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　10月8日（月・祝）の「エコメッセ2018 in ちば」に、ご来場、ご出展、ご協
力賜わり誠にありがとうございました。子どもから大人まで合わせて 9,000 人
の来場者を頂き、盛況に開催することが出来ました。
　当日は実行委員はもとより、高校生・大学生・企業・一般の方約 80人にボラ
ンティアとしてお手伝いいただき、また出展者の皆さまからスタンプラリーなど
に配布する景品をご提供いただくなど、様々なご協力をいただきました。厚くお
礼申し上げます。
　これからも「つながれ　ひろがれ　エコメッセ」のテーマをさらに進め、持続可能な社会の実現に向け、皆さま
とご一緒に歩んでいきたいと思いますので、ご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
　来年の「エコメッセ 2019 inちば」は、2019年10月20日（日）幕張メッセで開催の予定です。
皆さまのご予定に入れていただければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　  2018 年 12月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　  エコメッセちば実行委員長　桑波田 和子

「エコメッセ 2018 in ちば」　開催のお礼出展団体一覧

出展数・来場者数の推移

出展団体数
出展ブース数

来場者数（人）

120

206

10,500
（実行委員ブースは除く）

120

180

12,000

140

200

12,000

137

220

10,200

118

208

12,000

112

171

12,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015
100

155

8,500

2016
96

133

8,000

2017
111
166
9,000

2018年度
企　業

市民活動団体
行　政
大　学

学生団体・高校生

34
46
25
  5
  1

いいねシールラリー集計結果 出展者アンケート集計結果
　来場者に「いいね！」と思ったブースを
選んでもらい、シールを貼っていただき
ました。「いいね！」シールの多かった出
展団体は以下のとおりとなりました。
（総数 582票）

ライオン（株）千葉工場
ヤマザキ製パン（株）千葉工場
千葉日産自動車（株）
イオン（株）
千葉県水道局総務企画課

来場者アンケート集計結果
　来場者にご回答いただいたアンケートの主な結果
は以下のとおりです。（配布1,000枚、回収507枚）

アンケートへのご協力をありがとうございました。
この結果を参考に、参加者・出展者ともに満足感・達成感が得られるような

「エコメッセ 2019 in ちば」にするため、ご協力をよろしくお願いいたします。

役　割 氏　名 　　  所属（会社・団体名称）
   委員長　   桑波田 和子　（特非）環境パートナーシップちば代表
 副委員長　     旭 健一  　  千葉県環境生活部循環型社会推進課長
 副委員長　   志村 勇亮　  （一財）千葉県環境財団理事長
 副委員長　   山内 雅充　  千葉市環境局環境保全課担当課長
 副委員長　   中村 公一　  （一社）千葉県経済協議会専務理事
 会計監査　   木村 秀雄　  （一社）千葉県産業資源循環協会専務理事
 会計監査　   田中 陸衛　  （株）京葉銀行
   企画部　    吉田 謙二　  スマートビーンズ（株）
   企画部　     柏 靖博　　  個人
   企画部　   石田 晶久　  NPO法人森林デザイン研究所
   企画部　   福満 美代子　 NPO法人ちば環境情報センター
   企画部　    奥山 淳梓　  （特非）環境パートナーシップちば 
広報・交流部　 谷合 哲行　   （株）テクノリライブ
広報・交流部     中西 広充　  中西ファーム
広報・交流部    藤平 翔大　  千葉県環境生活部循環型社会推進課
広報・交流部   石川 ゆかり    千葉市環境保全課温暖化対策室
広報・交流部    髙橋 慧次　  千葉市環境保全課温暖化対策室
広報・交流部    斎藤 清　　   （特非）環境パートナーシップちば
広報・交流部　 茂木 昌克　   ＧＯＮＥＴ

広報・交流部　 中岡 丈恵　  ちば環境再生県民の会・つかいまわし工房
広報・交流部    保坂 泰生　  千葉大学
広報・交流部    小溝 茜里　  千葉大学
広報・交流部  河原崎 滉一郎　個人
広報・交流部    鈴木 政幸　   生活協同組合コープみらい
広報・交流部    斉藤 則俊　  （一社）千葉県環境保全協議会
広報・交流部    KOUSAKU　 （特非）まるごみ JAPAN
広報・交流部    高橋 賢治　 ワンアップ・アド・システム（株）
　事務局　    宮下 朝光　   認定NPO法人太陽光発電所ネットワーク（千葉）
　事務局　   山田 多恵子　 （特非）環境パートナーシップちば
　事務局　    横山 清美　  （特非）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　    戸谷 恭子　  （一社）ガールスカウト千葉県連盟
　事務局　    岸田 有紀　  （一社）ガールスカウト千葉県連盟
　事務局　    望月 靖子　   （特非）環境パートナーシップちば
 実行委員　  内山 真義　   （特非）環境パートナーシップちば
 実行委員　  秋葉 京子　  （一社）ガールスカウト千葉県連盟
 実行委員　  橋本 正　　  NPO法人環境カウンセラー千葉県協議会
 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　  鈴木 博司　  東京ガス（株）千葉支社

「エコメッセ 2018 in ちば」の開催にあたり、市民・大学・企業・行政など、
総勢約 80 人のボランティアの方々にご協力を頂きました。
この場をお借りして、お礼申し上げます。

エコメッセ 2018 in ちば実行委員

回答数：74団体

（SDGs17の目標別）
1. 貧困をなくそう

  ▽タイの子供たちを支援する会「コープクン・マーク」▽千葉県ユニセフ協会

12. つくる責任つかう責任  

▽(一社）ガールスカウト千葉県連盟なのはな会▽ライオン（株）千葉工場
▽生活協同組合 コープみらい（ちば）▽千葉県環境生活部くらし安全推進
課▽つかいまわし工房グループ▽千葉県自動車車体整備協同組合▽（株）
シール堂印刷▽イオン（株）▽花王グループカスタマーマーケティング（株）
▽グリーン購入ネットワーク（GPN）▽日本環境協会 エコマーク事務局
▽シナリー化粧品▽生活協同組合コープみらい（さいたま）▽千葉市生活
文化スポーツ部消費生活センター▽木更津市 消費生活センター
13. 気候変動に具体的な対策を

▽石炭火力を考える東京湾の会▽（特非）環境カウンセラー千葉県協議会
▽（資）谷貝鐵工所▽千葉県農林水産部森林課▽千葉県環境生活部大気保
全課・循環型社会推進課▽千葉県環境生活部循環型社会推進課▽ちば環
境再生県民の会▽千葉市地球温暖化対策地域協議会▽（一社）千葉県木材
振興協会▽千葉県温暖化防止活動推進センター/千葉県地球温暖化防止活
動推進員▽関東地域エネルギー・温暖化対策推進会議▽（一社）日本WPA
▽千葉県・千葉市・九都県市・千葉トヨタ自動車（株）・千葉トヨペット（株）（屋外）
▽千葉県環境生活部循環型社会推進課（屋外）
14. 海の豊かさを守ろう

▽千葉工業大学 社会圏環境研究室▽千葉県環境生活部環境政策課▽千
葉県環境生活部水質保全課▽三番瀬写真展実行委員会▽東京湾の環境を
よくするために行動する会▽フィールドミュージアム・三番瀬の会
15. 陸の豊かさを守ろう

▽NPO法人水辺散歩▽（特非）ちば里山センター▽（特非）ちば森づくりの会
▽千葉県里山林保全整備推進地域協議会▽千葉県農林水産部安全農業推
進課▽千葉県環境生活部自然保護課 生物多様性センター▽八千代エンジ
ニヤリング（株）▽NPO法人知的コミュニケーション研究機関連合▽山陽製
紙（株）

16. 平和と公平をすべての人に

▽（特非）ハロハロ▽千葉県冒険遊び場ネットワークChiba bo!▽なのはな
生協▽千葉市オリンピック・パラリンピック振興課▽（特非）千葉県障害者就
労事業振興センター
17. パートナーシップで目標を達成しよう

▽千葉県シェアリングネイチャー協会▽ソーケングループ＆エコ窓普及促進
会&日本自動ドア▽千葉県環境生活部水質保全課、県土整備部河川環境課
▽千葉県環境生活部県民生活・文化課▽（特非）環境パートナーシップちば
▽えこさぽちば▽（公財）イオン環境財団▽JICA東京▽フェアトレードちば

▽タバコ問題を考える会・千葉（TMKC）▽（福）オリーブの樹 オリーブハウス
▽（特非）日本綜合医学会▽（特非）タオ▽（福）あかね ワークアイ・船橋▽NP
O法人ふれあいハウス▽八街市▽（株）シーボン▽（一財）千葉県環境財団
▽EARTH CITIZEN TOKYO▽G．F．C．▽日本森林瑜伽養生館▽中日ワー
クライフバランス推進協議委員会▽生活協同組合 パルシステム▽小さな焼
き菓子屋おおぞら

2. 飢餓をゼロに

3. すべての人に健康と福祉を

▽千葉県浄化槽団体連絡協議会▽（一社）千葉県産業資源循環協会▽千葉
工業大学 生命環境科学科 生物圏環境研究室▽合成洗剤をやめて石けんを
広める千葉県連絡会

6. 安全な水とトイレを世界中に

▽（有）エムエスイー▽（一社）日本プラスチック食品容器工業会▽新日鐵住
金（株）君津製鐵所▽ふるさと農園・ヤマ吉▽市民エネルギーちば合同会社
▽房総ガス協議会▽千葉商科大学▽（株）コープサービス葬祭事業部 コプ
セ案内センター▽（一社）千葉県環境保全協議会▽自然エネルギーを広め
るネットワークちば（RENET）▽千葉市環境保全部環境保全課▽千葉日産
自動車（株）幕張店（屋外）▽千葉市環境保全部環境保全課（屋外）

7. エネルギーをみんなにそしてクリーンに

▽東邦大学理学部 生命圏環境科学科 環境分析化学研究室▽千葉大学環
境ISO学生委員会▽NPO法人日本ファイバーリサイクル連帯協議会▽アク
ティオ（株）千葉市子ども交流館▽幕張ベイタウンにエコパークをつくる会
▽千葉県立中央博物館▽ちば河川交流会

4. 質の高い教育をみんなに

5. ジェンダー平等を実現しよう

▽（株）テクノリライブ▽新日鐵住金（株）技術開発本部▽ヤマザキ製パン
（株）千葉工場

9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

▽PRIYO（ぷりよ）
10. 人や国の不平等をなくそう

▽千葉県水道局総務企画課▽坪井湿地を復活する会▽日本エコトイ協会/
エコトンボの会▽千葉県県土整備部公園緑地課▽千葉工業大学 文化会
環境科学研究会▽NPO法人竹もりの里▽おやこカフェ▽四街道市役所

11. 住み続けられるまちづくりを

8. 働きがいも経済成長も

（順不同・敬称略）

2団体（12団体）

主な目標として掲げた団体数（その他の目標として掲げた団体数）

0団体（5団体）

15団体（9団体）

7団体（14団体）

0団体（3団体）

4団体（4団体）

13団体（10団体）

0団体（5団体）

3団体（12団体）

1団体（7団体）

8団体（20団体）

15団体（18団体）

14団体（21団体）

6団体（19団体）

9団体（19団体）

5団体（8団体）

9団体（15団体）

知らない団体がたくさんあり、ずっと
千葉に住んでいても全く理解できてい
ないんだなと思いました。どの団体も
とても興味深い活動をしていて、認知
されることが最大の課題だと感じます。
資料やグッズを入れる袋を用意したら
エコメッセの宣伝になるのかなと思い
ました。（小溝さん）

企業・行政・大学・市民が１つのテーマに向かい様々な観点から取り
組んでいることを実感できる機会でした。出展者・来場者の笑顔が見
てとれたので、有意義なイベントになったと思います。私自身あまり
イベントに参加したことがなかったので、運営に携わり、イベントの
雰囲気を感じたりと、良い経験になりました。（保坂さん） 来場者を誘導するボランティア来場者を誘導するボランティア

運営委員会に参加してくれた千葉大生の感想運営委員会に参加してくれた千葉大生の感想

アンケート回答中の来場者アンケート回答中の来場者

環境に対する意識変化 SDGs 理解度

年代来場回数

出展回数 出展の目的 出展者間の交流

自由意見

未回答
0.6％

3回以上
48団体

2回目
5団体

初めて
21団体

・国際会議場に足を運ぶ人が少ない。

・駐車場が遠い。

・出展ブースが狭い。

・飲食を扱う出展がもっとあると良い。

・ステージの音が大きく、来場者との交流が
　しにくい。

・連休の最終日では来場者が少ないのでは。

自
由
意
見

・ブース担当者がみな知識豊富で大変勉強になった。
・昨年より体験イベントが増えて楽しかった。
・改めて「環境」について考えることが出来て良かった。
・参加記念品がたくさん頂けると嬉しい。
・「エコ」というわりには配布物が多すぎる。
・将来の千葉県のためにも、市町村にも力を入れてほしい。

活動の紹介
44団体

社会貢献活動
8団体

交流
13団体

その他 4団体

ある程度できた
45団体

十分にできた
17団体

未回答 2団体

あまり
できなかった

10団体

初めて
37.7％

2回目
21.1％

3回以上
40.6％

未回答
11.4％
未回答
11.4％

70歳以上
0.5％

60代
8.9％

50代
9.3％

40代
26.0％

30代
11.2％

20代
3.2％

10代
15.0％

10歳未満
14.5％

未回答 3.2％変らない
5.1％

どちらとも
いえない

7.5％

少し変った
57.2％

大いに
変った
27.0％

未回答 2.2％
あまりわから

なかった
14.4％

わかった
54.4％

よく
わかった
29.0％

6


	P5-6最終1210

