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エコメッセ 2010in ちばを終えて
実行委員長　　桑波田　和子

　平成 22 年 9 月 5 日、幕張メッセにおいてエコメッセ
2010in ちばを開催いたしました。
　市民団体 57、企業 37、行政 17、大学 9 の合計 120
団体のご出展をいただき、10,500 名もの多くの方にご来
場いただくことができました。ご出展者をはじめ、ガー
ルスカウトや生徒、学生のボランティアなど、多くの方
がたのご支援により盛大に実施できましたことを深く感
謝申し上げます。
　今回は、「エコメッセで暮らしを変えよう　～生物多様
性と地球温暖化～」という全体テーマを掲げました。エ
コメッセに参加された全ての方が、出展ブースでのコミュ
ニケーションやさまざまな体験をきっかけに、生物多様
性保全と地球温暖化防止に向けた具体的な行動に一歩踏
み出せたら――そんな願いをこのテーマに込めました。
　本報告書には、今回の開催結果やアンケート結果をま
とめさせていただきました。実行委員一同、皆様の貴重
な声を今後の開催に生かしてまいります。
　ご出展、ご来場のほかにも、ご協賛、ご協力、ご後援
をいただきました皆様に重ねて御礼申し上げますととも
に、引き続きエコメッセちばへのご支援をよろしくお願
い申し上げます。

平成 23 年 1 月
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　エコメッセちば は、持続可能な社会の実現をめざして、市民・企業・行政・大学が良好なパートナーシッ

プのもとに協働し開催する環境イベントです。市民、企業、行政（千葉県、千葉市）、学生がボランティア

参加するエコメッセちば実行委員会が、企画から運営までを担っています。

　エコメッセちば実行委員会では、子どもから大人まで楽しめる環境イベントをとおして、参加者に、市民・

企業・行政・大学の活動や連携・協働への理解を深めていただきたいと考えています。そしてみんなで少

しずつ知恵を出し合い、環境問題の解決に取り組む社会をつくっていきたいと願っています。

エコメッセ 2010 in ちば 開催概要
◆生物多様性と地球温暖化ゾーン
◆学生コーナー
◆ CSR コーナー
◆千葉の里山・田舎暮らしエコバザール
◆エコカー展示・試乗会
◆併催シンポジウム EARTH VISION in CHIBA
◆エコクイズラリー
◆缶つぶし大会

・生物多様性 ……………………… 15 団体
・地球温暖化 ……………………… 25 団体
・環境型社会 ……………………… 14 団体
・環境教育 ………………………… 19 団体
・エコバザール …………………… 39 団体
・その他 ……………………………… 8 団体
合計 120 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・小間・入場者数推移

2007 年度 2008 年度 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 )

82

121 137 145 206

92 98 120 団体
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環境に配慮した
商品の展示・販売

パートナーシップの
全国発信

環境教育・環境学習
楽しみながら！ 行動

みんなの交流の場
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会場レイアウト／出展者一覧



●古河電気工業（株）千葉事業所

　物体の電気抵抗が 0 になって宙に浮かぶ超電導状態

を、液体窒素で風船を超低温まで冷やして実演したとこ

ろ、多くの方が目をまるくして見入っていました。凍っ

ているのに割れることのない風船を、不思議そうに見

る子どもの姿が印象的でした。また、反射板で電球の

明るさを補い、消費電力を抑えるという省エネ効果の

紹介には、多くの関心が寄せられました。

●東京ガス（株）千葉支店、房総ガス協議会

　省エネ機器の実機や太陽光発電の家の模型などを展示

し、来場者が実際に機器に触れたり実演を見たりするこ

とで、これらを身近に感じられるよう工夫されていまし

た。また、各機器のエネルギー効率について説明したパ

ネルには来場者から多くの関心が寄せられ、太陽光発電

と燃料電池を組み合わせたダブル発電の仕組みなど、エ

ネルギーを無駄なく活用しながら光熱費を抑える方法に

ついて、多くの質問が寄せられました。

●佐渡市（農林水産課生物多様性推進室）

　佐渡自慢のお米が大人気で、販売だけでなく試食も

でき、来場者から高い評価を得ていました。いま注目

の米粉も販売され、人気を博していました。また、田

んぼに冬でも水を溜めたり、魚などの生き物の水路を

つくったりするなど、人とトキが共生する島づくりを

めざした取り組みを紹介したパネルには、多くの方が

足を止めて見入っていました。

●東京電力（株）千葉支店、東電環境エンジニアリング（株）

　発電所のビオトープなどで実施している自然学校活動

や尾瀬の保全活動の紹介のほか、環境再生に向けたホタ

ルの育成事業、コナラやイロハモミジといった千葉県に

自生する植物の育成事業などを紹介していました。初め

て見るホタルの幼生に目を輝かせる子どもや、尾瀬の保

全活動の紹介パネルをじっくり読む来場者の姿が印象的

でした。

温暖化防止

生物多様性

●ＮＰＯ法人せっけんの街

　現在の市民生活が湖沼を汚していることへの注意喚

起や、小中学校における環境教育活動などについての

説明が、丁寧でとても分かりやすかったと好評でした。

また、廃食油をリサイクルしてせっけんを作る取り組

みには、多くの関心が寄せられました。リサイクルせっ

けんが食器洗いや洗濯に十分に利用できると知って、来

場者は一様に驚いていました。

●利根コカ・コーラボトリング（株）

　木を模したツリーマンという名の親しみやすいマス

コットキャラクターが子どもたちに大人気。また、迷路

のように奥へ奥へと進みながら楽しく森の世界を学ぶこ

とができる、凝った作りのブースも人気に拍車をかけて

いました。空容器を簡単につぶして少量化できる、ミネ

ラルウォーターがお土産に配られたことも魅力のひとつ

でした。

●ライオン（株）千葉工場

　植物原料を使用した環境配慮製品や、環境への取り

組みをパネルで紹介。環境問題に関するクイズも実施

していました（参加者約 250 名）。クイズを通じて多

くの来場者が環境への取り組みの理解を深めた一方で、

出展する側にとっても貴重な直接対話の機会となって

いました。クイズの参加費が募金に活用されたことも、

来場者の関心を高める要因となりました。

●新日本製鐵（株）君津製鐵所

　平成 12 年度に名古屋製鐵所と君津製鐵所において開

始し、現在では全国 5 か所の製鐵所で行っているコーク

ス炉を利用したプラスチックリサイクルの仕組みについ

て、サンプル展示のほか、パネルや VTR などにより紹

介していました。来場者からは、リサイクルの仕組みな

どに強い関心が寄せられました。

　CSR コーナー その他の出展企業　菊川工業（株）

循環型社会

環境配慮製品

環境教育

CSRコーナー
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出展団体のご紹介



ワークショップ

２０１
会議室

穴がま遠藤
あーと山荘　松下塾
ＮＰＯ法人印旛野菜いかだの会
おちちや
おとのバザール実行委員会学生プロジェクト
PBLスクール千葉
紙好き工房空と海
亀吉
NPO法人栄町観光協会
栄町ミュージアム・ビレッジ推進委員会
ピットイン　サンキュウ
竹細工小屋
西千葉大学実行委員会
焙煎香房抱（ＨＵＧ）
ハーブアイランドベジタブルガーデン
ピーナツクラブ西千葉
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西千葉エコ商店街ゾーン 里山カフェ・江戸の遊びゾーン

里山・田舎暮らしゾーン里山・田舎暮らしゾーン

千葉の里山・田舎暮らしエコバザール

●栄町ミュージアム・ビレッジ推進委員会

　おそろいのユニフォーム（と言っても野良着ですが）

に身を包み、黒豆や地元のこだわり新鮮野菜を販売しま

した。おかげさまで、商品は数時間で完売。日ごろ活動

拠点としているドラムの里（農産物直売所・レストラン・

情報館・交流館から成る栄町の交流施設）の活気をちょっ

ぴりお届けできたと思います。

●穴がま遠藤

　静かな平野の佇まいに強く惹かれ、埼玉県大宮市から

長柄町に移住して１０年あまり。備前焼の窯元として

日々作品の製作に励みながら、温かな人情がとても心地

よい千葉の田舎暮らしを楽しんでいます。

「こだわり物産」「エコ商店街」「江戸の商い」 　今年のエコクイズラリーは、昨年の 22 を大きく上回る 36
の出展団体にご協力いただきました。また、ご参加いただい
た来場者（約 800 名）も昨年を 100 名程度上まわることがで
きました。
　協力団体を１組６団体の６組に分けて６コースを設定し、来
場者は自由にコースを選択して参加。６団体（ブース）すべ
て周った方には参加賞が贈られるとあって約 600 名が完走さ
れ、協力団体には 100 名以上の集客効果となりました。さらに、
クイズに全問正解した方を対象に２回にわたって抽選会を行
い、40 名に豪華賞品が当たりました。当選を心から喜んでく
ださった方がたの笑顔がとても印象的でした。
　エコクイズラリーでは、毎年、受付役などでボランティアの
支援をいただいていますが、今年は長生高等学校の生徒さん
12 名がラリー案内役として特別参加。「いろいろな人とふれあ
えて楽しかった」、「慣れない作業に緊張したが、終わった後
とても充実感があった」など、うれしい感想をいただきました。
ご協力・ご参加くださったみなさま、本当にありがとうござ
いました。

大勢の参加者でにぎわう受付。案内役の高校生も少し緊張ぎみ

熱気みなぎる豪華賞品抽選会のようす

エコクイズラリー

エコステージ
今回の目玉「まつど減ＣＯ２の

うた・愛のゲンコツ」

楽しい歌とプロのダンサーによ

る振り付けに、ステージ前は子

どもでいっぱい

着物リメイクショーでは、多く

の方がたにモデルを務めていた

だきました

10:00 開会あいさつ

10:20 オリエンテーション

10:30 日本人の心
 「着物リメイクショー」

11:00 まつど減 CO2 のうた
 「愛のゲンコツ」

11:20 エコビンゴゲーム

13:10 エコクイズラリー
 抽選 1

16:10 エコクイズラリー
 抽選 2

16:40 地球にやさしい生活・
 エコメッセージ
 （こどもエコレポーターに
 よる報告 

16:50 閉会あいさつ
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　幕張メッセ国際会議場では、( 財 ) 千葉県環境財団と房総ガス協議会の主催による「EARTH VISION in CHIBA」と題

した上映会・シンポジウムが開催されました。

　午前中の上映会では、親子を対象に２本の映画が上映されました。１本目は、未来から滅亡間近の世界にやってきた

ロボットがくらしと地球を救うという 2009 年地球環境映像祭受賞作品、「エコファン」。資源やエネルギーを使い放題

の現代生活について深く考えさせられる内容でした。２本目は、一般にもよく知られた 2009 年公開の「クヌート」。育

児放棄した母グマに代わって人間がホッキョクグマを育てる過程を描き、命や自然の大切さを痛感させる映画でした。

　午後のシンポジウムでは、千葉県環境生活部 森茂部長のごあいさつに続き、( 株 ) ユニバーサルデザイン総合研究

所所長の赤池学氏による「エネルギーダイバーシティー～暮らしとエネルギーの多様性～」と題した講演が行われま

した。低炭素社会に向けた多様なエネルギー技術（分散型電源や太陽熱利用等）も紹介され、多様性を持つことがエ

ネルギーにとっても環境性やエネルギーセキュリティのうえで重要であることがわかりやすく説明されました。とりわ

け、エネルギー利用など今後のライフスタイル全般のあり方を “ 生

き物や自然に学ぶ ” とする赤池氏の姿勢が印象的でした。

　その後、宇宙飛行士の山﨑直子氏（千葉県出身）のビデオメッ

セージに加え、宇宙と科学技術と環境をテーマとして、熊谷千葉

市長、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）名誉教授の的川泰宣氏、

赤池学氏による特別対談が行われました。地球環境問題の解決に

科学技術が果たす役割や、家庭での科学教育の必要性などについ

て、活発な意見交換のなかで多くの興味深い提言がなされ、大盛

況のうちに幕を閉じました。

　4 つの団体にご協力をいただき、屋外においてエコカーの展示・試
乗会を開催しました。最先端の電気自動車や燃料電池自動車に乗れる
とあって、大人気でした。　　　（千葉県大気保全課）

エコカー展示・試乗会

盛況だった試乗会　受付のようす

協力：東京電力

協力：ロータス千葉

協力：出光興産

協力：房総ガス

　アルミ缶リサイクルコーナーで「小さくつぶして、大きく減量」をテー
マに缶つぶし世界記録挑戦大会を開催しました。

缶つぶし大会

子どもも大人もみんなで挑戦！

つぶした缶はこんなにたくさん

参考データ
今回の参加者総数
今回のCO2削減量（CO2　kg）
今大会最高ポイント
過去大会最高ポイント
世界記録ポイント

ポイントの算出方法

367人
404

122.7
106.4
106.0

　ガールスカウトの方がたにエコレポーターとしてご協力いた

だき、ご来場の 306 名の方がたからアンケートに回答をいただ

きました。

　ご回答いただいた方がたをはじめ質問作成やレポートに協力

してくださった 52 名のガールスカウトのみなさん、大変ありが

とうございました。

1. エコメッセに来場されたのは何回目ですか？
　初めて:123 人　2 回目:60 人　3 回目:34 人　4 回目以上:39 人
 はい いいえ
2. リサイクルをしていますか？ …………………………………………………………… 95％ 5％
3. エコバッグを利用してますか？ ………………………………………………………… 88％ 12％
4. 使い捨てのものを買っていませんか？ ………………………………………………… 38％ 62％
5. 食べ物を残さず食べていますか？ ……………………………………………………… 74％ 26％
6. 食品の期限表示をこまめに見て、捨てないようにしていますか？ …………………… 88％ 12％
7. 電気をつけっぱなしにしてませんか？ ………………………………………………… 78％ 22％
8. エアコンの設定を夏は 28℃にしていますか？ ………………………………………… 66％ 34％
9.「生物多様性」という言葉を知っていますか？ ………………………………………… 79％ 21％
10. 環境のために何かしている事があったら教えて下さい
　 節電・節水・ゴミの分別・省エネ・エコバッグ・エコドライブ・近場はなるべく歩く
　 地産地消・クールビズ・太陽光発電・環境家計簿をつける・生ゴミをたい肥にする
　 LED 電球を使う・マイ箸の持参・森作りへ参加・家庭菜園・打ち水　

特別対談では、興味深い意見が多く出されました

併催事業「EARTH VISION in CHIBA～親子で考える環境と科学技術～」
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１. 来場者アンケート集計結果
　　◆回答者 378 人

【自由記述】
　「興味ある内容が多く、楽しく見てまわれた」「もっと環境について考えていきたい」「とっても楽しかった。ま

た来ます！」「環境の大切さを知った」「地球の環境について興味を持った」「今後も続けてほしい」「前年に比べて

朝から来場者が多かった」「年々盛んになっていく様子が頼もしい」「来年もエコクイズラリーを楽しみにしていま

す」「毎年楽しく参加している」「友人にも参加するよう勧める」「さまざまな考えや方法で環境を考える団体があ

ることを知っておもしろかった」「出展者が親しみやすい」「親子ともに環境意識を高めるよい機会だと思う」

業種別 性別

来場回数 来場目的

来場のきっかけ 認識の変化

中学生 3％
小学生
 11％

高校生 1％

大学生 6％

会社員 25％

自営・自由業
5％

公務員 2％

主婦・パート
39％

その他 4％
無回答 4％ 無回答 3％

男性 32％

女性 64％

初めて 56％

2 回目 21％

3 回目以上
23％

無回答 2％

地球温暖化に
ついて知る

47％

生物多様性に
ついて知る

16％

ボランティア活
動をしてみたい

8％
昨年参加したから

15％
環境教育・学習に興味

23％

企業の環境技術を知る
11％

子どもに環境問題を教えたい
18％

楽しそうだから
23％

誘われたから 13％

プログラムに興味 9％

環境全般を知る 12％

その他 5％

無回答 1％
新聞 7％

ポスター 9％

ちらし 20％

県民・市政だより
16％

インターネット
11％

友人・知人・家族
16％

昨年から
知っていた

16％

ついでに
寄ってみた

4％

その他 4％
無回答 1％その他 2％

ラジオ 1％

環境の大切さを
知った
67％

環境を考えた
様々な行動が

あることを知った
49％

環境を考えた行動を
とってみたい

24％

考えてみたい、行動してみたいと
思うことはなかった

49％

活動の参加や
支援をしてみたい

18％

2. 出展団体アンケート集計結果
　　◆回答者 921 団体

出展の成果 来場者の理解

来場者との対話 来年の出店予定

2. 高校生アンケート集計結果
　　◆回答者 9 人

参加の結果

【自由記述】
　「若い人たち（大学生、高校生）の参加が増えてよかった。来年も同じようであってほしい」「入場者がとても多く、

活動の発表の場として発展を大いに期待しています」「このイベントがさらに知名度を増し、さらに規模が大きく

なることを期待します」「継続的なイベントの開催を期待します」「今回は例年以上に盛況だったので、今後も活気

あるイベントにしてほしい」「来場者も多く、千葉の一大イベントであると感じた。このまま続けていってほしい」

【自由記述】
　「滅多にできない経験ができた」「さまざまな人と

ふれあい、対応の仕方を考えさせられた」「人がふれ

あうところをたくさん見て、社会は本来こうあるべ

きだと思った」「エコクイズラリーを通じて、自分自

身の課題を見つけることができた」「とても楽しかっ

たのでまた参加したいと思う」「人との交流がたくさ

んできて、交流することの大切さを学ぶことができ

た」「いろいろな年齢の人たちと話せてよい経験がで

きた。ありがとうございました」

得られた
32％

得られず 2％
無回答 3％

成果が得られず 
2％

無回答 4％

期待以上
18％

期待通り
65％

全く取れず 4％あまり取れず
4％

どちらとも
いえない

4％

ある程度
61％

十分 30％

無回答 7％

考え中 7％ 出展したい 
55％

出展できない
0％

全くプラスにならず 
0％

大変プラス
89％

まあまあプラス
11％

全くプラスにならず 
0％
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エコメッセ 2010 in ちば　実行委員
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 長濱　純 財団法人千葉県環境財団理事長

副委員長 梅木　弘之 千葉県環境生活部環境政策課長

副委員長 石川　宜尚 千葉市環境局環境保全部環境調整課長

副委員長 三浦　弘 社団法人千葉県経済協議会専務理事

監査 高橋　信一 社団法人千葉県産業廃棄物協会

監査 滝沢　高志 千葉興行銀行

 高岡　良介 千葉銀行

 伊藤　裕亮 京葉銀行

営業・企画 本間　格 NPO 法人　環境カウンセラー千葉県協議会

営業・企画 庭野　裕 個人 ( 東邦大学大学院）

営業・企画 宮寺　卓 NPO 法人　アースデイ・エブリデイ

営業・企画 斉藤　清 （社）環境プランニング学会

営業・企画 吉田　けんじ スマートビーンズ株式会社

営業・企画 田村 茂俊 房総美術館

会場運営 種本　利治 NPO 法人　環境カウンセラー千葉県協議会

会場運営 福満美代子 NPO 法人　ちば環境情報センター

会場運営 柏　靖博 個人

会場運営 服部　啓子 NPO 法人　アースデイ・エブリデイ

会場運営 小川　かほる 幕張ベイタウンにエコパークをつくる会

会場運営 山口　幸一 財団法人千葉県環境財団　 河口　敏行

会場運営 内山　真義 ＴＥＡ－ＮＥＴ

会場運営 宮下　朝光 NPO 法人　太陽光発電所ネットワーク

会場運営 鹿野　陽子 東京ガス（株）千葉支店

会場運営 真坂泰子 東京ガス（株）千葉支店

会場運営 牧内　弘明 ちば河川交流会

役割 氏名 会社・団体名称

会場運営 永澤　秀幸 ストップ地球温暖化千葉推進会議

会場運営 小菅　康弘 NPO 法人カメネットワークジャパン

会場運営 戸谷　恭子 ( 社 ) ガールスカウト 日本連盟千葉県支部

会場運営 大塚 翔太 個人（芝浦工業大学学生）

会場運営 大塚　佳臣 個人（東洋大学）

会場運営 石田　晶久 NPO 法人千葉自然学校

会場運営 田　　博秋 NPO 法人　環境カウンセラー千葉県協議会

会場運営 大森　東亜 ちば河川交流会

広報 つやま　あきひこ 環境漫画家

広報 星野　智子 地球環境パートナーシッププラザ（GEIC）

広報 井上　健治 ＧＯＮＥＴ

広報 渡辺　寧 ちばコープ （組織運営室）

広報 小川　修一 千葉市環境調整課

広報 kousaku U-PROJECT

広報 中岡　丈恵 ちば環境再生県民の会・つかいまわし工房

広報 横山　清美 環境パートナーシップちば

渉外 藤平　和佳 千葉県環境政策課温暖化対策推進室

渉外 山田　多恵子 千葉県生活協同組合連合会

渉外 菅谷　政春 （社）千葉県環境保全協議会

会計 高橋　博 千葉県自動車車体整備協同組合

会計 増淵　光秋 東京電力（株）千葉支店

会計補佐 松崎　禎彦 東京電力（株）千葉支店

全体管理 加藤　賢三 環境パートナーシップちば

事務局 高橋 賢治 ワンアップ・アド・システム㈱

オブザーバー 大坪　千恵 千葉県経済協議会

エコメッセの変遷（1996 年～ 2010 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。

名称
エコメッセ
ちば 1996

エコメッセ
ちば 1997
エコメッセ
ちば 1998
エコメッセ
ちば 1999
エコメッセ
ちば 2000
エコメッセ
ちば 2001
エコメッセ
ちば 2002

エコメッセ
ちば 2003
エコメッセ
ちば 2004

エコメッセ
ちば 2005

エコメッセ
ちば 2006

エコメッセ
ちば 2007

エコメッセ
ちば 2008

エコメッセ
ちば 2009

エコメッセ
ちば 2010

実行委員会
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：幕張新都心まちづくり協議会会長・副委員長：千葉県環
境財団理事長・千葉県企業庁地域整備部長・シャープ（株）千葉
支店副社長
運営：実行委員会全員で合意形成エコメッセ

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，ｲﾍ ﾝ゙ﾄｶ ｲ゙ﾄ ﾎ゙ ｽ゚ﾀｰ記録集作成班）

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・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）

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・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）

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・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）

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・県環境政策課長・市環境調整課長・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）
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・県環境政策課長・市環境調整課長・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）

事務局
事務局
幹事個人 3 人

千葉県
環境財団

実行委員の中か
ら事務局を選出

エコメッセを実
現する会

環境パートナー
シップちば

—

ワンアップ・アド・
システム ( 株 )

事業費
200 万（協賛金・環境庁）

450 万円（県・市補助金，
企業庁負担金，広告・協
賛金）実行委員の中から

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）

110 万円（出展料，協賛金，
レンタル代，市民カンパ）
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）
230 万円（出展料，県・千
葉市負担金，広告協賛金，
寄付金，市民カンパ）
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）
240 万円（出展料，県・千
葉市負担金，広告協賛金，
寄付金）
300 万円（東京ガス補助金，
出展料，県・千葉市負担金，
広告協賛金，寄付金）
330 万円（出展料，ちば環
境再生基金，負担金，県・
千葉市協賛金）

406 万円（出展料，ちば環
境再生基金，負担金，県・
千葉市協賛金）

　上記の実行委員のほかに、環境カウンセラー、東芝テックグループ、芝浦工大、長生

高校、ガールスカウトなど総勢65名の方が、アンケート、来場者カウント、似顔絵コーナー、

缶つぶしコーナー、エコクイズラリー、エコステージ、着ぐるみ等のボランティアとして

お手伝いくださいました。この場を借りて御礼を申し上げます。

収支概要
■収入	 	 ■支出
出展参加費収入	 1,674		 事業運営費、会場借料、保険料	 1,912
負担金	 650		 印刷、通信郵送費	 874
協賛金	 420	 会議費、事務局運営費	 608
環境活動助成金	 1,254		 ＨＰ運営費、広報費	 496
雑収入、繰越金	 67		 消耗品費、諸経費、予備費	 175
合計	 4,065	 合計	 	4,065

［単位：千円］
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「エコメッセ 2011 in ちば」は今年も
幕張メッセで開催します。

多くの団体、企業のみなさまの出展をお待ちしております！
また、イベント実行に協力してくださる実行委員も広く募集します！

募集要項は、3 月中旬以降にホームページをご参照下さい。

http://www.ecomesse.com

開催：2011年9月4日（日）
会場：幕張メッセ国際会議場

「エコメッセ2010 in ちば」は、ちば環境再生基金平成 22 年度環境
再生に関わる普及啓発等事業助成金を受けて実施しました。


