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ちば犬（けん） 

 

地球温暖化対策 
自然環境の 

   保全と再生 

循環型社会づくり 



 

ちば環境再生基金は、豊かな自然環境を大切な財産として子や孫の時代に

引き継いでいく行動計画として千葉県が策定した「ちば環境再生計画」に基づ

いて、平成１４年２月に（財）千葉県環境財団に設置され、現在は「千葉県環

境基本計画」（平成３１年３月策定）に基づき運営しています。 

ちば環境再生基金では、県民の皆さんからの募金で、ふるさと千葉の自然の

保全と再生を推進しています。 
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Ⅰ ちば環境再生基金の概要 

 

１ 名 称   ちば環境再生基金 

 

 

２ 設 置   一般財団法人千葉県環境財団 

 

 

３ 設 置 年 月   平成１４年２月 

 

 

４ 根 拠   「ちば環境再生計画」（平成１４年２月千葉県策定） 

※ 豊かな自然環境を大切な財産として子や孫の時代に引き継いでいくための

行動計画 

「千葉県環境基本計画」（平成３１年３月千葉県策定） 

 

５ 基金の造成 

ちば環境再生基金は、県民一人ひとりが、ふるさと千葉の自然の保全と再生への思いを託せる 

ように、６００万県民が総ぐるみで行う募金活動として、身近な場所への募金箱の設置、環境イベント

での募金活動、職場募金などで協力をお願いしています。 

募金等で基金に託されたお金は、取り崩し方式により、自然環境の保全・再生活動や循環型  

社会づくりなどを推進しています。 
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              募 金 の 状 況      （令和３年３月３１日現在） 

募金区分 
令和２年度 累計 

件数 金額（円） 件数 金額（円） 

個人からの寄付 ２ １５，０００ ３４３ ３，９８８，８９１ 

様々な募金活動による募金 ２ ３０，７６１ ６５５ ５，２７４，０８１ 

企業・団体からの寄付 ３４ １３，６６２，０４３ ６４０ ５６０，９６８，７１８ 

職場で集められた募金 ２６１ １，４８７，４３３ ６，７０２ ５３，１０８，６５２ 

その他（出捐金・利息） １５ １６９，７０４ ３２８ ６２５，４３８，９０４ 

合計 ３１４ １５，３６４，９４１ ８，６６８ １，２４８，７７９，２４６ 

 

６ 基金の運営 

基金による事業を公正かつ適切に実施するために、学識経験者等で構成する 「ちば環境 

再生推進委員会」が千葉県環境財団に設置されています。 

また、専門的な検討を行うために、２つの部会を委員会に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちば環境再生推進委員会委員名簿 

 

会 長   森田 健作（千葉県知事） 

委 員 長   橋立 達夫 

副委員長   宮島 三郎 

委 員                                      （令和３年３月末現在） 

区 分 氏 名 所 属 役 職 

学識経験者 
橋立 達夫 作新学院大学名誉教授 委員長 

桝潟 俊子 元淑徳大学大学院教授  

県民代表 

桑波田 和子 （特非）環境パートナーシップちば代表理事  

上山 精一 千葉県生活協同組合連合会専務理事 事業推進部会長 

中岡 丈恵 ちば環境再生県民の会代表  

地元産業界 

宮島 三郎 (一社)千葉県商工会議所連合会専務理事 副委員長 

鈴木  勝 千葉県商工会連合会専務理事  

岩津 由雄 (一社)千葉県経済協議会専務理事  

小茂田 勝己 千葉県農業協同組合中央会専務理事  

環境関係 杉田 昭義 (一社)千葉県産業資源循環協会会長 
不法投棄対策部

会長 

行  政 冨塚 昌子 千葉県環境生活部長  

ちば環境再生推進委員会 

不法投棄対策部会 事業推進部会 



- 3 - 

 

Ⅱ 基金の事業 
 

 

県民自らの手で千葉県の貴重な自然を保全し、環境を再生する自発的・継続的に活動する団体の

環境活動を支援しています。 

従来「公募助成要綱」や「ひまわりエコプロジェクト実施・助成要綱」により支援をしてきましたが 支援

制度の見直しを行い、平成２４年度事業から「県民の環境活動支援事業」として助成を行っています。 

 

●県民の環境活動助成の状況（最近５年間） 

年  度 平成２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 2 年度 

応募数 ４６事業 ５３事業 ６１事業 ５９事業 ６７事業 

助成数 ４５事業 ５２事業 ６０事業 ５８事業 ６３事業 

助成額 ７，５００千円 ９，０１３千円 １１，１５０千円 １１，４９０千円 １１，７１４千円 

 

 

●令和２年度の助成事業 

団体名 事業名 活動地域 

１ ゆうゆう里山会 市川市の緑地の整備 市川市 

２ 大島田里山クラブ 沼南近隣センター裏手の里山保全 柏市 

３ 街資源再興プロジェクト 九十九里浜における海浜植物の保護活動 大網白里市 

４ 
大網白里市ジュニアリーダーズ

クラブ 
南玉ホタル保全活動、白里海岸地域保全活動 大網白里市 

5 おおあみ里やまの会 「どんぐり山」憩いの里山づくり 大網白里市 

6 （特非）銚子海洋環境調査隊 銚子市君ヶ浜海洋プラ調査 銚子市 

７ エコネットかまがや 地域における「地球温暖化防止活動」 鎌ケ谷市 

８ 里山ボランティア流山 大畔の森保全活動 流山市 

９ 手賀沼里山クラブ 船戸古墳地の里山保全 柏市 

10 （特非）いちかわ地球市民会議 県民の環境活動支援 市川市 

１ 県民の環境活動支援事業への助成 
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団体名 事業名 活動地域 

11 三ツ堀里山自然園を育てる会 三ツ堀里山自然園を保全し育てる活動 野田市 

12 本須賀波乗り倶楽部 本須賀海岸ビーチクリーン 山武市 

13 いちかわ八樹の会 
天野谷津の森・柏井町 2 丁目緑地の整備保全活

動 
市川市 

14 ぼっけ生きもの倶楽部 
大柏川第一調節池緑地棚池区域の自然環境の

再生・保全活動「漁礁の設置」 
市川市 

15 余山貝塚美化の会 
余山貝塚及びその周辺の環境を整備、維持する

活動 
銚子市 

16 ふなばし木の子の森 
ふなばし木の子の森の保全活動とわんぱく講座

等 
船橋市 

17 いちかわ里山整備隊 市川市の環境整備 市川市 

18 （特非）リトカル 住民参加型の生き物観察会・樹名板設置活動 千葉市 

19 大柏川かはづ会 大柏川景観活動 市川市 

20 八千代里山ロック隊 島田台地区里山保全活動 八千代市 

21 十枝の森を守る会 十枝の森環境保全事業 大網白里市 

22 浦安水辺の会 境川であそぼう 浦安市 

23 浦安三番瀬を大切にする会 海にありがとう 浦安市 

24 （特非）水と森と人とＩＮ神崎 郷土環境保全地域の森林保護育成 成田市 

25 ルート９９白里 
九十九里浜白里海岸・自然公園産業道路歩道

区域環境保全活動 
大網白里市 

26 ヤマトミクリの里づくり協議会 ヤマトミクリの里 発見・探検・魅力マップづくり 八千代市 

27 
八千代市ほたるの里づくり実行

委員会 

ヘイケボタルをシンボルにした多様な生物がす

める環境づくり 
八千代市 

28 高根台フラワーガーデン 高根台フラワーガーデン花壇整備 市原市 

29 
自然エネルギーを広めるネット

ワークちば 

トークセッション＆「気候戦士～クライメート・ウォ

ーリアーズ」上映会 
市川市 

30 アースコン・マツド 松戸市の環境保全活動 松戸市 

31 大町教育の森の会 
大町教育の森及びその隣接の森の整備・保全活

動 
市川市 
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団体名 事業名 活動地域 

32 粟野の森の会 粟野地区公園内粟野の森の保全活動 鎌ケ谷市 

33 ちば千年の森をつくる会 地域に開かれた生物多様性保全の森づくり 君津市 

34 
NPO 行徳自然ほごくらぶ 

（旧：行徳野鳥観察舎友の会） 
行徳鳥獣保護区 生き物調査と観察会 市川市 

35 松戸里やま応援団「七喜の会」 紙敷石みやの森保全活動 松戸市 

36 おゆみの道・緑とせせらぎの会 
消えつつあるおゆみ野の自然を次世代につなぐ

活動 
千葉市 

37 
鷹の台自治会花と健康づくりの

会 
花見川河川敷等を利用した公園づくり事業 千葉市 

38 三番瀬写真展実行委員会 私たちの三番瀬自然観察・撮影会開催事業 船橋市 

39 アースドクターふなばし 
地球温暖化防止対策・啓発活動および環境学

習活動 
船橋市 

40 九十九里浜の自然を守る会 
九十九里浜における希少動植物等の保護・保護

活動 
白子町 

41 
長生地区九十九里海岸クリー

ン対策協議会 
九十九里海岸クリーン事業 

白子町、長生
村、一宮町 

42 NPO 法人水辺散歩 
印旛沼流域における河川美化及び里山・里田保

全活動 
佐倉市 

43 
船橋市地球温暖化対策地域協

議会 

『ふなばしの力で”減らせＣＯ２”！！』地球温暖

化防止対策啓発事業 
船橋市 

44 手賀沼水生生物研究会 
我孫子市内四ツ池におけるオオモノサシトンボほ

か希少種保全および野生絶滅種ゼニタナゴ復元

に関わる事業 

我孫子市 

45 金束もみじの会  平塚地区、金束地区里山保全活動 鴨川市 

46 
フィールドミュージアム・三番瀬

の会 
三番瀬フィールドミュージアム観察会 船橋市他 

47 大多喜チクリンジャー 竹林整備と竹の魅力宣伝活動 大多喜町 

48 （特非）千葉自然学校 
子供たちとおこなう「ろくすけ」生き物多様性保全

の取り組み 
南房総市 

49 亀成川を愛する会 谷津に親しむ公園づくり 印西市 

50 ふれあい千葉 
東国吉『ふれあいの森』の整備及びその周辺の

森林里山整備活動 
市原市 

51 いちはら里山クラブ 
市原の豊かな自然を護る里山整備・維持・保全

活動 
市原市 



- 6 - 

 

団体名 事業名 活動地域 

52 （特非）ちば里山センター ちば里山カレッジ「森を知ろう・森に学ぼう」 
袖ケ浦市ほ

か 

53 （特非）水環境研究所 
下総台地の湿地帯における水質浄化機能に関

する調査 
印旛沼流域 

54 風呂の前里山保存会 
里山に自生するカタクリなどの希少種の保護・啓

発活動 
市原市 

55 
千葉県立松戸南高等学校科学

研究部 

耕作放棄水田の整備及び生態系再生を行うため

の非電力自動汲み上げ式ポンプ（水撃ポンプ）

の性能向上の研究 

松戸市 

白井市 

56 （特非）印旛沼広域環境研究会 

印旛沼水質浄化のための人工浅瀬いかだ（水草

園）の整備及びかっぱ公園における環境学習事

業の実施 

佐倉市 

57 （特非）谷田武西の原っぱと森の会 牧の時代の植生を伝える里山の保全活動 
白井市 

印西市 

58 （特非）こぴすくらぶ 船橋市内受託森林の整備と保全 船橋市 

59 （特非）しろい環境塾 冬水田んぼと里山学校 2020 白井市 

60 いすみ竹炭研究会 
いすみ市の荒廃した山の竹藪整備と竹炭による

土壌環境改善活動 
いすみ市 

61 （特非）バランス２１ 
谷当町の谷津田再生と里山林の環境再生保全  

（その 5） 
千葉市 

62 （特非）森のライフスタイル研究所 
山 武 市 蓮 沼 殿 下 海 岸 林 再 生 活 動 ２ ０ ２ ０  

（3.11 復活の森づくり４） 
山武市 

63 市原米沢の森を考える会 内田地区の自然と歴史・文化の保全再生活動 市原市 
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令和２年度【県民の環境活動支援事業】 活動事例紹介 

自然エネルギーを広めるネットワークちば 

＜トークセッション＆「気候戦士～クライメート・ウ

ォーリアーズ」上映会＞ 

里山ボランティア流山 

＜大畔の森保全活動＞ 

＊前年の台風被害から、世界規模の気候変動を招いて

いる地球温暖化問題について県民一人ひとりが考

え、より良い行動を選択するきっかけとするため、トー

クセッションと上映会を行った。 

＊コロナの影響によりリアルからオンライン開催に変更し

たが、参加者アンケートからは「気候異常事態宣言」

「石炭問題」「パワ

ーシ フト」 への 関

心が高く見られ、

「声を上げる大切

さ」「一人ひとりが

行動する」などの

感想が寄せられ、

地球温暖化問題

への 県 民の 一 歩

の企画となったと

考える。 

 

＊流山市にある「大畔の森」から｢西初石小鳥の森」まで

続いている緑地の整備と、貴重植物自生区の保護活

動を行うとともに、親子参加の自然体験活動を行うこと

により、活動への参加意欲を高めている。 

＊森の整備として草刈り、枯れ木の伐倒、ごみ拾い、竹

林の間伐などを、貴重植物の保護として柵の設置、保

護植物の札立てなどを、自然体験活動として「秋の草

花と虫に会いに行こう」「大畔の森で遊ぼう」「クリスマ

スリース・ミニ門松 

作り」「サツマイモ 

収穫＆焼き芋タイ 

ム」などを実施した。 

 

 

 

 

 

 

  

九十九里浜の自然を守る会 

＜九十九里浜における希少動植物等の保護・ 

保護活動＞ 

本須賀波乗り倶楽部 

＜本須賀海岸ビーチクリーン＞ 

＊九十九里浜の環境保全のため、ウミガメほか希少動植

物の保護、海岸美化活動、啓発活動等を行っている。 

＊海岸部への不法投棄監視を兼ね、海岸清掃作業を行

った。コアジサシの飛来、産卵・孵化を確認した。ウミ

ガメの上陸、産卵・孵化状況を調査・観測した。 

＊地元白潟小学校で自然保護活動について講演授業

を行った。 

＊ビーチクリーン活動を通して、海岸にゴミを捨てない、

持ち帰るとの意識を持ってもらい、海岸環境保全の啓

発を進めていく。 

＊例年、毎月第 1 日曜日に本須賀海岸を利用するサー

ファーや観光客、地域住民が一緒に海岸及び海岸

駐車場の清掃活動を行っている。令和２年度は、新

型コロナウィルス対策及び津波対策工事のため海岸

及び駐車場の閉鎖期間があったため、倶楽部員のみ

で不定期の実施とした。 
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（特非）しろい環境塾  

＜冬水田んぼと里山学校２０２０＞ 

NPO 法人水辺散歩 

＜印旛沼流域における河川美化及び里山・ 

里田保全活動＞ 

＊未来の子どもたちに生物多様性のある里山を継承し

ていくため、冬水田んぼや草地の整備などを行い、そ

の成果を都市に住む参加者が体験するプログラムを

提供する。 

＊田植え、草刈りは会員が行い、稲刈り、はざかけ、脱穀

は一般参加者を募り、田んぼの学校を実施した。 

また、鳥の観察会、竹巣箱づくり、井戸水による冬季

湛水、ナガエツルノゲイトウの除去等を行った。 

 

 

 

 

 

＊印旛沼流域の河川、里山、里田の環境改善活動を行

っている。 

＊河川美化活動は主に佐倉市鏑木町地先の高崎川を

対象とし、ゴミ拾い、清掃、草刈り等を行った。里山保

全活動は、佐倉市角来ほかの放置竹林・法面竹林を

間伐し、建築・農業資材等に利用した。里田保全活動

は、鏑木土地改良区の有機農業の水田等に流入する

ナガエツルノゲイトウ堆肥化の実証実験を行った。 

 

  

（特非）森のライフスタイル研究所 

＜山武市蓮沼殿下海岸林再生活動２０２０ 

 （3.11 復活の森づくり４）＞ 

NPO 行徳自然ほごくらぶ 

＜行徳鳥獣保護区 生き物調査と観察会＞ 

＊3.11 の津波被害を受けた海岸保安林の復興を目指

し、千葉県と「法人の森」協定を結び、活動している。 

＊津波による塩害で枯れた木々の撤去を行い、破砕・チ

ップ化して海岸林内に敷き詰め転圧した。 

クロマツの苗木 1,500 本をボランティア 40 名の参加で

植林し、新たに 1,500 ㎡の海岸保安林の再生を進め

た。また、これまでの植林地の雑草の刈り取りをボラン

ティア 23 人の参加で行った。 

 

＊行徳鳥獣保護区に生息する生き物の調査及び観察

会を開催し、広く一般の方々に自然環境への興味、

行徳鳥獣保護区の保全意識を持ってもらうきっかけづ

くりとする。 

＊月 1 回植物観察会を行い、植物に名札を付けるととも

に、その時期に観られる植物、昆虫、鳥などの解説を

行った。 

  年間を通して 33 回の昆虫調査を行った。これまで 6

年間の累計記録数は 1,278 種である。また、キノコ調

査を 8 回行った。 
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●令和３年度の交付決定事業 

 団 体 名 （主な活動地域） 活動分野 新規・継続 

１ 森の博物館（市川市） 
環境保全 
生物多様性保全 
地球温暖化防止対策 

新規 

2 いちかわ里山整備隊（市川市） 
環境保全（森林） 
生物多様性保全 
地球温暖化防止対策 

継続（6） 

3 
大網白里市ジュニアリーダーズクラブ 
（大網白里市） 

環境保全 
生物多様性保全 継続（4） 

4 
東葛エリアソーラークッカー大会実行委員会
（我孫子市） 

環境保全 
地球温暖化防止対策 
省資源 

新規 

5 大島田里山クラブ（柏市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 継続（4） 

6 大町教育の森の会（市川市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 
地球温暖化防止対策 

継続（6） 

7 おおあみ里やまの会（大網白里市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 継続（5） 

8 NPO 行徳自然ほごくらぶ（市川市） 生物多様性保全 継続（6） 

9 神崎川を守るしろい八幡溜の会（白井市） 
環境保全 
生物多様性保全 新規 

10 九十九里浜の自然を守る会（白子町） 環境保全（海岸） 継続（4） 

11 松之郷里山再生の会（東金市） 環境保全（里山） 新規 

12 （特非）いちかわ地球市民会議（市川市） 
環境保全 
地球温暖化防止対策 継続（6） 

13 エコネットかまがや（鎌ケ谷市） 地球温暖化防止対策 継続（6） 

14 市川市地球温暖化対策推進協議会（市川市） 
環境保全 
生物多様性保全 
地球温暖化防止対策 

継続（6） 

15 持続可能な銚子づくりの会（銚子市） 環境保全 新規 

16 八千代里山ロック隊（八千代市） 
環境保全（里山） 

生物多様性保全 
継続（2） 

17 ふなばし木の子の森（船橋市） 
環境保全（森林） 

生物多様性保全 

地球温暖化防止対策 

継続（6） 

18 里山ボランティア流山（流山市） 
環境保全（里山） 

生物多様性保全 
継続（6） 

19 浦安三番瀬を大切にする会（浦安市） 環境保全（海岸） 継続（5） 

20 浦安水辺の会（浦安市） 環境保全活動（河川） 継続（4） 

21 十枝の森を守る会（大網白里市） 環境保全（森林） 継続（5） 

22 NPO 法人水辺散歩（佐倉市） 
環境保全（河川） 
生物多様性保全 継続（6） 
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 団 体 名 （主な活動地域） 活動分野 新規・継続 

23 余山貝塚美化の会（銚子市） 
環境保全 
生物多様性保全 継続（4） 

24 （特非）リトカル（千葉市） 環境保全 継続（2） 

25 
（特非）いちかわライフネットワーククラブ 
（市川市） 

環境保全 新規 

26 いちかわ八樹の会（市川市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 継続（3） 

27 高根台フラワーガーデン（市原市） 環境保全 継続（6） 

28 ルート９９白里（大網白里市） 環境保全 継続（6） 

29 （特非）環境パートナーシップちば（千葉市） 環境保全 新規 

30 
八千代市ほたるの里づくり実行委員会 
（八千代市） 

環境保全 
生物多様性保全 継続（2） 

31 ヤマトミクリの里づくり協議会（八千代市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 

継続（4） 

32 たろやま会（四街道市） 生物多様性保全 新規 

33 温暖化防止うらやす（浦安市） 地球温暖化防止対策 新規 

34 （特非）水と森と人とＩＮ神崎（成田市） 
環境保全（森林） 
生物多様性保全 
地球温暖化防止対策 

継続（6） 

35 
（一社）銀座環境会議（Ｒｅｆｉｌｌ松戸幹事団体）
（松戸市） 

環境保全 
地球温暖化防止対策 新規 

36 (特非）いちかわ電力コミュニティ（市川市） 
地球温暖化防止対策 
省資源・リサイクル 新規 

37 エコマリン大網（大網白里市） 地球温暖化防止対策 継続（2） 

38 本須賀波乗り倶楽部（山武市） 環境保全（海岸） 継続（5） 

39 風呂の前里山保存会（市原市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 継続（6） 

40 三ツ堀里山自然園を育てる会（野田市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 継続（５） 

41 ボランティア集団山人（香取市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 継続（3） 

42 船橋ほたる観察会（船橋市） 
環境保全 
生物多様性保全 新規 

43 （特非）印旛沼広域環境研究会（佐倉市） 環境保全 継続（2） 

44 野田エコライフ推進の会（野田市） 地球温暖化防止対策 新規 
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 団 体 名 （主な活動地域） 活動分野 新規・継続 

45 おゆみの道・緑とせせらぎの会（千葉市） 
環境保全 
生物多様性保全 継続（2） 

46 松戸里やま応援団 七喜の会（松戸市） 環境保全（森林） 継続（6） 

47 鷹の台自治会花と健康づくりの会（千葉市） 環境保全 継続（4） 

48 
自然エネルギーを広めるネットワークちば 
（千葉県内） 

地球温暖化防止 継続（2） 

49 大柏川かはづ会（市川市） 環境保全（河川） 継続（2） 

50 アースドクターふなばし（船橋市） 地球温暖化防止 継続（6） 

51 
長生地区九十九里海岸クリーン対策協議会
（白子町、長生村、一宮町） 

環境保全（海岸） 継続（5） 

52 手賀沼水生生物研究会（我孫子市） 生物多様性保全 継続（3） 

53 我孫子野鳥を守る会（我孫子市、柏市） 
環境保全 
生物多様性保全 新規 

54 （特非）南房総エコネット（南房総市） 環境保全 継続（3） 

55 いちはら里山クラブ（市原市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 継続（6） 

56 三番瀬写真展実行委員会（船橋市） 生物多様性保全 継続（6） 

57 船橋市地球温暖化対策地域協議会（船橋市） 地球温暖化防止対策 継続（6） 

58 
フィールドミュージアム・三番瀬の会 
（船橋市他） 

環境保全（海岸） 継続（5） 

59 
（特非）谷田武生の原っぱと森の会 
（白井市、印西市） 

環境保全 
生物多様性保全 継続（6） 

60 （特非）いんざい子ども劇場（印西市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 

新規 

61 （特非）ちば里山センター（千葉県内） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 継続（6） 

62 （特非）水環境研究所（佐倉市） 環境保全 継続（6） 

63 金束もみじの会（鴨川市） 環境保全（里山） 継続（6） 

64 ふれあい千葉（市原市） 環境保全（里山） 継続（6） 

65 （特非）しろい環境塾（白井市） 
環境保全 
生物多様性保全 

継続（4） 

66 （特非）いすみ竹炭研究会（いすみ市） 
環境保全(里山） 
生物多様性保全 継続（5） 

67 （特非）バランス２１（千葉市） 
環境保全（里山） 
生物多様性保全 継続（6） 
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 団 体 名 （主な活動地域） 活動分野 新規・継続 

68 市原米沢の森を考える会（市原市） 
環境保全（森林） 
生物多様性保全 継続（6） 

69 （特非）森のライフスタイル研究所（山武市） 環境保全（海岸） 継続（4） 

 (特非)とは特定非営利活動法人の略です。 

 
 

 
千葉県の環境上の課題に対し、県、市町村、県民の協働による迅速な解決を目指し実施する県民団体

からの提案による環境再生に関する事業に助成をしています。 

従来市町村に対しては、「市町村による戦略的自然再生事業助成金交付要綱」により支援をしてきま

したが、支援制度の見直しにより、平成２４年度事業から「提案型環境再生事業」として支援を行っていま

す。 

 

●提案型環境再生事業の助成の状況 

年 度 平成２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 
Ｈ２９～ 

令和２年度 

応募数   ６事業  ６事業 １事業    １事業      － 

助成数  ６事業  ６事業 １事業    １事業    － 

助成額 ９，３６４千円  ９，１０９千円  １，４９９千円  ５００千円  － 

 

 

●令和２年度の助成事業 

なし 

 

 

●令和３年度の交付決定事業 

団 体 名 活動分野 新規・継続 

コウノトリと共生する地域づくり推進協議会 
環境保全（里山） 

生物多様性保全 
新規 

 

 

２ 提案型環境再生事業への助成 
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自然環境の保全・再生、循環型社会づくりに取り組む市町村、県民等の活動を広く周知し、県民の環

境意識向上と積極的な参加を目指し実施する県民団体の環境活動に関する事業に対して、平成２７年

度事業から「環境活動見本市等普及啓発支援事業」として支援を行っています。 

 

●環境活動見本市等普及啓発支援事業の助成の状況 

年 度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 

応募数 ２事業 ２事業 ２事業 ２事業 ２事業 

助成数 ２事業 ２事業 ２事業 ２事業 ２事業 

助成額 ２，９７９千円 ２，９２３千円 ３，０００千円 ３，２５０千円 １，４４５千円 

 

●令和２年度の助成事業 

 

●令和２年度【環境活動見本市等普及啓発事業】 活動事例紹介 

 

団 体 名 事 業 名 活動地域 

エコメッセちば実行委員会 「エコメッセ２０２０in ちば」開催事業 
県内全域 

（幕張メッセ） 

アースデイちば実行委員会 
「第２０回アースデイちば/環境イベントの運営・

サポート」 
県内全域 

エコメッセちば実行委員会 

＜第 25 回エコメッセ２０２０in ちば ～ＳＤＧｓ暮らし方改革～ ＞ 

＊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！！ 

 

第 1 部 

みんなで創ろう！ＳＤＧｓ！ 

～環境・経済・社会的課題の同時解決～ 

 

 第２部 

ＳＤＧｓユース会議２０３０ 

～「行動の１０年」をどう過ごすか～ 

 

３ 環境活動見本市等普及啓発支援事業への助成 
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４ 未来の環境活動担い手支援事業への助成 

●令和３年度の交付決定事業 

団 体 名 活動分野 新規・継続 

エコメッセちば実行委員会 

環境保全 
生物多様性保全 
地球温暖化防止対策 
省資源・リサイクル 

継続（7） 

 
 

 

 助成事業の見直しにより、平成２８年度事業から地域や職場で環境学習活動や環境保全活動を率先し

て行うことのできる人材の育成を目的として、必要な知識や技術を習得するための活動に助成を行って

います。地域の教育力を活用した教育活動や部活動など将来の環境保全活動を担う人材育成に関する

活動を支援していきます。 
 

●未来の環境活動担い手支援事業の助成の状況 

年 度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和 2 年度 

応募数 １事業 ２事業 ３事業 ２事業 ２事業 

助成数 １事業 ２事業 ３事業 ２事業 ２事業 

助成額 ５５千円 １３３千円 ２５０千円 ２００千円 ２００千円 
 
 

●令和２年度の助成事業 

 
 
●令和３年度の交付決定事業 

団 体 名 活動分野 新規・継続 

千葉県立船橋芝山高等学校 環境保全 継続（２） 

千葉県立市原八幡高等学校理科部 
環境保全 
生物多様性保全 

継続（５） 

千葉県立松戸南高等学校科学研究部 
環境保全 
生物多様性保全 

新規 

学校法人中央国際学園中央国際高等学校 環境保全 新規 

団 体 名 事 業 名 活動地域 

千葉県立市原八幡高等学校理科部 
「生徒による校内生物多様性の構築
と村田川の希少生物の動態調査」 

市原八幡高等学校

内、村田川流域、

周辺里山 

千葉県立船橋芝山高等学校 
船橋芝山高校ソメイヨシノ元気化プ
ロジェクト 

船橋芝山高等学校

内 
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●平成２年度【未来の環境活動担い手支援事業】 活動事例紹介 

 

千葉県立市原八幡高等学校理科部 
＜生徒による校内生物多様性の構築と村田川

の希少生物の動態調査＞ 

千葉県立船橋芝山高等学校 

＜船橋芝山高校ソメイヨシノ元気化プロジェクト＞ 

＊生徒自身による調査研究や環境保護活動を通して

自分たちが住む地域の自然の豊かさを学び、環境保

全の意識を育む取組を行っている。 

＊校内のビオトープの整備・管理、トウキョウサンショウウ

オの保護活動、フナムシの体色変化の研究、校内グ

ランドのイシクラゲの効果的な除去方法の研究などを

行った。 

また、風呂の前保存会のオオフサモ除去活動や小

学生親子が参加する公民館事業における講師補

助、サケの放流など、地域での活動に参加した。 

 

 

 

 

 
 

（かずさＤＮＡ研究所での検査）     （オオフサモ除去作業） 

＊前年度に開始したプロジェクトの２年目である。 

＊樹木医の指導の下、希望生徒 100 名以上の参加により、

土壌調査及びソメイヨシノの健康度調査を行った。 

その結果、本校の土壌全般は、栄養素が少ないものの

それほど悪いものではなく、むしろ伐採によるストレスが

樹木の生長に影響しているということがわかった。 

＊専門業者による剪定等、樹木医の指導のもと生徒・有志

による手入れ（表土を柔らかくする、余分な小枝の処理、

施肥、樹木周囲の立ち入り制限など）を行った。 

 

 

 

 

 

 
 

（樹木医の説明と調査作業等） 

 

 

 

 

廃棄物の不法投棄対策及び廃棄物処理法の規制前に処分された廃棄物の対策について助成する

事業です。 

 

●負の遺産対策事業の助成の状況 

年  度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
２５～２６ 

年度 ２７年度 
Ｈ２８～ 

令和２年度 

助成数 ２事業 ３事業 ４事業 １事業 １事業 １事業 - 

助成額 13,780千円 15,349 千円 14,319 千円 1,721 千円 
80,273 千円 

（年度繰越） 274 千円 - 

 

 

 

５ 負の遺産対策事業への助成  
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 ちば環境再生基金では、使用済み天ぷら油などの廃食用油を県民参加により回収し、地球温暖化の

原因である石油などの化石燃料から出る二酸化炭素を減らす取り組みの一環として、「廃食油燃料利用

促進プロジェクト事業」を平成２８年度から実施し、市町村、県民団体への支援を行っています。 

 

廃食油燃料利用促進プロジェト事業の概念図 
廃食油回収地点整備事例 

（使用済み天ぷら油） 

  
 

 

 

 

 

 

 

フード式ベランダストッカー（120L） 

ポール、ポールスタンド設置例 

 

 

●廃食油燃料利用促進プロジェクト事業の助成の状況 

年 度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和 2 年度 

応募数 ６事業 ８事業 ５事業 ５事業 ４事業 

助成数 ６事業 ８事業 ５事業 ５事業 ４事業 

助成額 ４９２千円    ５５１千円    ４２６千円    ４３９千円    ４００千円    

 

●令和２年度の助成事業 

 

●令和３年度の交付決定事業 

団 体 名 活動分野 新規・継続 

農業を楽しむ会 
地球温暖化防止対策 

省資源・リサイクル 
環境保全 

継続（６） 

横芝光町 継続（６） 

ちば油畑プロジェクト 継続（６） 

団 体 名 事 業 名 活動地域 

横芝光町 

廃食油回収活動 

横芝光町 

農業を楽しむ会 大網白里市 

（株）誉田新聞販売 千葉市緑区 

ちば油畑プロジェクト 船橋市 

６ 廃食油燃料利用促進プロジェクト事業への助成  
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県民総参加の活動とするために、職場内募金の依頼等を行いました。 
 

 

●年度別受入額                  令和３年３月３１日現在 

区  分 件  数 金  額 

１３年度 ３０件 ２，９９１，７８６円 

１４年度 ４２２件 ５２１，６２３，０８０円 

１５年度 ４６６件 ５６０，４６３，４５８円 

１６年度 ６５５件 ７，６４３，１５４円 

１７年度 ６０３件 ７，７１９，１２４円 

１８年度 ５８２件 ８，３７９，５０１円 

１９年度 ５８４件 ２６，７３７，７５９円 

２０年度 ５７３件 １１，９０６，６９２円 

２１年度 ５１６件 １２，４９１，１７６円 

２２年度 ４４１件 １１，２４４，５２５円 

２３年度 ３６９件 ８，３３６，８６０円 

２４年度 ４１９件 ７，２９４，１９５円 

２５年度 ３８４件 ６，１７５，９４６円 

２６年度 ４０１件 ５，９８９，８１５円 

２７年度 ３９２件 ６，８０１，８９９円 

２８年度 ４０２件 ７，６００，９６３円 

２９年度 ４０３件 ５，８５２，３５２円 

３０年度 ３６１件 ６，５３２，６１８円 

令和元年度 ３５１件 ７，６２９，４０２円 

２年度 ３１４件 １５，３６４，９４１円 

合  計 ８，６６８件 １，２４８，７７９，２４６円 

 

 

（１）令和２年度募金者別の状況                          令和３年３月３１日現在 

募金区分 
個人から

の寄付 

様々な募金 

活動による募金 

企業・団体 

からの寄付 

職場で集め 

られた募金 

その他 

（利息） 
合計 

件 数 ２ ２ ３４ ２６１ １５ ３１４ 

金 額（円） １５，０００ ３０，７６１ １３，６６２，０４３ １，４８７，４３３ １６９，７０４ １５，３６４，９４１ 

 

 

 

Ⅲ 啓発・募金活動 

１ 募金の状況 
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ア 個人からの寄付 

２名の方から寄付がありました。（氏名、金額の公表は差し控えさせていただきます。） 

 

イ 募金活動による募金 

当財団が参加した環境関連イベント及びちば犬着ぐるみを貸し出したイベント等における募金

活動による募金です。（２、（１）及び（２）参照） 

 

ウ 企業団体からの寄付  

次の企業、団体、エコちばコイン参加ホテルから寄付が寄せられました。 

 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

（株）アマダウエルドテック 

アコレ（株） 

（株）伊藤園 

イオンリテールストア(株） 

イオンリテール(株)南関東カンパニー 

イオンマーケット（株） 

（株）イトーヨーカ堂 

宇部興産（株）千葉石油化学工場 

（株）遠藤製作所 

AGC（株）千葉工場 

関東天然瓦斯開発(株) 

(株)カスミ 

KH ネオケム（株）千葉工場 

（株）京葉銀行 

御所薬局 

昭和電工(株)市原サイト社員一同 

大成企業（株） 

(株）タクマテクノス 

宝酒造（株）松戸工場 

（一社）千葉食品コンビナート協議会 

千葉県酒類販売(株) 

ハイテックケミ（株） 

マルエスメタル(株) 

山喜興業（株） 

（株）ヨーク 

ホテルポートプラザちば 

休暇村館山 

国民宿舎サンライズ九十九里 

成田エアポートレストハウス 

成田Ｕ－シティホテル 

ホテルファミリーオ館山 

 
 

エ 職場募金 

次の企業、団体等から職場募金がありました。 

（企業） 

（株）市原ニューエナジー 

出光興産(株)千葉事業所 

一宮ライティング（株） 

AGC（株）千葉工場 

（株）大山清運 

株式会社ケイハイ従業員一同 

コスモ石油（株）千葉製油所 

（株）合同資源千葉事業所 

住友化学(株)千葉工場 社員一同 

月島テクノメンテサービス(株) 

ティー・エム・ターミナル(株) 

東京ガス(株)袖ケ浦 LNG 基地 

東京ガス(株)都市エネルギー事業部 

日本天然ガス（株） 

日本製粉㈱千葉工場及び協力会社

（ニップンロジス・楠原輸送） 

ホテルニュー大新 

富士石油（株） 

双葉電子工業(株)社員一同 

三井化学㈱市原工場 社員一同 

山十道路（株） 

（株）ユーベック 

リ・パレット(株) 
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（県、市町村及び団体） 

国土交通省関東地方整備局 

千葉港湾事務所 

千葉県庁（２０１所属） 

八千代市役所環境保全課 

柏市役所環境部環境政策課 

南房総市 

市川市環境部 

白子町役場環境課 

多古町役場生活環境課 

君津市役所環境保全課 

香取市役所環境安全課 

香取広域市町村圏事務組合 

山武郡市広域行政組合 

東金市外三市町清掃組合  

長生郡市広域市町村圏組合 

千葉県道路公社  

千葉県住宅供給公社 

（公財）ちば国際コンベンションビューロー 

（公財）千葉県文化振興財団 

（公財）千葉県老人クラブ連合会 

（公財）千葉県下水道公社 

（一社）千葉県産業資源循環協会 

（公財）千葉県建設技術センター 

（公財）千葉県教育振興財団  

(一財)千葉県勝浦海中公園センター 

(一財）千葉県まちづくり公社 

(福）千葉県身体障害者福祉事業団  

千葉県信用保証協会 

千葉県後期高齢者医療広域連合 

千葉商工会議所 

千葉県職業能力開発協会 

全国農業協同組合連合会千葉県本部 

千葉県農業協同組合中央会 

全国共済農業協同組合連合会 

千葉県本部 

千葉県厚生農業協同組合連合会 

とうかつ中央農業協同組合 

ちば東葛農業協同組合 

 

 

 

（２）高額寄付者 

５万円以上の寄付をいただいた個人及び１０万円以上の寄付をいただいた法人・団体につきまして

は、基金運営規程に基づき、原則として名称（氏名）及び寄付金額を公表させていただいております。 

令和２年度は、以下のとおりです。 

名称及び寄付内容 寄付額（円） 

イオンリテール株式会社南関東カンパニー（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 3,267,691 

株式会社カスミ（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 3,132,892 

株式会社ヨーク（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 2,686,752 

株式会社イトーヨーカ堂（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 1,400,000 

株式会社伊藤園（「お～いお茶『お茶で千葉を美しく。』キャンペーン売上金の一部」） 800,000 

株式会社京葉銀行（アルファバンクのエコプロジェクト） 781,965 

アコレ株式会社（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 697,987 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社千葉支店 300,000 

AGC 株式会社千葉工場 206,543 

千葉県酒類販売株式会社（千葉県産の農産物を使用したオリジナル商品の売上金の一部） 200,031 

三井化学株式会社市原工場社員一同 153,000 

住友化学株式会社千葉工場社員一同 111,339 

双葉電子工業株式会社社員一同 101,636 

月島テクノメンテサービス株式会社 100,000 

昭和電工株式会社市原サイト社員一同 100,000 

富士石油株式会社 100,000 
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（３）ちば環境再生基金顕彰規程に基づく感謝状の贈呈 
 

募金活動に功績のあった個人、法人及び団体に対し、ちば環境再生推進委員会会長から感謝状

を贈呈しています。顕彰の対象は、初回の寄付又は前回の顕彰後の寄付からの寄付金額の合計が個

人にあっては１０万円以上、法人･団体にあっては２０万円以上のものであり、令和２年度は、以下のと

おり会長名の感謝状を贈呈しました。 
 

顕彰日 寄付者名 

７月３０日（郵送） 株式会社カスミ 

  ８月 ４日 アコレ株式会社 

   ８月 ４日 株式会社京葉銀行 

   ８月 ６日 千葉県電力総連 

   ８月 ７日 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社千葉支店 

   ９月１４日 千葉県酒類販売株式会社 

 １１月 ６日（郵送） 昭和電工株式会社市原サイト 

  １１月１１日 イオンリテール株式会社南関東カンパニー 

  １１月１１日 株式会社伊藤園 

 １１月１６日（郵送） とうかつ中央農業協同組合 

 １１月 1９日（郵送） 出光興産株式会社千葉事業所 

  １２月 １日 AGC 株式会社千葉工場 

  １２月 ４日 日本製粉株式会社千葉工場・ニップンロジス・楠原運送一同 

  １２月１０日 コスモ石油株式会社千葉製油所 

 

 

 

 
 

イオンリテール株式会社 南関東カンパニー 
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株式会社伊藤園 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

アコレ株式会社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

株式会社京葉銀行 

 

 

 

千葉県電力総連 
 

 

 
あいおいニッセイ同和損害 
保険株式会社千葉支店 
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千葉県酒類販売株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＧＣ株式会社 千葉工場 
 

 
日本製粉株式会社千葉工場・ 

ニップンロジス・楠原輸送 一同 
 

 

コスモ石油株式会社 千葉製油所 
 
 

 
株式会社カスミ 

 

 
昭和電工株式会社市原サイト 

 
とうかつ中央農業協同組合 

 
出光興産株式会社千葉事業所 

 
 
 

企業等の皆様からの御支援を県民・環境ＮＰＯ等への活動支援や 

未来の環境活動を担う人材育成に繋げます。 

ありがとうございました。 
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県民総参加の活動とするために、環境問題に関する啓発活動、基金事業の広報等を行いました。 

（１）環境関連イベント等への参加 

開催日 イベント名 開催地 

※コロナウイルス感染防止対策のため、各イベントが中止 

（２）ちば犬着ぐるみの貸し出し 

貸出日 イベント名 開催場所 開催地 

※コロナウイルス感染防止対策のため、各イベントが中止 

 

（３）募金箱の設置 

 
 
 （アクリル製募金箱）                      （紙製募金箱） 

     -透明・鍵つき-                                 -ボール紙・鍵なし- 
 
      幅  ： 12cm                                 *同寸法 
        高さ ： 17.9cm 
        奥行 ：  9.7cm 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

●募金箱新規設置店舗 

みなみ薬局 
（館山市） 

アークス薬局 
（館山市） 

アークス薬局西口店 
（館山市） 

みなみ薬局大原台店 
（いすみ市） 

みなみ薬局勝山店 
（鋸南町） 

みなみ薬局鴨川店 
（鴨川市） 

館山調剤薬局 
（館山市） 

みなみ薬局つるがや店 
（館山市） 

 

 

（４）活動ニュースの発行 

県民の環境活動支援事業をはじめ各種活動に対する助成金による支援の状況、その他、基金の 

活動状況や成果を報告するため、「ちば環境再生基金活動ニュース」を作成し、ＮＰＯや職場募金を

実施していただいた事業所などに配布しました。 
 

●第２３号 令和３年３月３１日   発行部数  ３,０００部 

内容  ・職場募金や企業活動による基金への寄付状況（令和３年３月末） 

・環境活動への支援状況（令和２年度及び３年度）及び活動事例の紹介 

・その他 

 
（５）ホームページ（https：//www.ckz.jp/saisei/）による情報発信 

基金のホームページを適時更新し、新しい活動状況、成果などの情報を発信しました。 

 

２ 啓発・募金活動 
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（６）エコちばコインの実施 

宿泊客が自然環境の保全・再生に貢献するエコちばコインの趣旨に賛同し、歯ブラシなどのアメニ

ティグッズを１つも使用しなかった場合、客室に備えつけられたコインをフロントの回収箱に投じること

により、投じられたコインの枚数に応じてホテルから「ちば環境再生基金」に寄付いただくものです。 

令和２年度は、引き続き、下段に記載の６ホテルにご協力いただいております。 

●コイン回収状況                                      令和３年３月３１日現在 

年  度 平成２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 

枚 数（枚） ２，２７７ ２，２６４ ２，０３５ １，８６７ １，３８１ １，２１９ ６１３ 

寄付額（円） ５９，１３０ ７０，３１０ ６４，５３０ ５７，２８０ ４４，７６０ ３５，７５０ ７，６２０ 

エコちばコイン           回 収 箱 

 

 

 

 

 

 

●参加ホテル 

宿 泊 施 設 名 所在地 開始年月 

ホテルポートプラザちば 千葉市 １７年４月 

成田エアポートレストハウス 成田市 １７年４月 

成田Ｕ－シティホテル 成田市 １７年４月 

休暇村館山 館山市 １７年４月 

ホテルファミリーオ館山 館山市 １７年６月 

国民宿舎サンライズ九十九里 九十九里町 １７年９月 
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Ⅳ 会議の開催状況 

１ ちば環境再生推進委員会の開催状況 

＜第１回＞ 

・ 日時：令和２年１１月２６日（木）午後２時から 

・ 場所：ホテルプラザ菜の花 ４階 特別会議室 

・ 議題 ① 委員長の選任について 

      ② 副委員長、事業推進部会長及び負の遺産部会長の指名について 

③ 令和元年度事業報告及び決算について（報告） 

④ 令和２年度上期の事業実施状況について（報告） 

⑤ 令和２年度下期の事業予定及び収支見込みについて（報告） 

⑥ その他 

 

 

＜第２回＞ 

・ 日時：令和３年３月 

・ 書面による開催、審議 

・ 議題 ① 令和２年度事業報告について 

② 令和２年度事業決算見込みについて 

③ 令和３年度事業計画（案）について 

④ 令和３年度事業当初予算（案）について 

⑤ その他 

 

 

 

 

 

 

 ２ 各部会の開催状況 

ア  事業推進部会 

＜第１回＞ 

・ 日時：令和３年１月２０日（水） 午後２時から 

・ 場所：ホテルプラザ菜の花 ４階 羽衣 

・ 議題 ① 令和３年度ちば環境再生基金助成事業申請状況について 

 ② 令和３年度ちば環境再生基金助成事業第１次審査について 

 ③ その他 
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＜第２回＞ 

・ 日時：令和３年２月２６日（金） 午後１時から 

・ 場所：ホテルプラザ菜の花 ４階 槙 

・ 議題  

① 令和３年度環境活動見本市等普及啓発支援事業第２次審査について 

・申請団体によるプレゼンテーションの実施 1 団体 

② 令和３年度提案型環境再生事業第２次審査について 

・申請団体によるプレゼンテーションの実施 1 団体 

③ 令和３年度県民の環境活動支援事業第２次審査について 

・申請団体によるプレゼンテーションの実施 １団体 

④ 第２次審査結果の取りまとめ 

⑤ その他 

 

 

イ ちば環境再生基金助成金説明会 

 

・ 日時：令和２年１０月２８日（水） 午後１時から 

・ 場所：千葉市生涯学習センター ３階 大研修室 

① 令和３年度活動助成金の募集について 

② 助成申請書の作成ポイント 

③ 実績報告書の作成ポイント 

④ 質疑 
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Ⅴ 令和２年度決算 

貸 借 対 照 表 
令和３年３月３１日現在              （単位：円） 

資   産 負債及び正味財産 

Ⅰ 資産の部 

１ 流動資産 

未収金      １，４０１，４００ 

流動資産合計   １，４０１，４００ 

２ 固定資産 

(1)特定資産 

①ちば環境再生基金預金  

１４６，８５０，３１６ 

②ちば環境再生基金未収金 

３，４８５，１９０ 

③ちば環境再生基金定期預金 

             ４７５，０００，０００ 

④ちば環境再生基金有価証券 

         ２００，０００，０００ 

 特定資産合計 ８２５，３３５，５０６ 

(2)その他固定資産 

器具備品             ２ 

  その他固定資産合計        ２ 

固定資産合計 ８２５，３３５，５０８ 

 

資産合計   ８２６，７３６，９０８ 

Ⅱ 負債の部 

流動負債 

未払金        １，２１４，４８６ 

他会計借入金       １８６，９１４ 

流動負債合計          １，４０１，４００ 

   

 

Ⅲ 正味財産の部 

１ 指定正味財産    ８２５，３３５，５０６ 

（うち基本財産への充当額）      （０） 

（うち特定資産への充当額） 

        （８２５，３３５，５０６） 

2 一般正味財産              ２ 

（うち基本財産への充当額）      （０） 

（うち特定資産への充当額）      （０） 

正味財産合計    ８２５，３３５，５０８ 

 

 

 

 

負債及び正味財産合計  ８２６，７３６，９０８ 

正 味 財 産 増 減 計 算 書 
自：令和２年４月１日  至：令和３年３月３１日        （単位：円） 

増   加 減   少 

Ⅰ 増加原因の部 

１ 寄附金収入  １５，１９５，２３７ 

２ 補助金収入  １０，８５７，５９０ 

３ 利息収入      １６９，７０４ 

４ 助成金戻り収入    ９２６，６５３ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

増加原因の部合計 ２７，１４９，１８４ 

Ⅱ 減少原因の部 

１ 県民の環境活動支援事業助成金 

           １２，７１８，０００ 

２ 提案型環境再生事業助成金      ０ 

３ 環境活動見本市等普及啓発支援事業 

            １，５８９，７９２ 

４ 未来の環境活動担い手支援事業 

              ２００，０００ 

５ 廃食油燃料利用促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 

              ４００，０００ 

６ 負の遺産対策事業           ０ 

７ 啓発事業費     １，２９９，２１０ 

８ 管理費        １０，８５７，５９０ 

９ 事務費        １，５９９，７１０ 

減少原因の部合計   ２８，６６４，３６２ 

 当期正味財産増減額  △１，５１５，１７８ 

正味財産期首残高  ８２６，８５０，６８６ 

正味財産期末残高  ８２５，３３５，５０８ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先：一般財団法人千葉県環境財団 

〒２６０－００２４ 千葉市中央区中央港１丁目１１番１号 

Tel. ０４３－２４６－２０９１（代）  Fax.０４３－２４７－４１５２ 

基金のホームページ  https://www.ckz.jp/saisei/ 

 

https://www.ckz.jp/saisei/

