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開催概要 ●「エコメッセ 2020 in ちば」開催のお礼
令和 2 年 11 月 1 日（日）のオンラインで開催の「エコメッセ 2020 in ちば」に、　ご視聴・オンライン出展、ご協賛、ご

協力を賜りまことにありがとうございました。
新型コロナウイルス感染症予防のため、協議を度々重ね最終判断としてすべてをオンラインで開催いたしました。今年の

テーマ「SDGs 暮らし方変革」のもと、SDGs に関するセミナー、ユース（若者）による SDGs パネルディスカッション、
動画での活動紹介をお送りしました。オンライン出展して頂きました動画は現在もご視聴いただくことが可能です。

エコメッセちば実行委員会では、これからも環境を軸とした持続可能な社会づくりのお手伝いをしてゆきたいと考えてお
り、「エコメッセ 2021 in ちば」を令和 3 年 10 月 16 日、17 日の 2 日間、オンライン開催と幕張メッセを会場とした会場開
催の 2 つの形態で実施することを予定しております。今後とも、皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。　　　　　

2020 年 12 月
エコメッセちば実行委員長　桑波田和子

2

出展数・来場者数の推移
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 年度（オンライン開催）

出展団体数 120 120 140 137 118 112 100 96 111 113 60 オンライン出展

出展ブース数　　　　　　　
（実行委員会ブースは除く） 206 180 200 220 208 171 155 133 166 166 - -

来場者数 10,500 12,000 12,000 10,200 12,000 12,000 8,500 8,000 9,000 10,500 10,828 視聴数（2020.12.31 時点）

当日のプログラム

10:00

開会、オンライン出展公開
開会挨拶

実行委員長：NPO 法人環境パートナーシップちば代表理事
来賓：千葉県環境生活部長
副委員長：千葉県環境生活部循環型社会推進課長、（一財）千葉県環境財団理事長、

千葉市環境局環境保全課担当課長、（一社）千葉県経済協議会専務理事

12:15 開演 オンラインセミナー：みんなで創ろう！ SDGs! ～環境・経済・社会的課題の同時解決～

14:30 開演 オンラインパネルディスカッション：SDGs ユース会議 2030 ～「行動の 10 年」をどう過ごすか～

16:00 閉会

出展者アンケート
出展回数 出展目的 目的は達成されましたか？

来年のオンライン出展 来年の会場出展

回答数 30

● 2020 年 11 月 1 日コロナ禍のもと初のオンラインで開催しました。
「エコメッセちば」は、持続可能な社会の実現 (SDGs) を目指し、市民・企業・行政・学生がパートナーシップ（協働）で

運営しています。
1996 年にスタート、子どもから大人まで環境について学び・体験・交流する環境イベントです。
2020 年 11 月 1 日、第 25 回を迎えた「エコメッセ 2020 in ちば」は、幕張メッセ会場に代えてオンラインで開催しました。

●今回のテーマは、「Planet（地球）」を守るための「SDGs 暮らし方変革」です。
エコメッセちばは、2018 年から SDGs をテーマに開催してきました。
近づく 2030 年のゴールをさらに目指し、2020 年からは SDGs17 のゴール 5 つの P（Planet、Prosperity、People、

Peace、Partnership）の分野から毎回テーマを決めて開催します。
2020 年「Planet（地球）」は、SDGs ゴールの 12 から 15 が該当します。
気候変動に対応し、海や森林などの豊かな自然環境を次の世代に引き継ぐなど、『Planet（地球）』を守ることを意識して

「SDGs 暮らし方変革」をテーマにしました。

出典：国際連合広報センター

持続可能な開発目標（SDGs）を支える 5 つの P

人間
(People)

すべての人間が尊厳を持ち、平等に、
かつ健全な環境の下でその潜在能力を
発揮できるようにする。

目標 1、2、3、
4、5 および 6

豊かさ
(Prosperity)

すべての人間が豊かで充実した生活を
送れるようにする。

目標 7、8、9、
10 および 11

地球
(Planet)

持続可能な消費と生産、天然資源の持
続可能な管理、気候変動への緊急な
対応などを通じ、現在と将来の世代の
ニーズを充足できるようにする。

目標 12、13、
14 および 15

平和
(Peace)

恐怖と暴力のない平和で公正かつ包摂
的な社会を育てる。 目標 16

パートナーシップ
(Partnership)

連帯の精神に基づき、すべての人々の
参加により、このアジェンダの実施に
必要な手段を動員する。

目標 17出典：国際連合広報センター
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参加型オンラインセミナー

みんなで創ろう！　SDGs ！～環境・経済・社会的課題の同時解決～ 
●参加型オンラインセミナー「みんなで創ろう！ SDGs ！」の概要

世の中が大きく変化する中、私たちが、健康と心の豊かさを実感できる暮らしを営む上で、欠かすことのできない豊かな
環境の恵みを維持するためには、人も企業も、質の高い生活（事業活動）を求めながらも、環境に配慮することが大切です。

そのために、日常の中でどういった取組の実践ができるか、また、どのようなネットワークを構築して、他者と連携・協働
するべきか。

東京都市大学  佐藤真久教授 を講師としてお迎えし、様々な問題を統合（Integrate）し、環境・経済・社会的課題を同時
解決する、SDGs の実践アプローチ について考える オンラインセミナー を開催しました。

企画名：参加型オンラインセミナー「みんなで創ろう！ SDGs ！～環境・経済・社会的課題の同時解決～」
日時：11 月１日（日）12:15 ～ 14:00
プログラム

第１部：佐藤真久氏講演
（東京都市大学大学院環境情報学研究科教授）

「SDGs 時代のパートナーシップ
～ SDGs の本質をとらえ、これからの千葉を構想する～」

第２部：佐藤氏とゲストスピーカーとのリレートーク

オンラインセミナー
参加者募集！

エエココメメッッセセ 22002200  ㏌㏌ちちばば

ＳＤＧｓやＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）、ＳＤＧｓを
実践するための協働・組織論の第一人者である佐藤先生が、
ＳＤＧｓの本質と千葉県の実状に即した環境・経済・社会的課題
の同時解決のあり方について語ります。また、参加者による
チャットの書込の中から、疑問や意見を選んで、これに答えます。

ＳＤＧｓ時代のパートナーシップ
～ＳＤＧｓの本質をとらえ、これからの千葉を構想する～

講師：佐藤真久氏（東京都市大学大学院環境情報学研究科教授）

佐藤氏とゲストスピーカーとのリレートーク

～～環環境境・・経経済済・・社社会会的的課課題題のの同同時時解解決決～～

亀山 康子氏
渡邉 明宏氏
首藤 英里子氏

ＳＤＧｓの目標のひとつである気候変動に関する専門家の亀山氏、県内でＥＳＧ関連融資に取り
組む千葉銀行の渡邉氏、生活者の立場からＳＤＧｓに関わる様々な活動を展開する生活協同組合
の首藤氏が、それぞれの考えや取組について、佐藤先生と順に語り合います。また、チャットを
通じて参加者と意見交換をした後、佐藤先生が論点を整理し、総括的なまとめを行います。

参加料無料

事前申込制

2020年 12：15～14：00

ゲ
ス
ト

第２部

世の中が大きく変化する中、私たちが、健康と心の豊かさを実感できる暮らしを営む上で、
欠かすことのできない豊かな環境の恵みを維持するためには、人も企業も、質の高い生活
（事業活動）を求めながらも、環境に配慮することが大切です。
そのために、日常の中でどういった取組の実践ができるか、また、どのようなネットワーク

を構築して、他者と連携・協働するべきか。
東京都市大学 佐藤真久教授 を講師としてお迎えし、様々な問題を統合（Integrate）し、

環境・経済・社会的課題を同時解決する、ＳＤＧｓの実践アプローチについて考えます。

第１部

千葉県環境政策課

参加の申し込みはホームページから

2021年２月頃、ブレイクアウトセッションを予定しています。

（国立環境研究所社会環境システム研究センター センター長）

（千葉銀行経営企画部サステナビリティ担当部長）

（生活協同組合コープみらい千葉県本部長）
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セミナー動画は 2021 年 3 月まで YouTube に掲載中！
動画 URL：https://youtu.be/tHAXvIXs4CE

●第１部　佐藤真久氏（東京都市大学大学院環境情報学研究科教授）講演
「SDGs 時代のパートナーシップ ～ SDGs の本質をとらえ、これからの千葉を構想する～」

SDGs や ESD（持続可能な開発のための教育）、SDGs を実践するための協働・
組織論の第一人者である佐藤先生が、SDGs の本質について、
 　① SDGs の社会背景、世界観、特徴
 　② SDGs の取組（ビジネス編、教育・人づくり編、福祉、地域づくり編）
 　③成熟したシェア社会における力を持ち寄る協働へ
の順に分かりやすく解説しました。

参加者には疑問や意見をチャットに書き込んでいただき、佐藤先生がこれに答
えることで、千葉県の実状に即した環境・経済・社会的課題の同時解決のあり方
について、考えました。

●チャット紹介
・地域の関わりもなく、パートナーシップで課題解決と言われてもピンとこない。そもそも家庭や個人で取り組めますか。
・SDGs で掲げられている目標って一見「きれいごと」のイメージで、取り組むと「偽善者」と言われそう。
・SDGs に取り組むどころではないというのが、中小企業の本音ではないでしょうか。
・同じような想いを共有したり、議論できるパートナーを見つけたいのですが、どのように進めたら良いでしょうか。
・国は SDGs に関し、どのような取組を行っているのでしょう。自治体レベルよりも強力なリーダーシップを！
・アメリカや中国などに比べて、我が国の取組の立ち位置は、世界の中でどの辺りにあるのでしょうか。

●参加者アンケート
本セミナーはどの程度満足いただけましたか。 本セミナーのやり方で一番良かった点はどこですか。 チャット・

アンケート結果
詳細はコチラ

●第 2 部　佐藤氏とゲストスピーカーとのリレートーク
SDGs の目標のひとつである気候変動に関する専門家の亀山氏、県内で ESG 関連融資に取り組む千葉銀行の渡邉氏、生活

者の立場から SDGs に関わる様々な活動を展開する生活協同組合の首藤氏が、それぞれの考えや取組について、佐藤先生と
順に語り合いました。また、チャットを通じて参加者と意見交換をした後、佐藤先生が論点を整理し、総括的なまとめを行
いました。

亀山康子氏（国立環境研究所社会環境システム研究センターセンター長）
「気候変動への取組と SDGs」

地球の平均気温は温暖化以前と比べ１度上昇。放っておいたら更に上昇が続く
現状を踏まえ、気候変動への対応として、緩和策（「温暖化対策」、今後の更なる
気候変動の予防を目的として、温室効果ガス排出量を減らすために講じる手段）
と適応策（「防災」、既に生じてしまった気候変動に対して、被害を最小限に食い
止めるために講じる手段）を掲げ、それぞれに SDGs の視点が重要であるとし、
適応策には地域ごとに独自の対応が必要であると解説しました。

●チャット紹介
・気温上昇 2 度以内に抑えられるか？次の

10 年がクリティカルと聞き、何か行動を
起こさねば、と焦りを感じました。日本
ではこれらの認知度が低く、世界から化
石賞を受賞したり、と危機感を感じてい
ます。親子で気候変動について対話する
など日々意識していますが、何かアドバ
イスはありますか。

・脱炭素社会への挑戦は重要な経営課題で、
企業価値向上にとっては必須条件と言わ
れていますが、設備投資に係る費用や技
術開発などが課題です。

・千葉県は農業生産県ですが、地球温暖化
によると思われる農作物の影響（乳白米

（白未熟粒）、みかんの浮皮）を多く目に
します。農作物の「適応策」について、
どのようなものがあるのでしょうか。

・太陽光発電を取り入れており、電気自動
車や蓄電池に興味がありますが、なかな
か金額的に手が出ず、足踏みしている状
況です。補助金や税金緩和など対策して
くださるとありがたいのですが…。

渡邉明宏氏（千葉銀行経営企画部サステナビリティ担当部長）
「千葉銀行による SDGs の取組」

金融界では SDG ｓや ESG といった、環境・社会・ガバナンスを重視する企業
に積極的に投資して、持続可能な社会を形成する動きがある。ちばぎんグループ
SDGs 宣言を表明した千葉銀行の取組として、人口減少地域におけるレガシー（遺
産）を活用した地方創生の取組（耕作放棄地、空き公共施設、古民家等の不稼働
資産の有効活用）や、環境保全への取組（太陽
光発電を中心とした再生可能エネルギー関連融
資）を紹介し、千葉県の地域課題への解決の取
組は、有力な融資ビジネスのツールであると解
説しました。

●チャット紹介
・融資先の中で環境に配慮した事業の事例を教えてく

ださい。
・SDGs への融資の大きさは理解しましたが、融資先

を決める際、SDGs の取組・貢献度をどのような指
標で評価していますか。

首藤英里子氏（生活協同組合コープみらい千葉
県本部長）

「コープみらいの取組」
生産する側のつくる責任、消費者側のつかう

責任の双方の立場から責任ある事業と活動を続
けており、生産・消費・流通のフードチェーン
の中で、暮らしに不可欠な商品の提供を通じ、
食の安全性確保、食糧自給率向上、食育推進、
CO ₂排出量の提言等を行い、また、多様な考え
を持つ人や行政、諸団体の協働によるパートナー
シップの力を大切にして、安心して暮らせる豊
かな地域作りを目指しており、日々の暮らしか
ら世界を変えて、誰一人取り残さない持続可能
な社会の実現を目指していると解説しました。

●チャット紹介
・エシカル消費を広めるためには、どのようなことが

必要ですか。
・様々な生協の名前を聞きますが、協同組合間での連

携はありますか。

主催：千葉県



オンラインパネルディスカッション

SDGs ユース会議 2030 ～「行動の 10 年」をどう過ごすか～
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● SDGs ユース会議 2030 概要

オンラインツール「Zoom」を用いて、パネルディスカッションを開催しました。パネリストには、千葉県内で SDGs に
取り組む大学生・社会人をお招きし、「どのように環境活動を普及していけば良いか」「SDGs の達成目標の年である 2030
年に向けて何をしていけば良いか」などのテーマについて、自身の活動をもとに語っていただきました。初めての試みでし
たが、チャット機能を活用し、参加者の方ともコミュニケーションをとることが出来ました。

企画名：「SDGs ユース会議 2030　～行動の 10 年をどう過ごすか～」
日時：11 月 1 日（日）14:30~16:00
プログラム

1. オープニング 14:30~14:45
2. トーク 14:45~15:35

第１部：ここがおすすめ！私の活動　
第２部：行動しようとしている人に向けて

3. 質疑応答 15:35~15:50
4. クロージング 15:50~16:00

●司会進行の声
石川輝明・千葉大学 2 年（学生団体おりがみ）

類を見ないパンデミックに見舞われた 2020 年、オンライン・リモート時代への
過渡期に、このような形でオンラインイベントに携わることができ、とても貴重な
経験になりました。自分自身、参加者の方はもちろん、パネリストの方でさえも面
識のない方ばかりでしたが、オンラインツールが出会うことへのハードルを下げ、
新たなつながりが生まれた、良い機会になったと思います。本イベントを起点に、

エコメッセちばの若者企画が発展していくことを願って、これからも精進していきたいと思います。

内藤真実・千葉大学 3 年（学生団体おりがみ）
本ディスカッションの企画から当日の進行まで務めさせていただきましたが、世

界的に変化が求められている現在、環境活動や社会に向けて若者は何を考えどう行
動するべきか、私自身考えさせられるような熱いディスカッションでした。ご覧
くださった皆様に少しでも何かアクションを起こすきっかけをお届けできていれ
ば幸いです。お話しいただいたパネリストの皆様はじめ、このような機会を下さっ

たエコメッセちば様、関係者の皆様に深く御礼申し上げます。ありがとうございました。

●パネリストの声
佐藤悠様・千葉商科大学 2 年（学生団体 SONE）

この度は貴重な機会を設けて頂きありがとうございます。環境問題について興味
を持つ学生、企業様だからこそ内容の濃いディスカッションができたと感じていま
す。各団体、企業様が様々な活動を行っていることを知りとても刺激になりました。
今の学生という立場を生かして、今後も積極的に環境活動に取り組んでいきたい
と思います。
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齊藤有希・東邦大学 3 年（東邦 Ecolution）
初めてオンラインでパネルディスカッションをするということで、緊張致しまし

た。しかし、参加してみると、私以外のゲストの皆さんも SDGs に向けて様々な
活動に取り組まれていて、私自身良い勉強となりました。オンラインという中で
はあったのですが、聴講者の皆様も積極的にチャットで質問を下さり、とても有
意義な時間となりました。私の団体でも新たに SDGs に向けた取り組みをしよう

と考えているので、ここで得た学びを活かして行けたらと思います。

伊東龍也・日本大学 4 年（学生団体 Change）
この度、オンラインではありましたが、同世代の学生、また実際に仕事の一環と

して SDG ｓに取り組んでいる方々とディスカッションを行えて自分にとって、と
ても有意義な時間でした。ディスカッション後、飲食店でアルバイトをしている私
は、食品ロスが多いことを改めて実感し、改善できることはまだたくさんあると思
いました。自分たちが生活する地球を守るべく、今できることをしっかり行動に移

し、2030 年を迎えていきたいと思います。

芳賀宏輔（千葉ジェッツふなばし）

社会人という立場からの参加ではあ
りましたが、同じ地域で多くの学生
が活動していることを知ることがで
き、とても良かったです。自分自身、
まだまだ試行錯誤しながらではあり
ますが、いろんな人と手を取り合い、
この地域のため、さらには地球のた
めに、もっと大きなことや面白いこ
とをしていきたいと思います。これ
からもどうぞよろしくお願いいたし
ます。

●参加者アンケートから
・熱心に環境活動をしている学生の話を聞く

ことができて、刺激になりました。

・学生という立場で自主的に活動している最

前線の人物の生の声を聞くことができた。

学生だからこその視点が面白かったです。

・千葉や地球における課題解決に取り組む

団体の活動だったり、意志を知る機会に

なった事は本当に良かったです。今後も継

続して活動していく意識が高まりました。

・とても良い企画でしたが、出来たら双方向

ならなお良かったです。

●開催日時：11 月 1 日（日）

●プログラム：
　14:30 ～ 14:50：開催趣旨説明、自己紹介・団体紹介
　14:50 ～ 15:10：ここがおすすめ！私の活動
　15:10 ～ 15:30：行動しようと考えている人に向けて
　15:30 ～ 15:50：質疑応答

参加者
募集中

●伊東龍也 氏（学生団体 Change）
日本大学生産工学部 4 年、学生団体 Change
代表。社会を取り巻く諸問題を取り上げ、「学
生の目線で見た」ことを具体的な形にする。企
画・展示サークル Change です。

●佐藤悠 氏（学生団体 SONE ）
千葉商科大学 2 年、学生団体 SONE 所属の佐
藤悠と申します。千葉商科大学が自然エネル
ギ− 100％大学という目標を掲げており、私
もそのような活動に参加したいと思い、現在
SONE に所属し活動しております。

SONE では、学生目線で省エネや地球温暖化防止への取り組
みを考え、大学とともに活動を行っております。

●斉藤有希 氏（東邦 Ecolution）
東邦大学の 3 年の斉藤有希です。私が所属し
ている東邦 Ecolution は、「様々な主体の協働
によるエコ活動の推進」をモットーに学内外で
環境活動を行っている団体です。

●芳賀宏輔 氏（株式会社千葉ジェッツふなばし）
芸能事務所でのタレントマネージャーや洋菓
子ブランドの広報を経て、2018 年に株式会
社千葉ジェッツふなばしに入社。現在は地域
振興・イベントチームで社会貢献活動「JETS 
ASSIST」を担当。地域愛着を掲げるプロスポー

ツチームとして地域を盛り上げる事に加えて、様々な社会課
題を解決するため日々、活動しております。

●パネリスト（五十音順）：
　伊東龍也 氏（学生団体 Change）
　佐藤悠 氏（学生団体 SONE）
　斉藤有希 氏（東邦 Ecolution）
　芳賀宏輔 氏（株式会社千葉ジェッツふなばし）

●司会進行：学生団体おりがみ

●学生団体おりがみ
「学生が軸となり、ひとりでも多くの人が関われるオリンピッ

ク・パラリンピックをつくる」を理念に、2014 年設立。学生
団体や NPO、行政、企業などと連携しながら、様々なイベン
トを企画・運営しています。

●企画：学生団体おりがみ
●定員：500 名（参加料無料、申込締切 2020 年 10 月 31 日）
●参加方法：参加希望の方は、下記申込フォーム、もしくは、

ホームページからお申し込みください。
https://www.ecomesse.com

※視聴中に、チャット機能により、ご意見やご質
問を送ることができます。

※ Zoom による講演ですので、開催前日までにＩ
Ｄ・パスワードをお知らせします。

・YouTube の同時ライブ配信も行います（申込不要、
チャット参加は不可）。

申込フォームに直接アクセス

●主催・お問い合わせ：エコメッセちば実行委員会
ホームページ：https://www.ecomesse.com
e-mail：info@ecomesse.com　Phone：080-5374-0019
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Planet（地球）
持続可能な消費と生産、天然
資源の持続可能な管理、気候
変動への緊急な対応などを通
じ、現在と将来の世代のニー
ズを充足できるようにする。

千葉県消費者センター
消費生活などに関する相談を受け付け
ているほか、講座の開催や講師の派遣
を行っています。

生活協同組合コープみらい
コープみらいは、千葉県・埼玉県・東
京都を事業エリアとする組合員約 357
万人の生協です（2020 年 6 月現在）。
共済・保険、福祉・介護、チケット、
カルチャー、売電（再生可能エネルギー
電気・ガス）など、くらしのサービス
を通じ “地域に豊かさ” を提供してい
ます。

東邦大学　フードロス削減プロジェクト
私たちは、各家庭での食品ロス問題の
解決に貢献することを目的に企業と
コラボして青果物鮮度保持袋、通称
FreshKeeper を開発しました。フィ
ルムやインクに植物由来のものを使用
することで環境にも配慮しています。
この袋を地域のイベントで配布し、実
際にご家庭で使っていただくことで、
食品ロス削減への貢献につなげていき
ます。

株式会社ドコモＣＳ
お客さまとコミュニケーションの広が
りや楽しさ・驚きを追求していくとと
もに、様々な社会的課題の解決に向け
て積極的に取組みます。また、パート
ナー企業とイノベーションを起こし、
日々の生活や社会をスマートに進化さ
せ、人々が豊かに生活できる社会の実
現に貢献してまいります。

株式会社シール堂印刷
弊社はシール・ステッカー・テープの
印刷メーカーです。７年前に「シール
堂」という自社ブランドを立ち上げ女
性に人気の「マスキングテープ」を中
心に展開もしております。「環境配慮
型シール・ラベル」の普及を取り組み
続けており、環境に良い素材を環境に
良い印刷工程で製作し会社も環境に良
い活動に積極的に参加することを続け
ております。

PRIYO handicrafts
バングラデシュのフェアトレード団
体、盲学校や NGO と共にオリジナル
手作り商品を開発、輸入販売。特産の
ジュート製品、手漉き紙を使用したミ
ニカードや封筒、デコレーションペン
やアクセサリーなど。日本の消費者へ
エコでエシカルな商品を提供すると共
に、バングラデシュで社会的に立場の
弱い人々の仕事づくり、生活向上を目
指します。

特定非営利活動法人せっけんの街
『リサイクルせっけんで環境負荷の少
ない暮らしを』合成洗剤から手賀沼を
守ろう！と、1985 年に市民出資でせっ
けん工場を建設しました。家庭から出
る廃食用油からせっけんを作り、資源
循環型社会をめざしています。せっけ
んと環境にやさしい雑貨の販売や環境
学習の提供が活動の柱です。健全な水
循環を取戻そうと雨水タンク設置も
行っています。
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九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員
会
循環型社会への構築を目指し、九都県
市が共同・協調し、広域的な対応が求
められる廃棄物処理に関する方策等に
ついて検討するとともに、必要な取組
を実施しています。

グリーン購入ネットワーク
気候変動対策やプラごみ問題、フェア
トレード等、環境問題や社会問題の解
決につなげる、SDGs 目標 12「つく
る責任つかう責任」の実践団体です。
毎日の消費行動を通じて SDGs の目
標達成につなげていきましょう。

合資会社谷貝鐵工所
蓄光材を活用した節電、温暖化防止、
気候変動抑止の推進。長時間発光の蓄
光方式を開発し、夜間の電力使用削減
に貢献しています。火力発電所の負荷
削減、温暖化ガスの排出抑制に貢献し
ます。カラー発光の製品は、害虫忌避
効果もあるため、農薬使用削減効果も
あり、有機農業の推進に役立ちます。
主に電力網の少ないアフリカ農村地な

どでの普及と、日本に於いては、びわ
湖以南において農村地の害虫忌避、住
宅環境、ハウス農業での環境改善を目
指します。ガーデニンググッズ開発に
より庭園の害虫削減にも努めていま
す。

千葉市地球温暖化対策地域協議会
市民・事業者の地球温暖化対策を推進
するための組織として、平成 16 年に

「千葉市地球温暖化対策地域協議会」
（通称「ちばし温暖化対策フォーラム」）
を設立し、地域の特性に応じた地球温
暖化対策を市民・事業者のみなさんと
連携して推進しています。今回は当協
議会の取り組みをご紹介します。

千葉県環境研究センター企画情報室
環境に関する研究の企画調整や情報収
集・提供、環境学習施設の運営等を行っ
ています。

（一社）千葉県木材振興協会
木材に関する知識啓発、普及の為のパ
ンフレットの発行等。県内随一の木材
関係団体として、行政の補充的業務を
行っています。

千葉県環境生活部大気保全課
アイドリング・ストップの普及啓発や
低公害車の導入促進などにより、大気
環境の改善に取り組んでいます。

千葉県環境生活部循環型社会推進課
地球温暖化対策や 3R の推進など、持
続可能な社会に向けた様々な取組を
行っています。

千葉県地球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
千葉県地球温暖化防止活動推進セン
ターは、千葉県知事から平成 13 年 2
月 1 日付で地球温暖化対策の推進に
関する法律による指定を受け、地球温
暖化防止に関する活動を実施していま
す。また、地球温暖化防止活動推進員
は、知事から委嘱され、地域での温暖
化防止活動を行っています。
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千葉県農林水産部森林課
民有林の模範となる森林整備や安定的
な木材供給を目指し、県営林の整備を
行っています。

ポーラス竹炭研究所
ポーラス竹炭という新しい竹炭を開発
して研究しています。①ポーラス竹炭
の性質の研究②ポーラス竹炭の製造方
法の研究③ポーラス竹炭の効果的活用
方法の研究。現在は千葉県が主な活動
場所ですが、これを日本全国に広めて

「放置竹林問題」を解消したいと考え
ています。この技術を世界に広めたい
と考えています。ひいては地球温暖化
防止の一助として位置付けています。

環境ウォッチ TOKYO
環境ウォッチ TOKYO（旧「東京都公
害防止条例改正市民案をつくる会」）
は、1999 年 3 月からフロン回収につ
いて都に改正案を提言するなど、公害
や環境の状況、東京都や国の施策を

「ウォッチ」して市民の目線で政策提
言してきた環境 NGO です。

フィールドミュージアム・三番瀬の会
船橋三番瀬を拠点に谷津干潟、盤州干
潟の生き物（ベントス、プランクト
ン、海藻、沿岸植物、野鳥）観察によ
り生き物循環を調査し、日々の変化を
記録し自然保護活動をしています。自
然環境を守るため普及として学生ボラ
ンティア体験、親子観察会、地元漁師
との観察会など開催し、各団体や行政
とのイベント参加し自然保護の連携を
深めて行きます。

千葉県環境生活部水質保全課
生活排水対策の推進や事業場排水の指
導等により、水環境の改善に取り組ん
でいます。

東京湾の環境をよくするために行動す
る会
当会は、様々な主体の活動の紹介（参
加の機会を増やすための情報発信）や
シンポジウム等の開催を通して、東京
湾を取り巻く「人のつながり」、「楽し
みのつながり」、「取り組みのつなが
り」が育まれていくことを目指してい
ます。「様々なつながり」が、東京湾

の環境再生への共鳴・共感の輪を大き
くし、東京湾の環境をよくすることに
つながると考えています。

千葉県環境生活部自然保護課　生物多
様性センター
多様な主体との連携を通じ、生物多様
性に関する調査研究、普及啓発やシン
クタンク機能などを担っています。

浦安水辺の会
安心 ･ 安全な水辺のまちづくりのため
人材を養成し、市民がふるさとの海や
川に関心を持って大切にする意識を育
む事を目的として活動しています。川
や海のクリーンアップ活動を市内の団
体と協力して実施するほか、E ボート
で自然体験活動やハゼ釣り教室など継
続しています。市役所庁舎 1 階と新
浦安駅前ビルの「浦安三番瀬水槽」の
管理をしています。

浦安三番瀬を大切にする会
三番瀬クリーンアップの活動を継続す
る役割を担うため事務局として 2003
年に立ち上げた団体です。浦安三番瀬
クリーンアップ大作戦実行委員会の事
務局、毎月「ミニクリーンアップ」を
開催してプラスチックゴミの一掃にも

10

チャレンジする他、浦安市役所庁舎 1
階と新浦安駅前の「三番瀬水槽」を管
理しています。

千葉県農林水産部安全農業推進課
「ちばエコ農産物」制度や有機農業の
推進などを通し、「環境に優しい農業」
を推進しています。

市民エネルギーちば株式会社
エネルギー、農業、大地の再生、地域
再生、環境への取り組み、弊社はソー
ラーシェアリングの可能性を拓き続け
ます。

里山 Bewahrung
里山 Bewahrung は、里地里山、里川、
里海環境やそこに棲息・生育する生き
ものを守り、生態系や生物多様性を保

全すること、千葉県内で地域の自然環
境保全活動を行っている団体や個人の
ネットワークをつくることを目的とし
た任意団体です。現在、県内 5 市で
活動している市民団体の皆さまにご協
力いただき、一緒に自然環境保全活動
を行っています。

ちば里山センター
・森林の総合窓口として市民、企業か
らの森林に関する問い合わせ、相談
等、どんなことにも対応しています。・
森の情報バンクとして千葉県内の里山
フィールド情報を収集し、地域の特色
や里山活動団体を紹介しています。・
森林整備活動団体への支援として安全
講習会を実施しています。

People（人間）
すべての人間が尊厳を持ち、
平等に、かつ健全な環境の下
でその潜在能力を発揮できる
ようにする。

独立行政法人国際協力機構 (JICA)
日本の ODA 実施機関として、途上国
で国際協力を行っています。

タバコ問題を考える会・千葉（TMKC）
千葉県内で学校での防煙教育や、受動
喫煙などのタバコ問題に関する調査活
動・啓発活動を行っています。毎定例
会・受動喫煙被害に関する相談会を毎
月 1 回開催し、毎年 1 月には講演会
を開催しています。

メジカラネット
視覚障碍者の誘導の仕方の研修と研
究。PC やスマホの機能・アプリ体験
会「メジカラサロン」の開催。
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船橋地球市民クラブ
EarthCitizen Tokyo 改め、船橋地球市
民クラブで今回出店させていただきた
いと思います。船橋地球市民クラブは
船橋を中心として活動しているクラブ
です。船橋から千葉県内、首都圏、関東、
日本全国、世界に向けて、健康や地球
環境に関する活動や行動などを発信し
ています。自分自身が健康となり、地
球を健康にしていこうをテーマに、清
掃活動や気功、1 分運動などの啓蒙活
動をしています。

養生健身法　天地の会
養生健身法　天地の会は、拍手ヨガ
ダンス、声ヨガ、森林ヨガを活動の 3
本柱として、SDG ｓの “すべての人
に健康と福祉を” を目標に掲げ、子供
からお年寄りまで、地域社会から聴覚
視覚障害者の方達まで、多様化する社
会に機動力の高い対応をすべく、健康
づくりの活動に取り組んでいます。

Prosperity(豊かさ)
すべての人間が豊かで充実し
た生活を送れるようにする .
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有限会社エムエスイー
営農型太陽光発電システム（ソーラー
シェアリング）の普及、独立型太陽光
システムと LED、LIB の有効活用。

パワーシフトキャンペーン
日本のエネルギーの再生可能エネル
ギーへのシフトを呼び掛けるキャン
ペーン。小売電気事業者には供給する
電気の再エネ割合を増やすこと、消費
者には電力自由化を活かして再エネ供
給を志す電力会社にスイッチングする
ことを促し、そのための情報発信や連
携を図ります。大手電力会社との不公
平を増長する容量市場の問題にも取り
組んでいます。

房総ガス協議会　環境部会
本会は千葉県内の都市ガス事業者で構
成しております。公営 6 事業者、私
営 11 事業者あり、主な活動としまし
ては、都市ガスの安全・安心と、普及
促進に努めております。エネルギーを
供給する公益事業者として、お客さま
へ安全・安心をお届けすることはもち
ろんのこと、お客さま、地域社会のみ

なさまの信頼に応えるよう活動を行っ
てまいります。

千葉市環境保全部環境保全課温暖化対
策室
環境行政に係る様々な施策を進めてい
ます。今回は本市の「COOLCHOICE」
及び環境問題への取り組みを紹介しま
す。

自然エネルギーを広めるネットワーク
ちば
本会は、千葉県内において、市民・事
業者・研究機関・行政のパートナーシッ
プによって、従来型エネルギー（火
力・原子力エネルギー）から自然エネ
ルギー＝再生可能エネルギーへのシフ
トをめざします。もって、地域に密着
した自然エネルギーを活用した持続可
能な地域づくりを行います。

認定 NPO 法人 太陽光発電所ネット
ワーク千葉地域交流会
環境イベントへの出展、卒 FIT セミ
ナー・講演会開催、PV 無料相談など。

千葉商科大学
千葉商科大学では再生可能エネルギー
の導入を進め、学生・教職員が連携し

て、「自然エネルギー 100% 大学」の
取組みを進めています。所有するメガ
ソーラー発電所（千葉県野田市）での
エネルギーの創出量と、キャンパス（千
葉県市川市）で使用するエネルギーの
消費量を同量にすることを目指してい
ます。

一般社団法人やちよ未来エネルギー
私たちは「地域のみんなで創る自然エ
ネルギー社会を子どもたちの未来へ」
の想いを込めて市民の皆さんと一緒に

（１）市民発電所プロジェクト（２）
パワーシフトプロジェクト（３）エコ
教育プロジェクト（４）ベランダ発電
プロジェクト（５）子ども守るプロジェ
クトの５つのプロジェクトを進めてい
ます。

こだいらソーラー
3.11 原発事故を契機に、再生可能エ
ネルギーへのシフトを地域ですすめよ
うと 2012 年に発足し、市民共同発電
所づくりに取り組んでいます。市民資
金により設置した７機 100kW の太陽
光発電所の電気は新電力に売電し、市
民に地産地消の電気の活用を呼び掛け
ています。省エネ、再エネの啓発事業
を行い、他市民電力団体などとの連携、
交流を図っています。

フェアトレードちば
ちばにフェアトレードを広げる活動。
毎年 5 月にフェアトレードの祭典

『フェアトレードフェスタちば』を企
画運営実施。フェアトレードの勉強会
なども不定期に企画実施。2020 年に
はちばと世界をつなぐ『ちばフェアト
レードコーヒー』商品開発を行い、千
葉の福祉作業所、焙煎所と、世界のコー
ヒー農家に経済がまわる仕組みづくり
をパイロット実施。

（公財）ちば国際コンベンションビュー
ロー　千葉県国際交流センター
千葉県国際交流センターは、市民レベ
ルで活動を行う民間国際交流団体をは
じめ、ボランティア、地域の国際交流
協会、大学、行政機関などと連携し、
国際理解の促進や国際交流・国際協力
活動の推進、在住外国人が地域社会の
一員として県民と互いに違いを認め合

い、相互理解を図りながら共に生活を
送ることのできる多文化共生社会の実
現などを目指して活動しています。

坪井湿地を復活する会
坪井のヘイケボタル復活計画・坪井の
ヘイケボタル（固有種）の存続（幼虫
の人工飼育）・ホタルサポーターによ
る人工飼育、幼虫放流、成虫観賞等・
船橋市坪井近隣公園「坪井湿地」の生
育環境整備・ホタルの餌（カワニナ等）
育成・湿地生物の生態周知（坪井の自
然を楽しむ講座全 4 回の開催）・2019
年度第 8 回印旛沼・流域再生大賞受賞。

NPO 法人いすみライフスタイル研究所
いすみ市で外房地域を対象としてまち
づくりを行っています。地域資源の発
掘、情報発信を行いながら、地域の魅
力を伝え、地域活性化と移住定住促進
活動に努めています。最近は、SDGs
を視野に入れ、環境の保全と啓蒙活動
にも力を入れています。



たこともあり、中国人留学を招いたシ
ンポジウムを開催したり、地元千葉の
観光資源に目を向けるべく「ちぃば散
歩」と題して南房総市の観光課をはじ
め、行政の方々にお世話になりながら、
地域振興活動を行いました。普段は、
各大学の大学祭で出展することも多い
ですが、現況を踏まえ大学祭が中止と
なる大学も多い中、逆に今だからこそ
できる取り組みがあるのではないかと
思い、出展をお願いさせて頂きます。

千葉銀行

千葉県環境生活部県民生活・文化課
ボランティア活動や NPO 活動の普及
啓発を行うとともに、協働取組を推進
しています。

学生団体おりがみ環境チーム
東京オリンピック・パラリンピックに
向けて活動している学生団体です。さ
まざまな学生団体や NPO、行政、企
業などと連携しながら、様々なイベン
トを企画・運営しています。

学生団体 Change
企画・展示のインカレサークルとして
活動しています。様々な社会問題に対
して企画テーマを立案し、各学内の教
授へ取材を行ったり、学生に意識調査
を行った結果をとりまとめ、展示やシ
ンポジウムを開催して、「学生の目で」
感じ、考えたことを伝えています。以
前には、当時日中関係が冷え込んでい

トオンラインでは全国の素晴らしい環
境分析会社と提携、お客さまのご要望
の分析を迅速に手配致します。

（一社）千葉県環境保全協議会
千葉県内製造業（鉄鋼、化学、電力等）
を中心とする工場・事業場の公害防止
管理者・環境管理者の育成や企業の環
境保全活動をサポートする会員企業団
体です。

千葉市環境保全部環境総務課
千葉市環境局の主管課として各種連絡
調整をしています。千葉市の環境部門
のマスタープランである「千葉市環境
基本計画」の進行管理や、千葉市の環
境行政の現状や施策をとりまとめた

「環境白書」の発行等を行っておりま
す。

の作成、環境啓発イベントへの出展な
どに取り組んでいます。

特定非営利活動法人環境パートナー
シップちば
環境活動の推進と充実を図るため、多
様な主体とのパートナーシップのも
と、「持続可能な開発に向けた目標

（SDG ｓ）」や「持続可能な開発のた
めの教育（ESD)」の視点を意識して、
さらなる持続可能な社会の実現を目指
します。今年度は、「SDG ｓ達成のた
めの ESD 担い手育成事業」の 3 年目
の活動を行っています。

千葉県立長生高等学校サイエンス部
長生高校サイエンス部は、物理班、化
学班、生物班、地学班、数学班の５つ
のグループがあり、それぞれ協力しな
がら活動しています。科学に関する
様々な調査・研究をしたり、子どもた
ちに科学の楽しさや面白さを伝える活
動をしています。

エコテスト株式会社
日本には環境分析会社が約 1700 社あ
りますが、「環境分析会社を知らない」、

「どこに頼んでよいのか分からない」
ということはありませんか？エコテス
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千葉県県土整備部公園緑地課
都市部における緑化を推進するため、
緑のカーテンの普及啓発や公園整備な
どに取り組んでいます。

アメジスト・アート出版
子ども向けの絵本・関連書の自費出版
をしています。

Peace（平和）
恐怖と暴力のない平和で公正
かつ包摂的な社会を育てる。

一般社団法人千葉県冒険遊び場ネット
ワーク

（一社）千葉県冒険遊び場ネットワー
ク（ちばぼう）は、ゆるやかにつながっ

てきた千葉県内プレーパーク活動団体
のネットワークをさらに広げ、充実し
た活動をしていくために、2011 年 6
月から県内市民団体が協力して設立し
た団体です。千葉県内のプレーパーク
が充実した活動をしていくために、情

報提供、各団体の課題解決、研修会、
出張プレーパークの開催等を行ってい
ます。

Partnership（パー
トナーシップ）
連帯の精神に基づき、すべて
の人々の参加により、このア
ジェンダの実施に必要な手段
を動員する。

千葉大学環境 ISO 学生委員会
千葉大学環境 ISO 学生委員会は学内
外において、省エネルギーの啓発、環
境教育、紙・ゴミ・エネルギーの削減
活動、緑化活動、構内環境の整備、サ
ステナビリティレポート（環境報告書）

「第 26 回エコメッセ in ちば」開催のお知らせ
2021 年 10 月 16 日（土）、17 日（日）
オンラインと幕張メッセで開催します。
募集要項など詳細は、2021 年 5 月に発表予定です。



エコメッセちば実行委員会事務局
〒 260-0024　千葉県千葉市中央区中央港１−１１−１

（一財）千葉県環境財団業務部  環境活動支援課気付
エコメッセちば実行委員会事務局
電話：080-5374-0019　FAX：043-247-4152
E-mail：info@ecomesse.com　HP：https://www.ecomesse.com

「エコメッセ 2020 in ちば」は、ちば環境再生基金「環境活動見本市等普及啓発支援事業」の助成を受けて実施しました。 ちば環境再生基金マスコット
「ちば犬」

エコメッセちば実行委員会　2020 年度実行委員名簿
氏名 会社・団体名称

1 委員長 桑波田　和子 （特非）環境パートナーシップちば代表理事

2 副委員長 横山　尚典 千葉県環境生活部循環型社会推進課長

3 副委員長 田谷　徹郎 （一財）千葉県環境財団理事長

4 副委員長 秋山　智博 千葉市環境局環境保全課担当課長

5 副委員長 岩津　由雄 （一社）千葉県経済協議会専務理事

6 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

7 会計監査 三石　隆文 （株）千葉銀行

8 企画部 吉田　謙二 スマートビーンズ株式会社

9 企画部 柏　靖博 個人

10 企画部 石田　晶久 NPO 法人森林デザイン研究所

11 企画部 福満　美代子 NPO 法人ちば環境情報センター

12 企画部 奥山　淳梓 （特非）環境パートナーシップちば

13 企画部 豊田　まさゆき イベントプランナー

14 企画部 都築　則彦 学生団体おりがみ

15 企画部 石川　輝明 学生団体おりがみ

16 広報・交流部 中西　広充 中西ファーム

17 広報・交流部 KOUSAKU まるごみ JAPAN

18 広報・交流部 高橋　賢治 ワンアップ・アド・システム（株）

19 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

20 広報・交流部 加藤　千晶 千葉市環境保全課温暖化対策室

21 広報・交流部 斎藤　清 （特非）環境パートナーシップちば

22 広報・交流部 谷合　哲行 （株）テクノリライブ

23 広報・交流部 鈴木　政幸 生活協同組合コープみらい

24 広報・交流部 斉藤　則俊 （一社）千葉県環境保全協議会

25 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

26 事務局 横山　清美 （特非）環境パートナーシップちば

27 事務局 荒川　薫 （特非）環境パートナーシップちば

28 事務局 谷口　路代 （特非）環境パートナーシップちば

29 事務局 山口　幸一 （一財）千葉県環境財団

30 事務局 戸谷　恭子（故人）（一社）ガールスカウト千葉県連盟

31 実行委員 内山　真義 （特非）環境パートナーシップちば

32 実行委員 望月　靖子 （株）アイ・ティー・オー

33 実行委員 秋葉　京子 （一社）ガールスカウト千葉県連盟

34 実行委員 橋本　正 NPO 法人環境カウンセラー千葉県協議会

35 実行委員 竹内　香 千葉県生活協同組合連合会

36 実行委員 八田羽　稔 東京ガス（株）千葉支社

37 実行委員 河原崎　滉一郎 個人

38 実行委員 江崎　亮 NPO 法人いすみライフスタイル研究所

39 実行委員 梶原　誠 ＷＡｃＫＡ

2020 年度エコメッセ 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、（株 ) 幕張メッセ、幕張新都心まちづくり協議会、
千葉商工会議所、（一社）千葉県商工会議所連合会、( 株）
千葉日報社、（公社 ) 千葉市観光協会、朝日新聞千葉総局、
市原商工会議所、千葉県商工会連合会、毎日新聞社千葉支
局、読売新聞千葉支局、東京新聞千葉支局、日本経済新聞
社千葉支局、時事通信社千葉支局、（一社）共同通信社千
葉支局、（株 ) ベイエフエム、千葉県ケーブルテレビ協議会、
産經新聞社千葉総局、JICA 東京、日刊工業新聞社千葉支局、
ESD 活動支援センター

2020 年度エコメッセ 協賛
（株）千葉ジェッツふなばし

（株）テクノリライブ
Baytown SDGs Creation

千葉県生活協同組合連合会

生活協同組合コープみらい

（株）千葉銀行

（株）千葉興業銀行

（一社）千葉県経済協議会
（一社）千葉県環境保全協議会

（株）京葉銀行

（一社）千葉県産業資源循環協会


