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開催概要

●「エコメッセ 2021 in ちば」開催のお礼
「エコメッセ 2021 in ちば」（10 月 16 日、17 日）は、コロナ禍の中、2 日間すべ

てをオンラインで開催し、無事終了いたしました。ご視聴、ご出展、ご協賛、ご協
力いただいた皆さまに感謝申し上げます。

第 26 回目の今年は、出展団体の企画による「双方向交流」や学生団体おりがみ
主体の「SDGs ユース企画」や、「SDGs オンライン座談会」などを新しく取り入れ
ました。なお、オンライン出展団体の紹介は「エコメッセ 2022in ちば」 開催前日ま
で配信いたしますので、広く周知していただきますようお願いいたします。

今後も「エコメッセ in ちば」をご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。　　　　　
2021 年 12 月

エコメッセちば実行委員長　桑波田和子

● 2021 年 10 月 16、17 日の 2 日間、今年度もコロナ禍のもと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。
2021 年 10 月 16、17 日、第 26 回を迎えた「エコメッセ 2021 in ちば」は、昨年同様オンラインで開催しました。

●今回のテーマは、「Prosperity：笑顔あふれる未来を創ろう」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て
います。

2021 年のテーマは、「Prosperity：笑顔あふれる未来を創ろ
う」。コロナ禍をポジティブに乗り切ることを意識して、今年
のテーマとしました。「Prosperity（豊かさ）」は、SDGs ゴー
ルの 7 から 11 までが該当します。

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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出展数・来場者数の推移
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *1 2021 年度 *1

出展団体数 120 140 137 118 112 100 96 111 113 60 *2 60 *2

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

来場者数 12,000 12,000 10,200 12,000 12,000 8,500 8,000 9,000 10,500 10,828 *3 11,761 *4

2021 年 10 月 16 日プログラム

9:50
開会、オンライン出展公開

実行委員長　桑波田　和子　（特非）環境パートナーシップちば代表理事
知事からのメッセージ　　千葉県知事　熊谷　俊人　氏

10:00 オンライン双方向チャンネル企画開始

16:00 閉会

●出展者アンケート

出展回数 出展目的

オンライン申し込みは
スムーズに出来ましたか？

来年のオンライン出展 来年の会場出展

回答数 37

2021 年 10 月 17 日プログラム
9:50 開会

副実行委員長　秋山　智博　千葉市環境局環境保全課担当課長

10:00 オンライン双方向チャンネル企画、SDGs ユース企画開始
YouTube エコメッセ 2021 チャンネルで Live 配信

14:00 SDGs オンライン座談会
YouTube エコメッセ 2021 チャンネルで Live 配信

15:40 SDGs ユース企画クロージング
YouTube エコメッセ 2021 チャンネルで Live 配信

16:00 閉会

目的は達成されましたか？

●熊谷知事からお祝いのメッセージをいただきました
エコメッセちばは長年にわたり市民団体、企業などの活動の普及や交流の場として重要

な役割を担っており、今回の開催を契機に県全体の環境に関する様々な活動が活発になる
ことを期待していること、また県も「第３次千葉県環境基本計画」に SDGs の考え方を取
り入れ、「恵み豊かで持続可能な千葉」の実現に向けて取り組んでいることなどをお話し
され、エコメッセちば開催への感謝とお祝いのメッセージをいただきました。

*1 オンライン開催　*2 オンライン出展者数　*3 視聴者数（2020.12.31 時点）　*4 視聴者数（2022.1.31 時点）

● 2 日間のプログラムと実績

70.3%

10.8%

18.9%

73.9%

10.9%

8.0%
2.0% 2.9%

85.7%

11.4%

86.1%

13.9%

70.3%2.7%

27.0%

59.5%
13.5%

27.0%



「1.5℃ライフスタイル ― 脱炭素型の暮らしを実現する選択肢」
公益財団法人地球環境

戦略研究機関（IGES）で
は 2019 年、ライフスタイ
ル・カーボンフットプリ
ントを軸に私たちの日常
生活での消費や行動が気
候変動に与える影響を推
定し、パリ協定の目標達
成と豊かな暮らしの両立
を探る報告書「1.5℃ライ
フスタイル」を発刊しま
した。

報告書はライフスタイ
ル・カーボンフットプリ
ントに関する目標設定お
よび国際比較の研究成果の要約、日本での低炭素型ライフスタイ
ルによるカーボンフットプリント削減効果が解説してあり、この
日本語要約版の報告書が 2020 年に発行されました。
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SDGs オンライン座談会

自分ごととして「SDGs」にどう取り組む
～ 1.5℃ライフスタイルをヒントに～

● SDGs オンライン座談会の概要
日時：2021 年 10 月 17 日（日）14：00 ～ 15：30
主催：エコメッセちば実行委員会
内容：エコメッセちばでは、CO2 削減が待ったなし状況にあるとの認識に立ち、危機意識を広く皆さんと共有するため、エ
ネルギーを中心に、特に、CO2 削減効果を紹介している「1.5℃ライフスタイル」レポート具体事例の中から私たちができ
ることをオンライン座談会というかたちで話し合いました。

登壇者：
・荒川薫（TENT 幕張 店長）
・石井雅章※司会（神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部教授）
・清水繭子（BSC 実行委員会）
・高瀬美欧（自然界ラッパー、いすみやスタッフ）
・宮下朝光※話題提供（市民エネルギーちば株式会社監査役）

●視聴者アンケート
座談会を知ったきっかけ 視聴した感想 【座談会で共感したことは？】

・1.5℃に抑えるためには、それぞれが
できる取組をしていく必要がある。

・普段の生活の中から、SDGs を考え
る面白さ。

・登壇者がそれぞれに違う立ち位置、
違う側面から取り組んでいるのに、
環境に配慮した暮らしを心掛けてい
ることに共感を覚えた。

・もっと活動を広げ市民に知ってもら
う。

・「丁寧に暮らす」はよい言葉だと思っ
た。

39

1.5
1.5-Degree Lifestyles: Targets and Options for 
Reducing Lifestyle Carbon Footprints

― 脱炭素型の暮らしを実現する選択肢 ―
小出  瑠  •  小嶋  公史  •  渡部  厚志

IGES   •   Aalto University   •   D-mat   •   Sitra   •   KR Foundation

℃ライフ
 スタイル

日本語要約版

●座談会要旨

まず、温室効果ガス削減に対する具体的取組を提案する「1.5℃ラ
イフスタイル」に着目して、日々の暮らしの中から実践できるヒン
トを見つけ出し “自分事としてどう取り組むか” について率直な意
見交換を行いました。

続いて、“光熱水” というテーマでは、個人や企業で電力会社の切
り替えによって再生可能エネルギーの利用率を高める取り組みが広
がっていますが、まだまだ情報の可視化と説明が不十分な状況であ
ることが紹介されました。

また、“食”というテーマは全ての人と関わるので、日常の様々なシー
ンを見直すきっかけになります。地球にとっても “おいしい” 食生活
や “丁寧な暮らし” をキーワードにすることでライフスタイルの変革
が実践できることが紹介されました。

社会全体が豊かになれる方向の大きな社会的変革が求められてい
ますが、そうした社会的変革も個人のライフスタイルの変容の積み
重ねの上にあります。他者や社会とのつながりの中で、ひとりひと
りがよりよい世界を目指した行動を選択して、実践することが求め
られています。今回の座談会のような場で共に考えることが、ライ
フスタイルの変容のきっかけになることが期待されます。

42.9%
57.1%

57.1%28.6%

14.3%
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オンライン双方向チャンネル

Zoom で参加！団体企画に双方向交流 
●出展者と参加者が相互に交流できるオンライン企画を行いました。

●双方向交流企画参加団体アンケート

実施の手応え 双方向企画の事前説明

・オンラインで人を集めるのに、もっ
と事務局が積極的にアピールなどし
てもらえればよかった。

・主旨と目的が一般の人の目にも留ま
るように工夫、ＰＲを検討してほし
い。

・エコステージと同様、事前の人集め、
誘導がオンラインでも必要だと思う。

・番組の開始がぶっつけ本番で、慣れ
ない参加者が数多くて入室に至らず、
時間切れで放置されてしまった。

・Zoom 権限が限定的で、臨機応変の
対応ができなかった。

・参加者の情報が欲しい。
・イベントの流れがイメージできな

かった。今回勝手が分かったので、
来年は工夫してやっていこうという
気持ちになった。

10 月 16 日 ( 土 ) 10 月 17 日 ( 日 )
10:00 ～ 12:30 13:00 ～ 15:30 10:00 ～ 12:30 13:00 ～ 15:30

アメジスト・アート出版
手作り絵本を作って、身近の人に
読み聞かせして、おもしろがった
ら、１部、印刷して、身近の子ど
もか、年寄りに贈呈して、「つまら
ない」と言われたら、本棚に入れ
ておいて、半年したら、もう一度
見直して、また作ろう ( 事前申込
29 人 )。

株式会社 D&P メディア
SDGs の目標を達成するにしても、
きちんと情報が伝えられなければ、
その情報は全く意味をなし得ませ
ん。伝える側も伝えてもらう側に
も正確に情報を伝えるための配慮
とは何なのか？どんな事に注意が
必要なのか？どんな事を理解して
いなければならないのか？皆さん
の企業価値、商品価値を引き上げ
るための提案です ( 事前申込 5 人 )。

環境パートナーシップちば
千葉の地域づくり団体のみなさん
の活動、「ビーチクリーンとプラご
みアート」そして「シェア里山」
が盛り上がっています。
同じ取り組みをしている全国の仲
間や専門家をつなぎ、サステナブ
ルな未来をどう作っていくか？を
ユースと共に考えます！ ( 事前申
込 40 人 )

WWF ジャパン
WWF インターナショナルは今年
で 60 周年、WWF ジャパンは今年
で 50 周年を迎えます。その歩みの
最中、どのような思いでどんな活
動をしてきたのか、現スタッフの
レクチャーから知っていただける
企画となっています。分かりやす
い進行・解説に努めますので奮っ
てご参加ください ( 事前申込 13
人 )。

合資会社谷貝鐵工所
蓄光材とソーラーライトの組み合
わせにより電力の使用抑制を通じ
て、化石燃料の抑制を図ります。
ガーデニングに展開する事により、
千葉県内から二酸化炭素吸収を図
り、県内の美化を図ります。併せて、
青色光による害虫忌避効果により、
お庭の環境改善を図ります。防犯
灯効果も有り、安全で美しい千葉
県を作りましょう ( 事前申込 5 人 )。

NPO 法人蔵前バイオエネル
ギー
昨年度はポーラス竹炭の概要を紹
介をしました。お陰様で高い視聴
数と多くの「いいね」を頂いてお
ります。今年はポーラス竹炭の製
造方法の詳細に絞って解説し、ノ
ウハウをお教えいたします。双方
向企画は内容の伝授に最高の企画
です。ぜひご利用ください。ポー
ラス竹炭研究所代表の篠崎正利が
お相手をいたします ( 事前申込 20
人 )。

環境カウンセラー千葉県協議
会

「うちエコ診断」を一緒に見ながら、
「うちエコ診断」って何？
受診したら何か良いことがある
の？　などのさまざまな疑問にお
答えします。我が家の光熱費の実
態を知り、どれだけ削減出来るの
か実際の数値とグラフで実感して
ください。光熱費の削減はそのま
ま二酸化炭素の削減に繋がります
( 事前申込 11 人 )。

花見川区バリアフリーに災害
を考える会
バリアフリーに災害（防災、避難）
を考えてみよう！オンラインでわ
くわく探検会 ( 事前申込 54 人 )

フィールドミュージアム・三
番瀬の会
市民や博物館等の専門家に協力し
てもらいながら、身近な生き物に
直接触れること、沿岸植物や渡り
鳥の観などを行ってきました。最
近の気候変動や SDGs、新型コロ
ナ等への関心の高まりは、人間も
自然の一部であることを思い出さ
せます。皆さんと一緒に感動し、
考え活動することで、この思いが
社会に浸透していくことを願って
います ( 事前申込 11 人 )。

メジカラネット
バリアフリーな「避難」を楽しみ
ながら考えるオンライン体験会で
す ( 事前申込 50 人 )。
①マイハザードマップ作成
災害ごとの危険な箇所や避難所情
報を 1 つにまとめ、オリジナルマッ
プを作ります。
②非常時お役立ちアイテム紹介
非常食やアプリなどの実演紹介を
します。
③避難所シミュレーション
ゲーム形式で避難所生活を模擬体
験します。

SDGs ユース企画
この企画は 10:00 ～ 13:45 と
15:40 ～ 16:00 の 2 部制。詳細は
次ページ参照 ( 事前申込 52 人 )。
① SDGs 団体インタビュー
内容：企業や行政の SDGs への
取り組みとは？大学生がインタ
ビュー
②オリンピック特集～東京 2020
大会” 活動体験レポート” ～
内容：オリンピックと環境問題の
関係性や、東京 2020 公認プログ
ラム「2020 キャンドルナイトリ
レー」を学生団体おりがみのメン
バーが紹介
③ SDGs ユース会議～グローバル
に考える” 21 世紀の水問題” ～
内容：SDGs の目標 6「安全な水と
トイレを世界中に」をテーマにし
たパネルディスカッション
日本では馴染みの薄い” 水の問題”
を世界と日本で比較し、私たちに
何ができるのか考える

SDGs オンライン座談会
この企画は 14:00–15:30 で実施。
詳細は前ページ参照 ( 事前申込 24
人 )。
地球温暖化の原因は人間の行為で
あると断言されました。エコメッ
セちばでは CO ₂削減が待ったなし
の状況であるとの認識に立ち、危
機意識を広く皆さんと共有するた
め、エネルギーを中心に、特に
CO ₂削減効果を紹介している 1.5℃
ライフスタイルレポートの具体事
例の中から私たちができることを
探ります。

12.5%

50.0%

37.5%

77.8%

22.2%



SDGs ユース企画

ユース（若者）による SDGs 番組で、千葉県内の SDGs 活動を
盛り上げる
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● SDGs ユース企画概要
学生団体おりがみが主体となり、ユース（若者）による SDGs

企画を、前年度に引き続き実施しました。2 年目の今回は、企画数・
時間ともにバージョンアップ。ゲストを交えたディスカッション
企画「SDGs ユース会議」のほかに、企業・行政へのインタビュー
や海洋プラスチックゴミを用いたゴミアート企画などを実施し、
その様子を Zoom、YouTubeLive にて配信しました。

●プログラム
第一部

10:15 ～ビーチクリーン中継
10:40 ～ SDGs 団体インタビュー
11:20 ～オリンピック特集
12:00 ～ SDGs ユース会議

第二部
15:50 ～クロージング

SDGs ユース会議概要

SDGs ユース会議 ～グローバルに考える 21 世紀の水問題～
SDGs のテーマ 6「安全な水とトイレを世界中に」とテーマ

14「海の豊かさを守ろう」を題材に、グローバルな視点を取り
入れながら「私たちにできること」をゲスト、参加者とともに
考え、具体的にどんなことができるかをディスカッションを通
して考えました。

ゲストとして、独立行政法人国際協力機構（JICA）より宇野
純子様、ウォーターエイドジャパンより高橋郁様、早稲田大学
学生環境 NPO 環境ロドリゲスより「うみさんぽ」の皆さまに
ご参加いただきました。

●宇野純子様（独立行政法人国際協力機構（JICA））
東南アジアの水問題と私たちの生活のつながりについて

お話しいただきました。
東南アジアでは水が十分に供給されていない上に水需要

が高まっていることや、地下水の過剰揚水や気候変動によ
る極端降水が原因で地盤沈下が起きており、東南アジアの
水問題が引き起こす経済活動の停滞は、遠くの世界のこと
ではなく、私たちにも大いに関係していることが分かりま
した。

●高橋郁様（ウォータエイドジャパン）
ウォーターエイドの活動理念や水・衛星問題の原因につ

いて、インド・東ティモールの水・衛生課題と実際に行わ
れているプロジェクトをもとにお話しいただきました。

水・衛生問題は 2030 年までの解決が厳しいという統計が
出ており、これには気候変動だけでなく地域によって様々
な要因があることが分かりました。

●「うみさんぽ」の皆さま（早稲田大学学生環境 NPO 環境
ロドリゲス）

ユース（若者）のメンバーとして、海洋問題の解決に向
けて取り組んでいることをお話いただきました。

まずは自分たちが海洋問題について知ること、そしてこ
れらを啓発していく活動としてリモートゴミ拾い、ハロウィ
ン風刺仮装大会、環境間違い探しなど、コロナ禍ならでは
の工夫のある環境活動を紹介していただきました。

●参加者の声～ディスカッションより～
水問題の解決に向けて、私たちはどんなことができるの

かを参加者全員で考えました。
【出た意見の一例】
・お米のとぎ汁の再利用
・イベントに参加してみる
・家族や友達に水問題のことを広めていく
・お風呂の残り湯の再利用
・バーチャルウォーターの意識を広げる
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SDGs 団体インタビュー概要

SDGs 団体インタビュー～企業や行政に若者がインタビュー！～
SDGs の達成に向けた、企業や行政の取り組みを、若者がインタビューし、その様子をお届けしました。市原市役所か

らは企画部部長の高澤良英様、住友化学株式会社からは千葉工場長の荻野耕一様、サステナビリティ推進部の山本恭子様
にご協力いただき、SDGs への取り組みや、今後の展望などを、幅広くインタビューさせていただきました。

●市原市役所 高澤良英様（企画部部長）
臨海部には石油コンビナート群を含む京葉工業地帯があ

り、内陸部には自然豊かな里山が広がる市原市は、千葉県
の自治体としては初めての「SDGs 未来都市」に選ばれま
した。

SDGs 未来都市や、SDGs 達成に向け市原市が掲げてい
る「市原市 SDGs 戦略」について紹介していただくととも
に、SDGsの達成に向けて私たちにはどんなことができるか、
お話しいただきました。

●住友化学株式会社 荻野耕一様（千葉工場長）、山本恭子様
（サステナビリティ推進部）

石油化学、機能材料から農業関連まで、幅広い分野の事
業を手がける住友化学株式会社。

持続可能な社会づくりに貢献する製品や技術への認証制
度「Sumika Sustainable Solutions(SSS)」や、プラスチッ
クなどを作っている千葉工場ならではの取り組みを紹介し
ていただくとともに、社会課題の解決や持続可能な社会に
向けた「化学」の可能性をお話しいただきました。

●オリンピック特集 ～東京オリンピック賛同の取り組みを紹介！～
東京オリンピックの開催に合わせた特別企画。全国の学生団体と協力し作り上

げた「2020 キャンドルナイトリレー」の様子を運営メンバーと紹介しました。

●参加者の声
・ビーチクリーンなど実際に行っている活動の中継を Zoom を通してみることが

できて自分も参加してみたいと思いました。
・こういう環境イベントが小規模でもいいから定期的に開催されると良いなと感

じました。
・今回のテーマである水問題に関する同世代の意見や、その問題に取り組んでい

る団体の方の活動を知ることができとてもいい経験になりました。
・ウォーターエイドや JICA の方にお話を直接伺えて、水問題の実情を知る良い機

会だったと思います。

●おわりに
今回の SDGs ユース企画では、SDGs ユース会議や SDGs 団体インタビューだ

けでなく、海洋プラスチックゴミを用いたゴミアートや、私たち学生がオリンピッ
クに向けて行ってきた活動の紹介もさせていただきました。オンラインでの開催
でしたが、ゲストのお話しやワークショップの中で様々な意見や知識を得ること
ができました。

来年度はオフラインでの開催を目指していくと共に、もっと多くの人にエコ
メッセちばのことや、SDGs に取り組んでいる団体や企業、行政について知って
いただけるように活動していきたいです。



オンライン出展
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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。

とともに、都市ガスの普及促進に努め
ております。

こだいらソーラー 
原発事故後、再生可能エネルギーへの
シフトを地域で、市民力で進めようと、
太陽光市民発電所づくりに取り組む。
設置費用は市民から集め売電により返
済するしくみ。新電力へ売電し、地産
地消の電気を使って貰らえるよう新電
力への切替を呼び掛ける。再エネで暮
らす未来のため、市民発電所を資源に、
講演会、見学会、展示会などを行って
いる。

環境カウンセラー千葉県協議会 
世界中で起きている気象災害。IPCC
の報告書では「人間活動が温暖化させ
ていることは疑う余地がない」と断定。
従って「改善できるのは人間だけ」と
結論。同じ思いを持った人間が知恵と
力を合わせたら “動かす力” になりま
す。私たち環境学習センターでは、様々
な活動を通して、思いを繋ぎ輪を広げ、
持続可能な社会を目指し活動していき
ます。

カモミールの森 
都市と森山海・バーチャルとリアル・
人と人を繋ぎ地域にとって価値ある情
報を収集しわかりやすく楽しく伝えま
す。他団体との交流・自治体や行政と
の協働を通じ地域の一員として貢献し
ます。(1) アートプロジェクトの企画・
運営・推進 (2) デジタル紙芝居の制作・
上映 (3) 読書会の開催 (4) サイクリン
グクラブの運営 (5) 郷土史の研究

千葉市こども未来局こども未来部こど
も企画課 / 千葉市環境局環境保全部環
境総務課
千葉市の新しい環境基本計画を策定す
るにあたり、未来の千葉市を担う子ど
もたちからの意見を集めるため、ワー
クショップを実施しています。

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、地域資
源の活動と持続可能な再生産を目指し
た地域循環共生圏づくりを活動の柱の

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う。

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。

房総ガス協議会　環境部会 
房総ガス協議会は千葉県内の都市ガ
ス事業者で構成しております。主な
活動といたしましては、都市ガスの安
全・安心などの普及促進、ガス工事に
かかわる技能講習会などを開催する
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一つに据え、SDGs と ESD を視野に
入れた環境の保全と啓蒙活動にも力を
入れています。

花見川区バリアフリーに災害を考える
会 

「花見川区バリアフリーに災害を考え
る会」は、視覚の弱い人およびそのサ
ポーターに加え、広く一般の人も共に、
IT 機器やアプリケーションの便利さ
を知り、災害・誘導疑似体験するなど
の活動を行い、地域の交流を深めなが
ら、災害時も安心できる地域の仕組づ
くりを考え、誰もが互いに手助けあえ
る持続可能な社会をつくることを目指
します。

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）」。

千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課
都市部の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。

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。

メジカラネット 
メジカラネットは 参加者みんなが
ホッとできる、交流・情報提供・支援
の場所を提供します。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、共生社会に向かうための
提言や体験会などの実施

タバコ問題を考える会・千葉 
千葉県内でタバコによる受動喫煙被害、
健康被害をなくすための活動をしてい
ます。学校でタバコの害や受動喫煙に
ついて学ぶ防煙教育、吸い殻の不法投
棄調査、家庭や職場などにおける受動
喫煙被害の相談会、行政への受動喫煙
対策推進の要望などを行っています。

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。

いただきます .info/ エコが見える学校
/ はしわたし研究所 
食をはじめとする資源の問題に関す
る、プログラムの開発や出前授業など、
環境教育を推進しております。VR を
使ったコンテンツやペーパークラフト
などの開発とともに、行動変容のため
の Driving Force の１つとして、日本
の文化の敬いや異文化・多様性などに
関するコンテンツを提案しています。



養生健身法　天地の会 
“One World。 One Health” を強く認
識し SDGs “Good health and well-
being” を目指しています。自然との
共生を感得する森林ヨガでは、「癒し
の森林ヨガ」イベントを開催し、拍手
ヨガダンスや声ヨガ・セルフケア養生
を、地域住民と公園ヨガ、老人会で出
張教室、市民活動団体とコラボしてミ
ニ講習会などで指導しています。ま
た子どもの為の” 目のケアと体力脳力
アップ教室 “を計画中です。

船橋地球市民クラブ 
船橋地球市民クラブは、まずは自分自
身を健康にし、周りの人たち、地球ま
でも健康な状態にしていくことをテー
マに活動しています。健康から地球環
境まで考え活動しています。

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班
体制で活動を行なっています。日々の
活動では、それぞれの班による自然観
察や科学実験、学会の高校生セッショ
ンでの発表、博物館等のイベントでは、
子どもたちに科学の楽しさを伝える活
動を行なっています。

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。
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アメジスト・アート出版 
自費出版　「読み聞かせの絵本 555
冊」。・全国の方達の「実践記録集」・絵
本　「めぐりめぐって」「ジュエムの昔
話」「おカッパねこの七夕祭り」・ユー
チューブ配信　「穴の冒険」「王国には
いるカギ」「かえってきたラー」「どこ
にいったの」

生活協同組合コープみらい 
「食卓を笑顔に、地域を豊かに、誰か
らも頼られる生協へ。」をビジョンに
掲げ、組合員のくらしや地域社会で生
まれた課題の解決に向けて、地域や団
体等と共同して各地域で多様な取組み
を推進しています。資源エネルギー問
題等環境について学びあい、身近にで
きる取組みを進めています。

千葉県環境生活部循環型社会推進課
循環型社会づくりや地球温暖化対策を
進めるために、３R の推進、再生可能
エネルギーの活用、環境学習の推進な
どの施策に取り組んでいます。



市原市 
化学×里山×ひと、国内有数の石油化
学コンビナートを擁する都市として、
2050 年カーボンニュートラルと持続
的発展の両立に向け、市原発サーキュ
ラーエコノミーを実現します。併せて、
里山環境を活かしたまちづくり、子ど
も・若者が希望を実現できる社会構築
への取組等、多様なステークホルダー
との対話と連携を通じ、誇れる未来を
創造します。

株式会社 D&P メディア 
障害者や高齢者にもきちんと情報を伝
達するためのメディアユニバーサルデ
ザインの手法を用いて、多くの企業や
団体などに普及を啓蒙しています。

NACS 千葉分科会 
NACS（ナックス）は「消費者利益と
企業活動の調和を図り、社会に貢献す
る」ことを目的に、全国７支部の会
員約 2。400 名が消費者関連分野で活
動しているその中の千葉県在住のメン
バーの会が「千葉分科会」である。研
究成果を世の中へ発信して健全な消費
者市民社会の形成に貢献すべく活動し
ている。

公益財団法人自動車リサイクル促進セ
ンター 
本財団は、21 世紀の大きな課題のひ
とつとされている循環型社会の実現に
向けた自動車リサイクルに関する様々
な問題に対応するため、自動車産業界
の横断的機関として 2000 年 11 月 22
日に設立されました。そして、多様な
ステークホルダーとの連携を図りなが
ら循環型社会の実現に貢献し、使用済
自動車の適正なリサイクル、資源の有
効利用並びに環境保全に寄与する活動
を行っています。

千葉県消費者センター
県内にお住まいの消費者の皆さんから
の消費生活や多重債務、個人情報の保
護に関する相談を受け付け、解決のた
めの助言等を行っています。また、消
費者被害の防止や持続可能な社会を目
指した消費生活に関する講座を開催し
ています。

千葉商科大学 
キャンパスで消費するエネルギーと再
エネによる創エネを同量とする「自
然エネルギー 100% 大学」の取組み
を 2017 年度から継続中。2021 年度
は CUC SDGs week を実施（7/5、月、
～ 7/10、土）し、省エネ意識啓発の

ための打ち水や、エシカル消費啓発を
目的としたイベントを実施。

グリーン購入ネットワーク（GPN） 
持続可能な調達（消費と生産）の推進
を通じて、カーボンゼロ、SDGs、サー
キュラーエコノミーの実現に貢献する
全国組織。事務用品のグリーン購入だ
けでなく、サービス分野や電力のグ
リーン購入、フェアトレードをはじめ
とする社会面に配慮した物品の購入に
関する普及啓発や情報提供に力を入れ
ています。

ANESAKI ACADEMY 
コロナ後の New normal（新たな日常）
に向けて交流と学びの場を提供し、地
域の活性化と市民主導の街づくりを
展開。コンセプトは SDGs スクラム、
SDGs でスクラム組んで地域に新しい
価値を生み出していく。プロジェクト
の柱は、グリーンインフラモデル事業、
大人の学び舎 Job Cafe、Story を食べ
るレストランの３つ。

花王グループカスタマーマーケティン
グ㈱ 
花王グループは、2009 年にお客様、
パートナー、社会と “いっしょに
eco “に取り組んでいく「環境宣言」
を表明し。また。2019 年には。消費
者起点のもと。世界中の人々の「持続
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可能なライフスタイルを送りたい」と
いう思いや行動に応えることをめざし
て。ESG（環境。社会。ガバナンス）
戦略「Ｋ ireiLifestyle Plan」を発表し
ました。

日本大学生産工学部　環境安全工学科 
私たちの身の回りでは、地球温暖化、
環境汚染、防災などさまざまな課題が
顕在化しており、これらに対応した "
ものつくり " の視点が必要となってい
ます。安全・安心で持続可能な社会を
デザインするために！！環境安全工学
科では、試験管～宇宙、材料～廃棄・
リサイクルまで、地球環境を守るため
の幅広い講義と研究を行っています。

千葉県農林水産部森林課
森林の持つ公益的機能の維持増進、県
有財産の造成等を目的として、また民
有林の模範となる適切な森林整備と安
定的な木材供給を行うため、県営林に
おいて計画に沿った事業を実施してい
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。

千葉市環境局環境保全部環境保全課
地球温暖化対策実行計画の推進や再生
可能エネルギー等の導入促進、気候危
機行動キャンペーンなど、地球温暖化
対策に関する様々な施策を進めていま
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

11

ＮＰＯ法人蔵前バイオエネルギー
私たちの NPO 法人はバイオマスエネ
ルギーに関する技術者集 団です。森林
を大事にし、放置竹林に心を痛めてい
ます。そのために間伐材をスムーズに、
安全に取り出す方法を開発しました。
また、放 置竹林問題を解決する手段を
開発しました。SDG ｓに即した方法で
地球温暖化防 止に役立ててゆきます。
ポーラス竹炭研究所は NPO 法人蔵前
バイオエネルギーの下部組織です。
ポーラス竹炭研究所 
NPO 法人蔵前バイオエネルギーの千葉
県支部としての位置づけで 2018 年に
ポーラス竹炭研究所を登録。エコメッ
セ 2020in ちば（オンライン出展）に
初めて参加して活動概要を発表中。今
年はさらに具体化した内容を発表する
予定。
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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。今回は協議
会の取り組みをご紹介します。

合資会社谷貝鐵工所 
蓄光材による無電力で光る標示物製
作。ガーデニング用品を虫除けとして
開発中。

一般社団法人千葉県木材振興協会 
・木材に関する知識の啓発、普及のた
めのパンフレットの発行、イベントの
開催・木材の生産加工、流通等に関す
る情報の調査、収集、提供・講習会、
講演会等の開催及び図書、資料の斡錠、
配布・木材の品質向上に関する技術等
の調査、研究開発及びその普及・木材
業者及び製材業者の登録の業務・優良
県産材の普及のための木材等の認証の
業務。

千葉県環境生活部大気保全課
県ディーゼル条例に基づく事業者指
導、アイドリング・ストップの普及啓
発、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。

関東地域エネルギー・温暖化対策推進
会議 
関東地域におけるエネルギー・温暖化
対策に関する情報交換・共有や、エネ

ルギー需給構造に関する実態把握等を
図り、地方公共団体を始めとする、地
域における地球温暖化対策に関する自
主的な取り組みの促進を図る。

新触媒研究所合同会社 

WWF ジャパン 
WWF は約 100 カ国で活動している環
境保全団体です。WWF とは「World 
Wide Fund for Nature（世界自然保護
基金）」の略。地球上の生物多様性を
守り、人の暮らしが自然環境や野生生
物に与える負荷を小さくすることに
よって、人と自然が調和して生きられ
る未来を目指しています。

ア・コンパクト」に加盟しました。開
局来掲げてきたステーションメッセー
ジ「LOVE OUR BAY」のもと、これ
からも様々な取り組みを通じて、全世
界的な課題の解決に向けた情報発信を
続けていきます。

フィールドミュージアム・三番瀬の会 
三番瀬を中心に東京湾奥湾の干潟を中
心に生物多様性を調査し課題を発見す
る。その課題解決のため千葉中央博物
館の学芸員の指導により環境保護の活
動をしている。また、市民とともに観
察会を行い自然の素晴らしさを享受
し、干潟生態系の大切さを知る。貴重
な塩生植物や目に見えない食物連鎖の
底辺に生きるプランクトンの観察をし
ている。

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

株式会社ベイエフエム 
bayfm は、持続可能な開発目標「SDGs」
の達成に向け、国連が世界各国の報道
機関に参加を呼びかける 「SDG メディ
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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。

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、大学生・若手
社会人が中心の任意団体です。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生
物班 
私たちは今まで茂原公園でカメの調査
を続けており、その際、地域の方とカ
メについて教わったり教えたり、小さ
な交流をしてきました。本年度は東京
動物園協会野生生物保全基金の支援を
受け、その活動を発展させ、地域小学
生を対象に「カメについて学ぼう」と
題して、外来種と生物多様性について
一緒に考える体験型の講座を展開して
います。

八千代市ほたるの里づくり実行委員会 
八千代市ほたるの里ではヘイケホタル
の自生を目指すと共に、生物多様性の
観点から多くの生き物が生息出来る環
境づくりをしています。生物多様性上
重要な里地・里山 500 選にも選ばれ、
ニホンアカガエル等絶滅危惧種３種
他、多数の生物が確認され子供達の学
習の場にも利用されています。1000
坪ほどの広さで毎月１回、草刈りや枝

打ち、ザリガニ駆除等の環境整備作業
を続けています。

千葉県立松戸南高等学校科学研究部
team QUAD-E 
環境保全活動のための技術研究及び
様々な環境団体への技術的支援を行
なっています。具体的には絶滅危惧種
の域外保全（現在６種程）や沈水植物
の再生活動やヘイケボタルやトウキョ
ウサンショウウオの保全活動を行なっ
ています。また、環境保全活動団体な
どからの依頼を受けて水確保のために
井戸を掘ったり、水撃ポンプという非
電動式の水汲みポンプの作成、設置の
研究を行なったりもしています。

船橋ほたる観察会 
船橋市内のヘイケボタルの生息状況の
調査と千葉県北西部に点在するヘイケ
ボタル個体群の類縁関係を DNA 分析
を行って調査をしています。また、実
際の生息地の環境保全活動も少しずつ
開始しようとしているところです。将
来的には船橋市内や千葉県北西部でヘ
イケボタルの保全活動をしている団体
の方々との情報交換会などを行なって
地域全体で環境保全のための活動連携
をしていきたいと考えています。

特定非営利活動法人ちば里山センター

市民エネルギーちば株式会社 
弊社はエネルギー、農業、大地の再生、
地域再生、環境への取り組みを一層推
進していくとともに、ソーラーシェア
リングの可能性を拓き続けます。

千葉県農林水産部安全農業推進課
県独自の農産物認証制度である「ちば
エコ農産物」制度やエコファーマー、
有機農業など、「環境にやさしい農業」
を推進しています。

里山 Bewahrung 
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
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千葉県環境生活部自然保護課　生物多
様性センター
県民、ＮＰＯ、行政、事業者、研究者
などの拠り所となって、生物多様性に
関する普及啓発から現場での調査や指
導など幅広い分野の活動を担うととも
に、多様な主体との連携による取組の
推進のため、情報の収集・管理・提供、
調査研究、シンクタンク機能、教育普
及等を行っています。

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。

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。2021 年度は、「SDGs・ESD
をひろげるための " ちば” 拠点づくり」
を行っています。

印旛沼流域水循環健全化会議
印旛沼流域における水質改善、自然再
生、親水性の向上などに取り組んでい
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。

千葉大学環境 ISO 学生委員会 
千葉大学環境 ISO 学生員会は学内外に
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）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。

学生団体 CHANGE 
企画展示サークルの CHANGE です。
昨年に引き続き、SDGs の取り組みを
現在千葉県内の６大学を中心に連携を
しながら取り組みをしています。今年
は、千葉大学が作成をした「SDGs ボー
ドゲーム」の展開を中心に活動をして
います。今年度から各大学で「SDGs
ロードマップ」を作成し、具体的にア
クションを起こしています。



2021 年度エコメッセ 協賛
イオン株式会社

株式会社テクノリライブ

（一社）千葉県産業資源循環協会
千葉県生活協同組合連合会

生活協同組合コープみらい

 
千葉銀行

京葉銀行

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

エコトンボの会 / 日本エコトイ協会

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 2021 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　2021 年度実行委員名簿
部会等 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 角田　一洋 千葉県環境生活部循環型社会推進課長

3 副委員長 飯田　浩子 （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 川嶋　博之 （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 都築　則彦 学生団体おりがみ

14 企画部 石川　輝明 学生団体おりがみ

15 企画部 土谷　悠太 学生団体おりがみ

16 広報部 KOUSAKU まるごみＪＡＰＡＮ

17 広報部 植村　匡詞 千葉県環境生活部循環型社会推進課

18 広報部 浅野　雄紀 千葉市環境保全課温暖化対策室

19 広報部 斎藤　清 フィールドミュージアム・三番瀬の会

20 広報部 谷合　哲行 （株）テクノリライブ

21 広報部 鈴木　政幸 生活協同組合コープみらい

22 広報部 斉藤　則俊 （一社）千葉県環境保全協議会

23 広報部 大熊　敏志 市原市 環境部 環境管理課 地球温暖化対策係

24 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

25 事務局 横山　清美 （特非）環境パートナーシップちば

26 事務局 山口　幸一 （一財）千葉県環境財団　 

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 内山　真義　 （特非）環境パートナーシップちば

30 実行委員 望月　靖子 （株）アイ・ティー・オー

31 実行委員 橋本　正 NPO 法人環境カウンセラー千葉県協議会

32 実行委員 竹内　香 千葉県生活協同組合連合会

33 実行委員 八田羽　稔 東京ガス（株）千葉支社

34 実行委員 河原崎　滉一郎 個人

35 実行委員 江崎　亮 NPO 法人いすみライフスタイル研究所

2021 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、読売新聞社千葉支局、東京新聞千葉支局、日本経済新
聞社千葉支局、（株）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

「第 27 回エコメッセ in ちば」開催のお知らせ
2022 年 10 月 22 日（土）、23 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、2022 年 5 月に発表予定です。

千葉県
マスコットキャラクター

チーバくん


