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エコメッセ 2011 in ちばを終えて
実行委員長　　桑波田　和子

　平成２３年９月４日、幕張メッセにおいて「エコメッセ
2011 in ちば」を開催致しました。
　あらためてご出展、ご協賛、ご後援、ご協力、ご来場頂い
たたいへん多くの方々に御礼申し上げます。
　おかげさまで来場者がお子さんから大人まで 12,000 人と
盛況に開催することができました。これもひとえに皆様のご
支援・ご協力の賜物と深く感謝しております。
　今回のテーマは環境と経済「ちば最大の環境活動見本市」
でした。出展者皆様におかれましては来場者のために出展内
容等工夫され、楽しく環境について学びから気づきの場を提
供して頂きました。
　また実行委員会企画では、東日本大震災を経て、東北や
千葉の被災地の皆様へチャリティ販売等の支援やセミナー、
節電対策等を行ないました。また房総ガス協議会様と共催
で ｢エコハピ・カフェちばから考えよう！　3.11 後の私たち
の暮らし」を開催し、さらに国際森林年にあたり森林の保全・
活用・体験等も行ない、多くの参加者がありました。
このように多くの内容を展示・体験することができ感謝申し
上げます。
　また当日は各出展団体の皆様にはもちろんのこと、７０名
近くのボランティアの方々にも応援を頂きました。
　エコメッセは実行委員のボランティアで開催しておりま
す。実行委員会の力不足で皆様にご迷惑をお掛けした点も
あるかと存じますが、この場をお借りしてお詫び申し上げま
すとともに、今後の課題とさせて頂く所存であります。
実行委員会はすでに次回「エコメッセ 2012 in ちば」の準備
に入っております。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 24 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。

環境教育・環境学習
楽しみながら！ 行動

）
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エコメッセ 2011 in ちば 開催概要
◆がんばろう千葉物産コーナー
◆「リユース T シャツ」チャリティ販売
◆企画展「身近なところから節電対策」
◆森の資源館
◆エコカー展示・試乗会
◆エコステージ
◆エコクイズラリー
◆缶つぶし大会
◆震災セミナー「千葉県の液状化と放射能について」
◆「イザ！カエルキャラバン」
◆エコハピ・カフェ　「“ちば”から考えよう！ 3.11 後の私たちの暮らし」

・生物多様性 ………………………………… 8 団体
・地球温暖化 ………………………………… 23 団体
・循環型社会 ………………………………… 24 団体
・環境教育 …………………………………… 20 団体
・環境配慮型商品 …………………………… 22 団体
・その他（含む学生） ……………………… 23 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・ブース・来場者数推移
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● NPO 法人　太陽光発電所ネットワーク千葉地域交流会

　ミニソーラーハウスで電気の流れを説明すると小学

生でもうなずいてくれました。実物大の太陽光パネル

も展示したので実感してもらえたのでは。停電になっ

ても自立運転機能でＴＶや冷蔵庫を使えることも説明。

何年でもとがとれるの、電気をためることはできない

のなど、もう何でも相談コーナーの感。最近、皆さん

よく知っていますネ。

●有限会社ナチュラルシードネットワーク

　千葉県が主催する NPO と企業とのパートナーシップ
事業の一環として出展しました。環境パートナーシッ
プちばとの連携事業です。
　結果は、新しく取引をしたいといういくつかの企業
とつながることができました。
　今後の要望として、試食や展示即売など実施したい
です。新規開拓や新商品の紹介が主な出展理由になっ
ていると思うからです。

地球温暖化防止

環境に配慮したモノづくり

●地球温暖化防止対策地域協議会登録 間伐材普及促進会事務局

　今回のイベントでは、『環境 + 社会貢献』をより多くの
方に『楽しみながら知って頂く』をテーマに出展しました。
障害者施設様と業務提携し、働く皆様をビジネスパート
ナーとして施設の皆様が製作した小物雑貨やクッキー等を
販売しました。
　関わる全ての人が負担なく、社会貢献できる仕組みを広
くアピール出来たと思います。

循環型社会

●株式会社 snap dragon

　たたんだ状態で 7 センチ、広げると 80 センチの街美

化宣言というゴミステーションを出展。

　普段は街の掲示板、ごみの日に広げて使用するという

ゴミステーションにブースに来た方々の反応は良く、興

味を持って資料をお持ち頂きました。

　多くの街で使用していただき、「いいまちづくり」を

これからも SnapDragon は目指して行きます。
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●環境パートナーシップちば

　市民・企業・行政とのパートナーシップのもと、環
境保全活動を推進しています。
　展示は、夏休みに親子での「印旛沼 E ボート体験活動」
を主に紹介しました。
　また、印旛沼流域に棲む魚類・両生類などの釣り体
験は、子どもたちに人気がありました。
　久しぶりにお会いする会員の活動状況をお聞きし、会
員同士の交流の場ともなりました。

●千葉工業大学生命環境科学科生物圏環境研究室

　学部 4 年生の卒業研究の中間発表を兼ねてのポスター

展示と、利き水による硬度分析を行いました。日本大

学の研究室との合同出展でしたが、大学間のみならず広

く交流がもて、学生にも刺激になったと思います。特に

県庁の方々からの貴重かつ有益なコメントが得られまし

た。次年度以降も継続していきたいと思います。

●里山応援隊

　里山応援隊の班ごとの活動紹介をポスターで紹介し

ました。

　また、活動時に観察した生物の写真も展示し、自分

たちの活動をたくさんの方に知っていただくことがで

きました。

　参加時に、他の団体との交流を深めたことで、県で

実施している環境シンポジウムにも参加することがで

き、より一層活動が広まったと感じています。

環境教育・環境学習

学生の取り組み

●下泉・森のサミット

　森づくりの仲間と香りの良い植物を集めて、匂い袋を

作るコーナーを出展しました。体験者は自然の香りが

もたらす心地よさと植物の特性に関心を持ち、好きな

香りを選び匂い袋にして持ち帰りました。それぞれの

香りが違うように人それぞれの好みも違うようで、ま

さに生物多様性かな。香りを集めるのは苦労しました

が大盛況で良かったです。

生物多様性保全
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地球温暖化防止
旭硝子（株）千葉工場・ガラスパワー・AGC エンジニアリング（株）

（特活）エコキーパー協会
環境カウンセラー千葉県協議会
環境シンポジウム千葉会議２０１１実行委員会

（認定特活）環境リレーションズ研究所
関東地域エネルギー・温暖化対策推進会議
佐渡低炭素島づくり協議会（新潟県佐渡市）
新日本製鐵（株）君津製鐵所
ストップ地球温暖化　千葉推進会議
生活協同組合ちばコープ

（特活）太陽光発電所ネットワーク千葉地域交流会
千葉県環境政策課
千葉県環境研究センター
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
千葉県農林水産部森林課
千葉市
千葉市地球温暖化対策地域協議会
東京ガスライフバル千葉

（特活）　塗装工事研究会
利根コカ・コーラボトリング（株）
日本テクノマテリアル（株）
房総ガス協議会環境部会・東京ガス（株）千葉支店
ループウイング（株）

環境に配慮したモノづくり
エコ紙とんぼ協会 / スーパー紙とんぼの会
エコクリーンちば

（三井住友海上火災：アドバンスクラブ千葉支部・千葉北支部）
（特活）おやこカフェ

花王カスタマーマーケティング（株）
くらふと宮野

（株）佼和テクノス
（株）コスモサウンド

栄町ミュージアムビレッジ推進委員会
竹細工小屋
チーム ピース チャレンジャー

「ちばエコ農業」生産者協議会　　　　
千葉県安全農業推進課
千葉県大気保全課

（社）ちばデザインネットワーク                 
トヨタ自動車（株）

（有）ナチュラルシードネットワーク
ｍａｍ

（特活）みんなの森の村
（特活）みんなの森の村 （動く竹人形の店）

Ｍｏｏｎｃｈｉｌｄ
ライオン（株）千葉工場
わら工房　山の道

循環型社会
市原 SaToYaMa よくし隊

（株）エレクトラム
さんむフォレスト

（特活）循環型地球環境保全機構
生活協同組合パルシステム千葉

（特活）せっけんの街
（特活）竹もりの里

地球温暖化防止対策地域協議会登録間伐材普及促進会事務局
ちば環境再生県民の会
千葉県環境生活部資源循環推進課事業推進室
千葉県環境生活部資源循環推進課バイオマスプロジェクトチーム
千葉県県土整備部河川環境課

（社）千葉県産業廃棄物協会
（社）千葉県産業廃棄物協会 女性部会

千葉市再資源化事業協同組合・船橋市有価物回収協同組合
つかいまわし工房
デジタルパフェ
東部産業（株）

（特活）日本ファイバーリサイクル連帯協議会（JFSA）
（特活）ビオスの会

ふれあいハウス
昔着物そら

（有）ヤマ吉
ワーカーズコレクティブ風車

生物多様性保全
（特活）印旛野菜いかだの会

下泉・森のサミット
ジュゴン保護キャンペーンセンター
千葉県環境教育研究会
千葉県環境生活部環境政策課（三番瀬再生推進室）
千葉県自然保護課　
千葉県石けん連絡会
幕張ベイタウンにエコパークをつくる会

環境教育・環境学習
ELCo の会
ガールスカウト千葉県支部
カモミールの森                 
環境パートナーシップちば
ＧＯＮＥＴ（ごみゼロネットちば２１）

（特活）　さんむ環連協
（認定特活）持続可能な開発のための教育の 10 年推進会議（ESD-J）
（特活）シビルまちづくりステーション（旧ＩＴステーション）

ＮＰＯ太東埼燈台クラブ
ちば河川交流会
千葉県環境生活部県民交流・文化課

（財）千葉県環境財団
千葉県水質保全課
千葉県ネイチャーゲーム協会
千葉県立中央博物館

（特活）ちば里山センター
（特活）千葉自然学校

東芝テックソリューションサービス（株）
土鍋 de ごはん倶楽部 

「HOME 空から見た地球」１００万人上映委員会

学生の取り組み
向上高等学校 生物部
里山応援隊
千葉県立長生高等学校
千葉工業大学生命環境科学科 生物圏環境研究室
千葉工業大学 くるくる研究会
千葉工業大学 環境科学研究会

（特活）千葉大学環境 ISO 学生委員会
日本大学土木工学科　環境系研究室

※（特活）：特定非営利活動法人　（認定特活）：認定特定非営利活動法人

その他
（特活）さんさん味工房

山武杉 MY はしづくり
シナリー（株）

（株）SnapDragon
タバコ問題を考える会・千葉
千葉刑務所／ＣＡＰＩＣ

（社）千葉県環境保全協議会
千葉県浄化槽団体連絡協議会
千葉県総合企画部国際課

（特活）TINA
ナチュラルクラフト 藤

（公財）日本財団
（特活）みんなの森の村≪フォレストベアクラブ≫
（有）山口商店

楽働会 ｢種まきから食卓まで」
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　節電クイズ大会も大盛況。３択のクイズ問題に答
えていき、すべて正解した方に LED 電球が進呈さ
れました。

　日本大学理工学部土木工学科のブース。３つの
環境系研究室において実施している水環境、排水
処理、地球温暖化などをテーマにした研究内容を
ポスター形式や実験装置を用いて紹介。
　学生さんがエコクイズの問題を片手に持って参
加者へ展示内容を熱心に説明している。

エコクイズラリー

エコステージ
1. 開会式  挨拶：桑波田実行委員長、戸谷千葉県環境生活部長
2. オリエンテーション (1)
3.「ひまわりエコプロジェクト」発表：下総（しもふさ）高等学校
4. 日本人の 「着物リメイクショー」：つかいまわし工房グループ
5. 節電ビンゴゲーム（１）：房総ガス協議会
6. もったいないばぁさん音頭：ガールスカウト日本連盟千葉県支部
7. ちょっぴりエコで安らぎの音楽 (1)：フローラ
8. エコクイズラリー抽選会（１）
9. オリエンテーション (2)
10. 節電ビンゴゲーム（2）：房総ガス協議会
11. ちょっぴりエコで安らぎの音楽 (2)：フローラ
12. 節電クイズ大会：千葉県環境政策課
13. エコメッセ功労者表彰・｢森の資源館」優良作品表彰
14. エコクイズラリー抽選会（2）
15. 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
16. 閉会式

総合司会：福満薫

出 題 団 体：26 団体
参 加 者：1,159 人（回答票回収者　：　881 人、76％）
参加者の内訳：小学生とその親の世代（30 及び 40 才代）が
 全体の 63％を占め、全体で女性参加者は男性 
 の約 1.7 倍でした。

　開会式で壇上に並ぶ実行委員長（右端）と副実行
委員長。中央はあいさつする来賓の戸谷千葉県環境
生活部長。

担当者ひと口メモ

担当者ひと口メモ
エコクイズラリー参加人数は前年実績のほぼ 1.5 倍で
した。出来るだけ多くの来場者が、エコクイズを通じて、
出展団体の皆さんとエコな会話を楽しんでいただくよ
うに、皆さんのご意見を参考にして、今後も工夫します。

盛り沢山の内容であっという間に時間が過ぎていきま
した。子どもから大人まで楽しんでいただけたのでは
ないかと思います。
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森の資源館

２０１
会議室

森林塾かずさの森
Ｍoon child
ちば自然学校
久留里（山口祐介）
市原SaToYaMaよくし隊
ＮＰＯ法人竹もりの里
ナチュラルクラフト  藤
竹細工小屋
ちばデザインネットワーク
フォレストベアクラブ
ＮＰＯ法人みんなの森の村
動く竹人形の店
さんむフォレスト
認定ＮＰＯ法人環境リレーションズ研究所
(株）佼和テクノス
山武杉ＭＹはしづくり（田澤）
市原SaToYaMaよくし隊
ＮＰＯ法人さんむ環連協
千葉刑務所/ＣＡＰＩＣ
mam
NPO法人さんさん味工房

ホワイエ・ホール会場

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

製作体験コーナー

物販コーナー物販コーナー

里山カフェ

森のギャラリー 森の遊び場

体験コーナー

竹オブジェ 竹オブジェ

19

19

1817

2021

1613
13

14

15

●❾

10

11

●❾

●❾
12
●❾

●❺●❻
●❼

●❽

●❶

●❷

●❸

●❹

「森のギャラリー」「里山カフェ」「森の遊び場」「myはしづくり」「手づくり商品」

担当者ひと口メモ

①森の資源を使った木工品などの作品の展示販売は楽しく来場者と交流が持てた。
②体験のMYはし作りコーナーが盛況。　　　
③里山カフェではコーヒーの試飲コーナーを作った。
④千葉県の特産品（梨など）と手づくり品（太巻き寿司など）の販売。

がんばろう千葉物産コーナー
　農林水産物の買い控えなどで経済活動にも影響が生じてき
ている県内の被災地を応援するために県内農業団体に県産品
の展示販売会ためのスペースを提供しました。

担当者ひと口メモ

ゆで落花生の試食も有り、千葉ならではのおいし
い食材も並びました。

準備した野菜も皆様のご支援で完売することが出来まし
た。ありがとうございました。千葉県産のおいしい・安全
な野菜をアピールすることができました。
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　前回までの千葉県大気保全課、房総ガス協議会、
出光興産に加え、今回は新たにトヨタ自動車の協
力を得て、最先端の電気自動車やハイブリットカー
の展示・試乗会を開催しました。

エコカー展示・試乗会

　アルミ缶のリサイクルについて学ぶコーナを設置し、「小さく
つぶして、大きく減量」をテーマに、缶つぶしゲームを開催。
　アルミ缶リサイクル協会作成の啓発ポスター掲示及び冊子

「みんなでできるアルミ缶リサイクル」を配布。

缶つぶし大会

子どもも大人もみんなで挑戦！

ポイントの算出方法参考データ
今回の参加者総数
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

142人
122.0
106.4
106.0

担当者ひと口メモ

担当者ひと口メモ

幕張メッセ外周の約２ｋｍ、１５分のコース。
短い時間の試乗ですが、プロのドライバーからエコカーの
構造など説明を受け、参加した人たちは満足そうでした。

スタッフの説明にも “ 力 ” が入る

お子様の来場が多く、競技ルールと違う「缶を横置き」
にして楽しんで頂きました。
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企画展「身近なところから節電対策」
家庭や職場での節電アイデアを掲示（246 件）

担当者ひと口メモ

担当者ひと口メモ

震災セミナー「千葉県の液状化と放射能について」
入場者数：72 名

「千葉県内の放射能の測定」
 （井上 智博 / 千葉県環境研究センター）

「放射能の身体への影響」 
（吉本 泰彦 / 放射線医学総合研究所）

「千葉県内の液状化」
　　　　（古野 邦雄 / 千葉県環境研究センター） 

　千葉県環境研究センターの放射能測定、放射能と放射線に
ついての説明から始まり、自然放射能と被ばく量の現状につ
いてわかりやすい説明。

　放射線が人体に与える影響について、放射線の種類と防護
量、日本の経験した原爆放射線、チェルノブイリでの健康影
響をふまえ、福島第一原発事故についての現状認識の解説。

　液状化－流動化被害とメカニズムという観点
から、1987 年千葉県東方沖地震と 2011 年東北
地方太平洋沖地震での被害－流動化調査を中心
に説明。

蛍が放射性物質、蛍の光が放射線、蛍が光を出す
能力が放射能に相当すると説明

放射線の健康被害と液状化による住居被害、産業被害に
関連する関心が高い。除染問題、汚染土をどこに置くの
かの問題、食物の安全性など、また、液状化に関しても
熱心な質問があり、今後とも継続する必要を感じている。

炊飯器の保温は使ったことはない。

家庭や職場での節電アイデアを募集しました。
当日会場でも書いていただき、２４６件のメッセージをい
ただきました。
皆さんの実践と節電アイディアが素晴らしかったです。

緑のカーテンで日差しを和らげ涼しさを感じます。

コンセントをこまめに抜く。

LED 電球に替えた。

家族が一緒の部屋でテレビをみる。

ＯＡ機器の節電。

社員のエレベーター使用の抑制。

ダラダラテレビを見ない。

風の通り道を開ける。

冷蔵庫にエコカーテンをつけてる。

暑い日は、庭や家の前の道路に水をまく。

我が家もサマータイム。

皆で声かけ「スイッチ消したかな」。

夜は電気がもったいないから勉強しない。

ベランダにヨシズを立てて日除け。

髪を短くカット！ドライヤー・水の節約に。

テレビを見ないで本をよむ。

電気を使うゲームよりもボードゲームやカードゲームで遊ぶ。

地震以来、ラジオになりました。

温水浄水便座は、夏場は切っておく。
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震災写真展コーナー
3.11 東日本大震災の被災写真を展示。

担当者ひと口メモ

チャリティ・リユース T シャツ販売
販売実績
　エコメッセ当日は、コンベンションホール内とホワイエに２
つのブースを設け、NPO 法人 TINA の協力を得て、チーバくん
とエコネコのデザインが入った２種類のリユース T シャツを販
売しました。
皆さんのご協力のおかげで、１５４枚が売れました。

募金額
　募金額は７７，０００円（１５４枚×５００円）。日本財団

（東日本大震災支援基金）と、ちば市民活動・市民事業サポート
クラブ（ちばのＷＡ！東日本大震災被災地支援金寄付基金）に
３８，５００円ずつ募金しました。
　エコメッセ後も、エコプロダクツ等のイベントに参加して、
１７７枚を販売し、上記２基金に４４，２５０円
ずつ募金しました。 担当者ひと口メモ

みんな買ってくれるかな？緊張ぎみのボラン
ティアさん。がんばろう日本！千葉！

被災地の自治体や被災地で支援活動を行った方々から多
くの写真を提供いただきました。
写真に見入っていた方々は、改めて地震や津波の恐ろし
さを感じ、被災地の一日も早い復興を願っていました。

リユース Tシャツとは
過剰生産のため余った T シャツを回収し、裏返しにして、そこ
に新たなデザインをプリントし、着てしまおう！というものです。
ゴミになってしまうはずだった T シャツをリユースしています。

併せて被災地支援を行っているNPO等を支援するための募
金集めも行い、22,626円が集まりました。「被災地に直接行っ
て支援活動はできないけれど、何らかの形で被災地の復興を
支援したい。」という多くの方の思いに触れることができました。

船橋市提供
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イザ！カエルキャラバン！
　「イザ！カエルキャラバン！」は、阪神淡路大震災をきっか
けに生まれた震災後７２時間を乗り切る防災プログラムです。
防災ゲームやワークショップ（下記のプログラム参照）に参
加して、参加状況に応じてもらうポイントをおもちゃにかえら
れるシステムです。おもちゃ目当ての子どももいれば、子ども
に防災を学ばせたい親等参加のきっかけは様々のようですが、
参加した子どもも大人も真剣そのもの、楽しそうに様々なプロ
グラムを体験していました。常に各プログラム共行列が出来、
会場全体も盛り上がっていました。
■来場者数：約 400 名（ファミリー層中心）
■プログラム：防災体験プログラム（下記）を体験しカエル 
 ポイントをもらう。
 ポイントを貯めておもちゃと交換
 ・持ち出し品なぁに？クイズ
 ・身近なもので応急手当
 ・ガスメータ四択クイズ
 ・防災ゲーム（なまずの学校）
 ・家具転倒防止ワークショップ
 ・紙食器づくり
 ・SHUFFLE タイムトライアル
 　（カードゲーム）　等

マイコンメータ（ガスメーター）の安全装置と復
帰方法のご紹介をしている様子。子ども達も真剣
に学んでいました。

エコハピ・カフェ「3.11 後の私たちの暮らし」
■来場者数：約 400 名（ファミリー層中心）
■テ ー マ：3.11 後の私たちの暮らしを環境・
 エネルギーを切り口に考え話し合う
■参加者
　及び内容：トークセッション（有識者）
 ・熊谷俊人氏（千葉市長）
 ・工藤拓毅氏（（財）日本エネルギー経済研究所）
 ・倉阪秀史氏（千葉大学大学院人文社会科学研究科教授）
 ・飯島希氏（元 NHK 気象キャスター）
 ・橘田洋子氏（Citrus 主宰／デザインディレクター）
 ・コーディネーター：船木成記（(株) 博報堂）他

担当者ひと口メモ
震災後、エネルギーについての関心がこれまで以上に高まりまし
た。そうした時期に皆がエネルギーや環境について気軽に話し
合う場があったらという思いからこのエコハピカフェを企画しまし
た。多くの方にお集まりいただき、本当にありがとうございました。

主催：エコメッセ実行委員会
共催：房総ガス協議会／NPO法人プラス・アーツ

主催：エコメッセ実行委員会　　共催：房総ガス協議会／環境パートナーシップちば／地球サミット2012Japan

　上記の方々などによるトークセッションの後、４〜５人のテー
ブルに分かれワールドカフェ形式で、エネルギーや環境について
参加者全員（約 100 名）で話し合ました。
　県内から集まった様々な立場の方から、未来に向けたメッセー
ジがたくさん集まりました。様々なエネルギーについて考える
ことの大切さや既存の価値にこだわらない幸せの基準などにつ
いて議論されました。

老若男女さまざまな立場の人が集まり時間を忘れ
て話し合っていました。

有識者によるトークセッションでは、興味深い
トークが繰り広げられ、大変盛り上がりました。

担当者ひと口メモ
このプログラムは、楽しみながら防災の“知恵”や“技”を学べ
るのがポイントです。参加者から、「子どもはもちろん､ 親も
勉強になります。」という嬉しいお声を戴きました。ご協力く
ださったボランティアの皆様もありがとうございました。

12

Eco Messe 2011 in Chiba イザ！カエルキャラバン！／エコハピ・カフェ



１. 来場者アンケート集計結果　◆回答者 678 人

職業別 性別 来場回数

来場目的 来場のきっかけ 認識の変化

2. 出展団体アンケート集計結果　◆回答者 98 団体

出展の成果 来場者の理解

来場者との対話 来年の出展予定

小学生
19％

中学生
3％
高校生
1％

会社員
20％

自営・自由
5％

公務員
2％

主婦・パート
44％

その他
2％

無回答
1％

大学生
3％

女性
70％

男性
29％

無回答
1％

期待以上
26％

ほぼ期待通り
70％

期待はずれ
4％

得られた
97％

得られず
3％

充分とれた
28％

ある程度とれた
66％

どちらとも
言えない
5％

あまり
　　　とれなかった

1％

出展したい
74％

検討する
26％

環境の大切さ
を知った
　40％

環境を考えた
様々な行動が
あることを知った
　28％

環境を考えた
行動とってみたい
　18％

活動の参加や
支援をしたい
　　12％

なかった
1％
その他
1％

無回答
1％

初めて
55％2回目

22％

3回以上
22％

新聞
9％

ラジオ
1％
ポスター
6％

チラシ
25％

県民・市政
だより
12％

インター
ネット
10％

友人から
17％

昨年も
来たから
9％

その他
2％温暖化

17％

生物多様性に
ついて知る
6％

環境問題
15％

昨年も参加
したから
6％環境教育に興味

6％

環境技術に
ついて知る
3％

子どもに
教えたい
9％

楽しそう
11％

誘われて
6％

節電に
ついて知る
5％

震災・液状化に
ついて知る
6％ その他

2％
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エコメッセの変遷（1996 年～ 2011 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 実行委員会 事務局 事業費
エコメッセ
ちば 1996

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

事務局
幹事個人 3 人

200 万円（協賛金・環境庁）

エコメッセ
ちば 1997

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）

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）実行委員の中
から

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

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）

エコメッセ
ちば 2003

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）

エコメッセ
ちば 2004

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）

エコメッセ
ちば 2005

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）

エコメッセ
2006 in ちば

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）

エコメッセ
2007 in ちば

240 万円（出展料 , 県・千葉
市負担金，広告協賛金 , 寄
付金）

エコメッセ
2008 in ちば

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）

エコメッセ
2009 in ちば

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
協賛金）

エコメッセ
2010 in ちば

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
協賛金）

エコメッセ
2011 in ちば

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
協賛金）
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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 長濱　純 財団法人千葉県環境財団理事長
副委員長 土屋　直毅 千葉県環境生活部環境政策課長
副委員長 須藤　正行 千葉市環境局環境保全部環境保全課長
副委員長 山口　忠則 社団法人千葉県経済協議会専務理事
監査 菊池　通雅 社団法人千葉県産業廃棄物協会
監査 高岡　良介 千葉銀行

印東　富士江 千葉興業銀行
伊藤　裕亮 京葉銀行

渉外部 宮寺　卓 NPO 法人　アースデイ・エブリデイ
渉外部 斉藤　清 （社）環境プランニング学会
渉外部 吉田　けんじ スマートビーンズ株式会社
渉外部 田村 茂俊 房総浮世絵美術館
渉外部 牧内　弘明 ちば河川交流会
渉外部 大森　東亜 ちば河川交流会
渉外部 加藤　賢三 環境パートナーシップちば
広報部 鹿野　陽子 東京ガス（株）千葉支店
広報部 真坂　泰子 東京ガス（株）千葉支店
広報部 星野　智子 個人
広報部 栗原　康次 ちばコープ （組織運営室）
広報部 安西　司有 千葉市環境保全課
広報部 kousaku U-PROJECT

エコメッセ 2011 in ちば　実行委員
役割 氏名 会社・団体名称
広報部 中岡　丈恵 ちば環境再生県民の会・つかいまわし工房
企画部 種本　利治 NPO 法人　環境カウンセラー千葉県協議会
企画部 柏　靖博 個人
企画部 小川　かほる 幕張ベイタウンにエコパークをつくる会
企画部 山口　幸一 財団法人千葉県環境財団
企画部 内山　真義 ＴＥＡ－ＮＥＴ
企画部 宮下　朝光 NPO 法人　太陽光発電所ネットワーク
企画部 戸谷　恭子 （社）ガールスカウト 日本連盟千葉支部
企画部 つやま　あきひこ 環境漫画家
企画部 横山　清美 環境パートナーシップちば
企画部 中西　広充 個人
出展管理部 福満美代子 NPO 法人　ちば環境情報センター
出展管理部 石田　晶久 NPO 法人千葉自然学校
出展管理部 茂木　昌克 ＧＯＮＥＴ
事務局 本間　格 NPO 法人　環境カウンセラー千葉県協議会
事務局 藤平　和佳 千葉県環境政策課温暖化対策推進室
事務局 山田　多恵子 千葉県生活協同組合連合会
事務局（会計） 佐篠　勲 （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 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 （社）千葉県経済協議会

【協　賛】
㈳千葉県産業廃棄物協会、三井住友海上アドバンスクラブ千葉支部・千葉北支部、東京ガス㈱千葉支店、千葉銀行、京葉銀行、
千葉興業銀行、利根コカ・コーラボトリング㈱、千葉県生活協同組合連合会、生活協同組合ちばコープ、生活協同組合パルシ
ステム千葉、㈱ベイエフエム、　(社 )千葉県経済協議会　　（順不同、敬称略）

【協　力】
㈱幕張メッセ、東芝テックソリューションサービス㈱、㈱山櫻、北総鉄道㈱、㈳千葉県バス協会、㈳ガールスカウト日本連盟千
葉県支部、国際CANつぶし協会 (ICCS)、つかいまわし工房、㈶ちば国際コンベンションビューロー、千葉県環境研究センター、
放射線医学総合研究所、NPO法人 TINA、（公財）日本財団、千葉ロッテマリーンズ　　（順不同、敬称略）

【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、㈳千葉県商工会議所連合会、千葉商工会議所、千葉市観
光協会、㈱幕張メッセ、幕張新都心まちづくり協議会、幕張ベイタウン自治会連合会、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、千葉日報社、時事通信社千葉支局、共同通信社千葉支局、
NHK千葉放送局、千葉県ケーブルテレビ協議会、㈱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	 2,183		 事業運営費、会場借料、保険料	 2,634
千葉県及び千葉市負担金	 550		 印刷、通信郵送費	 700
協賛金	 570	 会議費、事務局運営費	 625
千葉環境再生基金	 1,690		 ＨＰ運営費、広報費	 680
その他	 10		 消耗品費、諸経費、予備費	 364
合計	 5,003	 合計	 	5,003

［単位：千円］

上記の実行委員のほかに、一般市民（35人）、千葉大学（12人）、千葉県職員(9人 )、環境カウンセラー（6人）、東芝テックグループ（5人）、
ガールスカウト（5人）の総勢 72名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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「エコメッセ 2012 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：2012 年9月17日（祝）
会場：幕張メッセ国際会議場

「エコメッセ2011 in ちば」は、ちば環境再生基金平成 23 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。


