県協議会、千葉県ネイチャー
ゲーム協会、千葉県環境生活部大気保全課、千葉県環境生活部水質保全課、千葉県
浄化槽団体連絡協議会、千葉県環境研究センター、ちば河川交流会、千葉県立中央
博物館、合成洗剤をやめて石けんを広める千葉県連絡会、タバコ問題を考える会・
千葉、チーム＠エコすき

自然エネルギーを広めるネットワークちば、帝京平成大学、千葉工業大学、 社会圏
環境研究室、千葉工業大学 生物圏環境研究室、東京大学 生産技術研究所 千葉
実験所、東邦大学 理学部 化学科 地球化学教室、東邦大学 理学部 生命圏環境科
学科 齋藤研究室、（福）千葉光の村授産園、（福）オリーブハウス、第２クローバー学園、
株式会社斎武商店、いぬゐ郷、屋久島イベント実行委員会、穴がま遠藤、（特活）
千葉自然学校、（特活）ちば里山センター、leafbook、千葉県農林水産部森林課、
千葉県環境生活部県民交流・文化課、チーム・サムライ、株式会社ミラクール、
かごしま・島交流の会

（順不同）
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エコメッセの変遷（1996 年～ 2013 年）
　エコメッセは、“ 持続可能な社会の実現 ” をメインテーマとして、市民・企業・行政の３者が対等な立場で実行
委員会を組織し、千葉市の幕張新都心を舞台に 1996 年から開催されている環境イベントです。環境保全の輪を広
げること、そして異なる主体間のパートナーシップを推進することを目的としています。

年 実行委員会 事務局 事業費

1996 年〜
2001 年

かかわる人全て（イベント主催者・エコバザール出展者・賛同者・
後援者・協賛者）
委員長：千葉県環境財団理事長・副委員長：幕張新都心まちづくり
協議会会長・千葉県企業庁地域整備部長
運営：実行委員会に幹事会（企画部会，渉外部会，広報部会）を設置、
ただし 2001 年に幹事会を運営委員会に変更（企画調整班、広報
活動班、イベントガイドポスター記録集作成班）

千葉県
環境財団

450 万円（千葉県・千葉市
補助金、企業庁負担金、広
告・協賛金）

2002 年

かかわる人全て（イベント主催者・エコバザール出展者・賛同者・
後援者・協賛者）
委員長：環境パートナーシップちば代表・副委員長：幕張新都心
まちづくり協議会会長・県環境政策課長・千葉市環境調整課長・
県企業庁幕張新都心整備課長
運営：実行委員会運営委員会（企画部会、広報部会、渉外部会）

268 万円（出展料、企業庁
負担金、広告・協賛金、千
葉市補助金、市民カンパ、
レンタル代）

2003 年 運営に携る人のみで構成（以下同様）
委員長：環境パートナーシップちば代表・副委員長：千葉県産業
廃棄物協会副会長・千葉県環境政策課長・市環境調整課長
運営：実行委員会（企画運営部、広報部、渉外部、出展管理部）

実行委員の中から
事務局を選出

110 万円（出展料、協賛金、
レンタル代、千葉市民カンパ）

2004 年
300 万円（県ＮＰＯ協働事業
負担金、出展料、広告協賛金、
千葉市補助金、市民カンパ）

2005 年
エコメッセを実現
する会

230 万円（出展料、千葉県・
千葉市負担金、広告協賛金、
寄付金、市民カンパ）

2006 年
委員長：環境パートナーシップちば代表・副委員長：（財）千葉県
環境財団理事長・千葉県環境政策課長・千葉市環境調整課長
運営：実行委員会（企画運営部、広報部、渉外部、出展管理部）

環 境 パ ー ト ナ ー
シップちば

231 万円（出展料、広告協
賛金、県・千葉市負担金、
寄付金、市民カンパ）

2007 年
240 万円（出展料、県・千
葉市負担金、広告協賛金、
寄付金）

2008 年
300 万円（東京ガス補助金、
出展料、千葉県・千葉市負
担金、広告協賛金、寄付金）

2009 年

委員長：環境パートナーシップちば代表
副委員長：（財）千葉県環境財団理事長・千葉県環境政策課長・
千葉市環境調整課長・（社）千葉県経済協議会 専務理事
運営：実行委員会（企画運営部、広報部、渉外部、出展管理部）

330 万円（出展料、ちば環境
再生基金、千葉県・千葉市
負担金、協賛金）

2010 年

委員長：環境パートナーシップちば代表
副委員長：（財）千葉県環境財団理事長・千葉県環境政策課長・
千葉市環境保全課長・（社）千葉県経済協議会専務理事
運営：実行委員会（営業企画部会、会場運営部会、広報部会）

ワンアップ・アド・
システム ( 株 )

406 万円（出展料、ちば環境
再生基金、千葉県・千葉市
負担金、協賛金）

2011 年

委員長：環境パートナーシップちば代表
副委員長：（財）千葉県環境財団理事長・千葉県環境政策課長・
千葉市環境保全課長・（社）千葉県経済協議会専務理事
運営：実行委員会（渉外部会、広報部会、企画部会、出展管理部会）

500 万円（出展料、ちば環境
再生基金、千葉県・千葉市
負担金、協賛金）

2012 年

委員長：環境パートナーシップちば代表
副委員長：（一財）千葉県環境財団理事長・千葉県環境政策課長・
千葉市環境保全課長・（一社）千葉県経済協議会専務理事
運営：実行委員会（広告宣伝部会、企画部会 、交流部会、事務局）

環 境 パ ー ト ナ ー
シップちば

275 万円 ( 出展参加費、千
葉県及び千葉市負担金、協
賛金、その他 )
※環境協働創造市の同時開催費用
　を除く

2013 年

委員長：環境パートナーシップちば代表
副委員長：（一財）千葉県環境財団理事長・千葉県環境政策課長・
千葉市環境保全課長・（一社）千葉県経済協議会専務理事
運営：実行委員会（広報部会、企画部会 、交流部会、事務局）

環 境 パ ー ト ナ ー
シップちば

461 万円 ( 出展参加費、千
葉県及び千葉市負担金、協
賛金、その他 )
※環境協働創造市の同時開催費用
　を含む
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役割 氏名 会社・団体名称
委員長 　桑波田　和子 環境パートナーシップちば代表
副委員長 　齊藤　正昭 ( 一財）千葉県環境財団理事長
副委員長 　山崎　経貴 千葉県環境生活部環境政策課長
副委員長 　村上　功 千葉市役所環境保全課担当課長
副委員長 　小山　恒正 （一社 ) 千葉県経済協議会専務理事
会計監査 　菊地　通雅 千葉県産業廃棄物協会専務理事
会計監査 　平塚　徹 千葉興業銀行お客さまサービス部長
広報部会（HP）◎吉田　けんじ スマートビーンズ株式会社
広報部会（HP）○中西　広充 中西ファーム
広報部会 　kousaku U-PROJECT
広報部会 　高橋　賢治 ワンアップ・アド・システム㈱
広報部会 　細野　義博 千葉県環境政策課温暖化対策推進班
広報部会 　千羽　喜子 千葉市環境保全課
広報部会 　常泉　季男 生活協同組合コープみらい
広報部会 　つやま　あきひこ 環境漫画家
広報部会 　秋葉　京子 ( 一社 ) ガールスカウト千葉県連盟
企画部会 ◎柏　靖博 個人
企画部会 ○牧内　弘明 ちば河川交流会
企画部会 （交流部会） 　内山　真義 ＴＥＡ－ＮＥＴ
企画部会 　福満　美代子 NPO 法人ちば環境情報センター
企画部会 　石田　晶久 NPO 法人千葉自然学校   
企画部会 　中庭　武雄 NPO 法人環境カウンセラー千葉県協議会
交流部会 （出展部会） ◎横山　清美 環境パートナーシップちば
交流部会 ○宮下　朝光 NPO 法人　太陽光発電所ネットワーク
交流部会 ○斉藤　清 （一社）環境プランニング学会

エコメッセ 2013 in ちば　実行委員
役割 氏名 会社・団体名称
交流部会 　茂木　昌克 ＧＯＮＥＴ　
交流部会 　加藤　賢三 環境パートナーシップちば
交流部会 　谷合　哲行 CIT ものづくりプロジェクト
交流部会 　宮寺　卓 個人
交流部会 　田村　茂俊 房総浮世絵美術館
事務局長 　山田　多恵子 環境パートナーシップちば
事務局 　山口　幸一 （一財 ) 千葉県環境財団　 
事務局（会計） 　佐篠　勲 （一社）千葉県環境保全協議会
事務局（会計） 　高橋　博 千葉県自動車車体整備協同組合
事務局（会計・企画部会） 　戸谷　恭子 ( 一社 ) ガールスカウト 千葉県連盟 
事務局（出展管理） 　望月　靖子 環境パートナーシップちば
実行委員 　小田川　和恵 千葉県生活協同組合連合会
実行委員 　中岡　丈恵 ちば環境再生県民の会・つかいまわし工房
実行委員 　石井　吉彦 （有）ナチュラルシードネツトワーク
実行委員 　佐藤　紘孝 NPO 法人おやこカフェ
実行委員 　成瀬　義弘 NPO エコキーパー協会
実行委員 　鈴木　恵子 NPO 法人ちば里山センター
実行委員 　永澤　秀幸 ストップ地球温暖化千葉推進会議
実行委員 　真坂　泰子 東京ガス（株）千葉支社
実行委員 　沢田　直行 旭硝子 ( 株 ) 千葉工場環境安全部
実行委員 　東　　光弘 アースディちば実行委員会
実行委員 　奥山　敦梓 環境パートナーシップちば

【協　賛】
( 一社 ) 千葉県産業廃棄物協会、( 一社 ) 千葉県経済協議会、東京ガス ( 株 ) 千葉支社、千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、
生活協同組合コープみらい、生活協同組合パルシステム千葉、千葉県生活協同組合連合会、( 株 ) ベイエフエム、（特活）エアコン
クリーニング協会
【協　力】

( 株 ) 幕張メッセ、東芝テックソリューションサービス ( 株 )、北総鉄道 ( 株 )、（株）ビスメディア、( 一社 ) 千葉県バス協会、
( 一社 ) ガールスカウト千葉県連盟、国際缶つぶし協会（ICCS）、( 一社 ) 千葉県トラック協会、( 有 ) ちばマガジン、千葉都市
モノレール（株）、ソーケングループ＆スタジオリマップ、三陽メディア ( 株 )、ぶらりネット CHIBA、( 有 ) ジュークジョィント、
キリンビールマーケティング（株）千葉支社
【後　援】

環境省関東地方環境事務所、千葉県教育委員会、千葉市教育委員会、( 一社 ) 千葉県商工会議所連合会、千葉商工会議所、
市原商工会議所、千葉県商工会連合会、千葉市観光協会、幕張新都心まちづくり協議会、（株）幕張メッセ、読売新聞社千葉支局、
朝日新聞千葉総局、毎日新聞社千葉支局、東京新聞千葉支局、日本経済新聞社千葉支局、産経新聞社千葉総局、千葉日報社、
ＮＨＫ千葉放送局、時事通信社千葉支局、共同通信社千葉支局、千葉県ケーブルテレビ協議会、（株）ベイエフエム

（順不同、敬称略）

収支概要
■収入  ■支出
出展参加費収入 2,213  報償費・賃借料・保険料・役務費 3,401
千葉県及び千葉市負担金、協賛金 400  会議費・諸経費 570
協賛金 450 消耗品費、予備費 180
ちば環境再生基金 1,320  印刷、通信運搬費 460
その他 228  
合計 4,611 合計  4,611

［平成 26 年 1 月 31 日現在、単位：千円］

上記の実行委員のほかに、一般市民（28人）、ガールスカウト（14人）、東芝テックグループ（6人）、千葉県職員（5人）、つかいまわし
工房（4人）、生協（3人）の総勢 60人のボランティアの方にお手伝いをしていただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。
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2013
主催／エコメッセちば実行委員会会場／幕張メッセ 国際会議場

9/23（火・祝） 10:00～16:00
入場無料

主催／エコメッセちば実行委員会会場／幕張メッセ 国際会議場

2014

エコネコⓒつやまあきひこ

http://www.ecomesse.com

チーバくん

出展団体 募集開始！

環境協働創造市・環境活動見本市　つながれ、ひろがれ、エコメッセ

出展カテゴリー
そんな市民団体・企業・行政の方々、ぜひ出展をご検討下さい。

2014年4月より

詳しくは公式ホームページをご覧ください

生 物多様性保全の取組み そ の他の取組み環 境に配慮したモノづくり

環 境教育・環境学習地 球温暖化防止の取組み 循 環型社会への取組み

エコメッセ 検索 ⬆

★環境活動の成果を　高めたい！
協働で

きる団
体を

　見つ
けたい

！★協働
できる

団体を

　見つ
けたい

！

活動メン
バーを

　増やし
たい！★活動メ
ンバーを

　増やし
たい！

環境活動を多くの方に　知って欲しい！

★環境活動を多くの方に　知って欲しい！

環境に優し
い商品を

　販売した
い！★環境に優
しい商品を

　販売した
い！

企業のCSR活動を　広く知って欲しい！

★企業のCSR活動を　広く知って欲しい！
環境政策を　広く啓発したい！

★環境政策を　広く啓発したい！

第
19
回


