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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  

社会づくりなどに役立てられています。 
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              募 金 の 状 況      （令和４年３月３１日現在） 

募金区分 
令和３年度 累計 

件数 金額（円） 件数 金額（円） 

個人からの寄付 ６ ５１３，５０１ ３４９ ４，５０２，３９２ 

様々な募金活動による募金 ２ ２，７７０ ６５７ ５，２７６，８５１ 

企業・団体からの寄付 ４５ １９，０２７，７９１ ６８５ ５７９，９９６，５０９ 

職場で集められた募金 ２７９ １，４９６，０９３ ６，９８１ ５４，６０４，７４５ 

その他（出捐金・利息） １４ １５０，６０３ ３４２ ６２５，５８９，５０７ 

合計 ３４６ ２１，１９０，７５８ ９，０１４ １，２６９，９７０，００４ 

 

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   熊谷 俊人（千葉県知事） 

委 員 長   橋立 達夫 

副委員長   永島 克彦 

委 員                                      （令和４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 

永島 克彦 (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 吉野美砂子 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 
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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２９年度 ３０年度 令和元年度 2 年度 ３年度 

応募数 ５３事業 ６１事業 ５９事業 ６７事業 ７０事業 

助成数 ５２事業 ６０事業 ５８事業 ６３事業 ６８事業 ＊ 

助成額 ９，０１３千円 １１，１５０千円 １１，４９０千円 １１，７１４千円 １１，１６３千円 

＊令和３年度助成応募数７０事業のうち、申請取下げ１、事業中止（コロナのため）１ 

 

●令和３年度の助成事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

１ 森の博物館 「天野谷津」及び「館の森」の森林整備 市川市 新規 

２ いちかわ里山整備隊 市川市の環境整備 市川市  

３ 
大網白里市ジュニアリーダー
スクラブ 

南玉ホタル保全活動、九十九里浜白

里海岸３０号線沿保全活動 
大網白里市  

４ 
東葛エリアソーラークッカー大

会実行委員会 

東葛エリア第 5 回ソーラークッカー大

会及び普及活動 
我孫子市 新規 

5 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  

6 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  

７ おおあみ里やまの会 大網白里市小西里山環境保全事業 大網白里市  

８ 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 
市川市  

９ 
神崎川を守るしろい八幡溜の

会 
八幡溜湿地保全活動 白井市 新規 

10 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  

11 松之郷里山再生の会 松之郷里山再生保全活動 東金市 新規 

12 
（特非）いちかわ地球市民会

議 
環境保全・地球温暖化防止・ＳＤＧｓ 市川市  

１ 県民の環境活動支援事業への助成 



- 4 - 

 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

13 エコネットかまがや 地球温暖化防止活動 鎌ケ谷市  

14 持続可能な銚子づくりの会 
持続可能な“銚子”づくり ～障害者と

取り組む海岸清掃～ 
銚子市 新規 

15 八千代里山ロック隊 島田台地区里山保全活動 八千代市  

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 里山ボランティア流山 市民の森保全活動 流山市  

18 浦安三番瀬を大切にする会 海にありがとう 浦安市  

19 浦安水辺の会 境川であそぼう 浦安市  

20 十枝の森を守る会 十枝の森の自然環境保全事業 大網白里市  

21 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  

22 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  

23 （特非）リトカル 
都市公園等を利用した生き物観察会・

樹名板設置活動 
千葉市  

24 
（特非）いちかわライフネットワ

ーククラブ 

私たちの故郷・ちばの環境再生にプロ

グラミングで挑戦プロジェクト 
市川市 新規 

25 いちかわ八樹の会 
天野谷津の森・柏井町 2 丁目緑地 3

期生実習林の整備保全活動 
市川市  

26 高根台フラワーガーデン 花時計花壇で地域活性化 市原市  

27 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  

28 
（特非）環境パートナーシップ

ちば 

ＳＤＧｓとＥＳＤの理解促進（ＳＤＧｓ若者

交流とＥＳＤプログラム体験会） 
千葉市  

29 
八千代市ほたるの里づくり実

行委員会 

ヘイケボタルの自生を目指したホタル

の里づくり 
八千代市  

30 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  

31 たろやま会 
たろやまの郷自然観察会・農業体験

及び広報活動 
四街道市 新規 

32 温暖化防止うらやす 
浦安市内での地球温暖化防止対策啓

発事業 
浦安市 新規 

33 （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  

34 
（一社）銀座環境会議（Ｒｅｆｉｌｌ

松戸幹事団体） 

温暖化防止とプラごみ発生抑制のた

めの給水スポット拡大事業 
松戸市 新規 

35 
(特非）いちかわ電力コミュニ

ティ 

市川市の太陽光発電などの再生可能

エネルギー普及ＰＲ事業 
市川市 新規 
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

36 エコマリン大網 
地球温暖化防止対策の地域住民及び

児童、生徒への普及啓発活動 
大網白里市  

37 本須賀波乗り倶楽部 本須賀海岸ビーチクリーン 山武市  

38 風呂の前里山保存会 花の里山の保護・啓発活動 市原市  

39 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  

40 ボランティア集団山人 
豊かな生態系・豊かな自然・豊かな心

の育み事業 
香取市  

41 船橋ほたる観察会 

船橋市内のヘイケボタル生息状況調

査及びミトコンドリアＤＮＡの配列解析

を用いた千葉県北西部のヘイケボタ

ルの種内変異の検出による地理的分

離状況の把握とその情報共有 

船橋市 新規 

42 
（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  

43 野田エコライフ推進の会 
地球温暖化防止対策 身近な地球温

暖化防止行動啓発 
野田市 新規 

44 
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

代につなぐ活動パートⅡ 
千葉市  

45 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  

46 
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  

47 
自然エネルギーを広めるネッ

トワークちば 

千葉県民への地球温暖化、再生可能

エネルギーに関する啓発活動 
千葉県内  

48 大柏川かはづ会 大柏川景観活動 市川市  

49 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

び学習活動 
船橋市  

50 
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 
 

51 手賀沼水生生物研究会 

市民による手賀沼及び周辺水域にお

ける水辺の生きもの保全活動とその普

及啓発活動 

我孫子市  

52 我孫子野鳥を守る会 
創立 50 周年記念誌「手賀沼の鳥Ⅳ」

の編纂作成 

我孫子市 

柏市 
新規 

53 （特非）南房総エコネット 
市民みんなで取り組む環境保全をめ

ざして 
南房総市  
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

54 いちはら里山クラブ 
市原の豊かな自然を護る里山保全活

動 
市原市  

55 三番瀬写真展実行委員会 
三番瀬自然観察撮影会・写真展開

催・写真集発行事業 
船橋市  

56 
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 Ｃ Ｏ

２”！！』地球温暖化防止対策啓発事

業 

船橋市  

57 
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 船橋市ほか  

58 
（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 
 

59 （特非）いんざい子ども劇場 里山の生き物を守る「子どもの田んぼ」 印西市 新規 

60 （特非）ちば里山センター 
ちば里山カレッジ「拡げよう・つなげよう

里山活動」 
千葉県内  

61 （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 
佐倉市  

62 金束もみじの会 金束地区、平塚地区里山保全活動  鴨川市  

63 ふれあい千葉 
東国吉『ふれあいの森』の整備及びそ

の周辺の森林里山の整備活動 
市原市  

64 （特非）しろい環境塾 冬水田んぼと里山学校 2021 白井市  

65 （特非）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  

66 （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 
千葉市  

67 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

再生活動の継続 
市原市  

68 
（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２０２

1（3.11 復活の森づくり４） 
山武市  

（注）団体名の（特非）は、特定非営利活動法人の略です。 

備考欄の「新規」は、過去２年以内に助成金を受けていないものです。 
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令和３年度【県民の環境活動支援事業】 活動事例紹介 
 

東葛エリアソーラークッカー大会実行委員会 

＜東葛エリア第５回ソーラークッカー大会 

及び普及活動＞ 

（特非）ちば里山センター 

＜ちば里山カレッジ「拡げよう・つなげよう 

里山活動」＞ 

＊地球温暖化防止活動と災害時訓練活動に極めて有効

な太陽光の有効活用活動を普及し、循環型社会やエ

コライフを推進するため、高大連携企画として生徒・学

生の参加によるソーラークッカー大会を開催した。 

＊川村学園女子大学キャンパスの会場に、１８の市民団

体や学生・生徒チームが参加した。持ち寄ったソーラ

ークッカーは、風対策や熱集めにそれぞれ工夫の跡

が見られ、回を重ねた効果が感じられた。また一堂に

会することでお互いの機器と性能を確かめ合うことが

でき、次回に向けて励む効果があった。 

 

＊本研修を受講後、受講生が各地で継続的に里山活

動を展開できるよう、座学及びフィールド実習を通じ、

里山活動の中核となるに必要な知識・技能を習得す

る内容とした。 

 ・森林に関する基本的知識の習得 

 ・里山保全・森林整備の基本的知見の習得 

 ・里山保全・森林整備の基礎的な活動の体験 

＊参加者募集について、各市の広報紙への掲載等の

ご支援により、広く県内１５市町より３０名の受講者を

得ることができた。 

 

  
 

（特非）いちかわライフネットワーククラブ 

＜私たちの故郷・ちばの環境再生にプログラミン

グで挑戦プロジェクト＞ 

風呂の前里山保存会 

＜花の里山の保護・啓発活動＞ 

＊市内のプログラミングを得意とする児童・生徒に対

し、市環境部等から環境に関するレクチャーとディス

カッションを行い、プログラミング講師とともに「環境」

をテーマとするプログラミング作品を構築した。 

＊いちかわ情報プラザで、市民に向けて成果発表会

を行い、小中学生６名の作品が発表され千葉工業

大学（創造工学部）に審査・講評をしていただいた。 

 また、地元タブロイド紙の取材があり、当日の様子が

掲載された。 

 

＊芽吹き前の下草刈り、秋以降の斜面の草刈りや落葉

掻き、雑木枝打ち、除伐などの整備を行った。 

＊イノシシの被害対策として、無人カメラで動静調査を

行い、活動地周辺にネットなどを施した。 

＊市原市主催のカタクリ観察会、市津公民館と共催で

「子供たちの里山観察会、水辺の生き物観察会」を

開催した。また、夏には里山を開放して見学者にキ

ツネノカミソリを楽しんでもらうことができた。 
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自然エネルギーを広めるネットワークちば 

＜千葉県民への地球温暖化、再生可能エネル

ギーに関する啓発活動＞ 

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＞ 

＊コロナ禍、オンラインを使用して勉強会、上映会＆セ

ミナーを開催し、年間を通じて多くの市民に自然エネ

ルギーの啓発へつながった。 

＊勉強会は７回開催し、参加者は１回平均３０名であっ

た。 

＊上映会＆セミナーには１５０名ほどが参加した。 

＊エコメッセちば 2021 にオンライン動画で参加した。 

 

＊鷹の台弁天緑地（河川敷）を拠点に隣接部、周辺部

の公園化、名所化を推進した。 

＊鷹の台弁天緑地の芝生張、道路沿いの花壇の花の

植え替え、樹木の剪定を行った。 

＊花見川河川敷桜並木（１ｋｍ、約１００本）の徒長枝の

剪定、倒木の処理、下草刈り、不法投棄ごみの処理

を行った。 

＊花見川水辺の河川敷遊歩道（約８ｋｍ）の下草刈、雑

木の伐採を行った。 

 

  
 

（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２０２１ 

 （３．１１復活の森づくり４）＞ 

我孫子野鳥を守る会 

＜創立５０周年記念誌「手賀沼の鳥Ⅳ」の 

編纂作成＞ 

＊これまで未着手であった0.12ha について、津波による

塩害を受け枯れてしまった木々を撤去し、破砕機によ

り破砕及びチップ化して海岸林内に敷き詰めた。（専

門業者委託） 

＊抵抗性クロマツの苗木 1,200 本を、26 人のボランティ

アの参加で植林した。 

＊苗木周りに生えてくる雑草を、延べ 52 人のボランティ

アの参加で手鎌により刈り取りを行った。 

 

＊当会が蓄積した手賀沼周辺の野鳥情報を基に、３部

構成（「手賀沼の水鳥の個体数調査」「手賀沼で観察

される鳥」「手賀沼ビオトープの鳥類」）となる記念誌を

作成し、県・市町村、大学・高校、図書館等へ配布した。 

＊記念誌から市民に伝えたい内容をパネルにとりまと

め、手賀沼流域７市で開催予定の「野鳥写真展」や

我孫子市鳥の博物館と共催で予定している企画展で

展示・説明を行い、市民への啓発活動に活用する。 
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●令和４年度の交付決定事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

１ 森の博物館 「天野谷津」及び「館の森」の森林整備 市川市  

２ いちかわ里山倶楽部 
「堀之内貝塚公園」及び「前畑緑地」の

整備保全活動 
市川市 新規 

３ いちかわ里山整備隊 市川市の環境整備 市川市  

４ 
東葛エリアソーラークッカー大

会実行委員会 

東葛エリア第６回ソーラクッカー大会及

び普及活動 
我孫子市  

5 
大網白里市ジュニアリーダー

スクラブ 

南玉ホタル保全活動と九十九里浜白

里海岸３０号線沿保全活動 
大網白里市  

6 我孫子市景観形成市民会議 
生物多様性を保全する『ハケの道』へ

の植栽と活用啓発活動 
我孫子市 新規 

７ おおあみ里やまの会 大網白里市小西里山環境保全事業 大網白里市  

８ 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  

９ 野田エコライフ推進の会 身近な地球温暖化防止行動啓発 野田市  

10 梨風苑ガーデニングサークル 
地域住民から愛される梨風苑北側緑

地の整備事業 
市川市 新規 

11 （特非）銚子海洋環境調査隊 魚類鳥類の残留プラスチック調査 銚子市  

12 
（特非）市津・ちはら台自然楽

校 
東国吉地区の里山保全活動 市原市 新規 

13 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 
市川市  

14 
（特非）印旛沼広域環境研究

会 

印旛沼水質浄化啓発のため水草バン

クシステム校の児童と親子の環境体験

学習事業の実施 

佐倉市  

15 
神崎川を守るしろい八幡溜の

会 
八幡溜湿地保全活動 白井市  

16 たろやま会 
たろやまの郷自然観察会・農業体験

及び広報活動 
四街道市  

17 
「みんなの学校」地域環境グ

ループ 

朝日ヶ丘地区沿道修景美化事業「み

んなの庭」 
千葉市 新規 

18 
（特非）いちかわ電力コミュニ

ティ 

市川市の太陽光発電などの再生可能

エネルギー普及 PR 事業 
市川市  

19 
（特非）いちかわライフネットワ

ーククラブ 

プログラミングで千葉の環境問題にチ

ャレンジ 
市川市  

20 
NPO 法人森林デザイン研究

所 
富津臨海の森活用促進事業 富津市 新規 
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

21 
（仮称）佐倉西部自然公園支

援し隊 

自然公園予定地の里山保全及び希少

種保護・啓発活動 
佐倉市 新規 

22 高根台フラワーガーデン 花壇整備で地域活性化 市原市  

23 十枝の森を守る会 十枝の森の自然環境保全事業 大網白里市  

24 八千代オイコス 
花輪川環境保全活動と、市内美化活

動 
八千代市 新規 

25 浦安三番瀬を大切にする会 
「海にありがとう」三番瀬の海から江戸

前発信！ 
浦安市  

26 船橋ほたる観察会 

船橋市内のヘイケボタル生息状況調

査及びヘイケボタルの種保存のため

の活動 

船橋市  

27 金束もみじの会 金束地区、平塚地区 里山保全活動 鴨川市  

28 
やまなし「月見の里」づくりの

会 
やまなし「月見の里」整備事業 四街道市 新規 

29 温暖化防止うらやす 
浦安市内での地球温暖化防止対策啓

発事業 
浦安市  

30 里山・竹の会 
熱田地区の里山保全及び佐山地区の

里山保全活動 
八千代市 新規 

31 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  

32 
八千代市ほたるの里づくり実

行委員会 

ヘイケボタルの自生を目指したホタル

の里づくり 
八千代市  

33 八千代里山ロック隊 島田台地区里山保全活動 八千代市  

34 浦安水辺の会 境川でもっとあそぼう 浦安市  

35 いちかわ八樹の会 
天野谷津の森・柏井２丁目３期生実習

林の整備保全活動 
市川市  

36 国分川調節池と歩む会 
国分川調節池緑地の生物多様性を高

める工夫と観察会の実施 
市川市 新規 

37 エコネットかまがや 地球温暖化防止推進事業 鎌ヶ谷市  

38 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  

39 （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  

40 本須賀波乗り倶楽部 本須賀海岸ビーチクリーン 山武市  

41 
（特非）いちかわ地球市民会

議 

環境保全・地球温暖化防止・SDGｓの

活動と啓発 
市川市  

42 
市川市地球温暖化防止対策

推進協議会 
令和４年度親子環境映画上映会 市川市  
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

43 （特非）リトカル 
都市公園等を活用した生き物観察会・

樹名板設置活動 
千葉市  

44 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  

45 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  

46 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  

47 ブリサ 船橋市北部地域の里山環境保全 船橋市 新規 

48 
NPO 法人千葉県森林インスト

ラクター会 
FIC の森保全整備活動 君津市 新規 

49 ボランティア集団山人 
豊かな生態系・豊かな自然・豊かな心

の育み事業 
香取市  

50 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  

51 三番瀬を守る会 
三番瀬の自然を見直そう 田久保晴

孝写真展 
船橋市 新規 

52 アースドクターふなばし 
地球温暖化防止対策・啓発活動及び

学習活動 
船橋市  

53 
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

代につなぐ活動パートⅢ 
千葉市  

54 （特非）いんざい子ども劇場 
里山の生き物を守る『子どもの田んぼ』

第２期 
印西市  

55 
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  

56 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  

57 
松戸里やま応援団 樹人の会

（じゅうにのかい） 
野うさぎの森の環境保全と活用 松戸市 新規 

58 NPO 法人亀成川を愛する会 生きものいっぱい田んぼ作り 印西市  

59 
美しい手賀沼を愛する市民の

連合会 
手賀沼を知るデジタル教材作り 手賀沼流域 新規 

60 
自然エネルギーを広めるネッ

トワークちば 

千葉県民へ地球温暖化防止、再生可

能エネルギーに関する啓発活動 
千葉県内  

61 大柏川かはづ会 大柏川景観活動 市川市  

62 
一般社団法人再生可能エネ

ルギー事業協会 

千葉県山武郡市農業地域で、温室効

果ガス排出ゼロ、バイオマス循環型社

会推進と土壌改良を進めるための学

習・普及活動 

大網白里市 新規 
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

63 手賀沼水生生物研究会 

市民による手賀沼及び周辺水域にお

ける水辺の生きもの保全活動とその普

及啓発活動 

我孫子市  

64 
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 

一宮町、白子

町、長生村 
 

65 （特非）南房総エコネット 
市民みんなで取り組む環境保全をめ

ざして 
南房総市  

66 風呂の前里山保存会 
希少種の自生する里山の環境整備・

保護啓発活動 
市原市  

67 ぼっけ生きもの俱楽部 
自然環境保全・啓発活動と希少種「ツ

ツイトモ」の保全 
市川市  

68 三番瀬写真展実行委員会 
「三番瀬自然観察撮影会・写真展開

催・写真集発行」事業 
船橋市  

69 いちはら里山クラブ 
市原の豊かな自然を守る里山保全活

動 
市原市  

70 
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  

71 （特非）いづみの会 鶴舞「いづみの森」整備事業 市原市 新規 

72 （特非）ちば森づくりの会 
都市近郊に位置する千葉市の里山を

森林施業で保護・保全する活動 
千葉市 新規 

73 
（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 
 

74 （特非）ちば里山センター 
ちば里山カレッジ「拡げよう・つなげよう

里山活動」 
千葉県内  

75 
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  

76 （特非）水環境研究所 

下総台地の湿地帯における水質浄化

機能に関する調査及び千葉県内の湧

水調査 

千葉県内  

77 ふれあい千葉 
市原市東国吉『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  

78 （特非）しろい環境塾 冬水田んぼと子どもの里山学校 2022 白井市  

79 （特非）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  

80 （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 
千葉市  

81 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

再生活動の継続 
市原市  
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

82 
（特非）森のライフスタイル研

究所 
サーフィン２０２０の森づくり 一宮町  

（注）団体名の（特非）は、特定非営利活動法人の略です。 

備考欄の「新規」は、過去２年以内に助成金を受けていないものです。 

 
 
 
 

 
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て実施する県民団

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。 

市町村に対しては、従来「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２６年度 ２７年度 ２８年度 
平成２９～ 

令和２年度 
令和３年度 

応募数  ６事業 １事業    １事業      － １事業    

助成数  ６事業 １事業    １事業    － １事業    

助成額 ９，１０９千円  １，４９９千円  ５００千円  － ２，２００千円  

 

 

●令和３年度の助成事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

コウノトリと共生する地域づくり推

進協議会 

コウノトリを活用した魅力的な地域づく

り推進事業 
野田市 新規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 提案型環境再生事業への助成 
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令和３年度【提案型環境再生事業】 活動事例紹介 
 

コウノトリと共生する地域づくり推進協議会 

＜コウノトリを活用した魅力的な地域づくり推進事業＞ 

地域振興や経済活性化など「コウノトリを活用した魅力的な地域づくり推進事業」に取り組み、人もコウノトリも暮

らしやすい自然と共生する持続可能な地域づくりが実現することを目的としています。 

  【自然と共生する地域づくりに関する事業】 

  コウノトリの採餌環境調査を実施し、コウノトリの生息

環境を整備しました。また、コウノトリ飼育施設である

「こうのとりの里」を環境学習が実践できる場として活

用するため、施設の展示更新、コウノトリボランティア

の会による見学案内等を行いました。 

 

   【コウノトリの保全に関する事業】 

 第９回「コウノトリの保全に関する有識者会議」を令和４

年１月２７日に開催するとともに、個別ヒアリングを実

施し、今後のコウノトリの飼育・繁殖・野生復帰の指針

となる「コウノトリ保全計画」を策定しました。 

 

 

 

●令和４年度の交付決定事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

コウノトリと共生する地域づくり推

進協議会 

コウノトリを活用した魅力的な地域づく

り推進事業 
野田市  

 

 

 

 

 

県民の環境意識向上と環境活動への積極的な参加を促すため、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、県民等の活動を紹介する広域的な普及啓発等の事業に対して、平成２７年度

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（最近５年間） 

年 度 平成２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 

応募数 ２事業 ２事業 ２事業 ２事業 １事業 

助成数 ２事業 ２事業 ２事業 ２事業 １事業 

助成額 ２，９２３千円 ３，０００千円 ３，２５０千円 １，４４５千円 １，２４５千円 

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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●令和３年度の助成事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

エコメッセちば実行委員会 「エコメッセ２０２１in ちば」開催事業 
県内全域 

（幕張メッセ） 
 

 

令和３年度【環境活動見本市等普及啓発支援事業】 活動事例紹介 
 

エコメッセちば実行委員会 

＜第 2６回エコメッセ２０２１in ちば  Prosperity＞ 

第２６回を迎えた「エコメッセ 2021in ちば」のテーマは「Prosperity：笑顔あふれる未来を創ろう。」 

  昨年同様、オンラインで開催しました。 

【SDGｓオンライン座談会】 

 CO₂削減が待ったなしの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、 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

で話し合いました。 

 

【若者による SDGｓ団体インタビュー】 

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。 

市原市役所企画部、住友化学株式会社千葉工場に

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。 

 

 
 
 
●令和４年度の交付決定事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

エコメッセちば実行委員会 「エコメッセ２０２２in ちば」開催事業 
県内全域 

（幕張メッセ） 
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４ 未来の環境活動担い手支援事業への助成 

助成事業の見直しにより、平成２８年度から、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（最近５年間） 

年 度 平成２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 

応募数 ２事業 ３事業 ２事業 ２事業 ４事業 

助成数 ２事業 ３事業 ２事業 ２事業 ４事業 

助成額 １３３千円 ２５０千円 ２００千円 ２００千円 ４００千円 

 

 

●令和３年度の助成事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

１ 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 
船橋市  

２ 
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

村田川周辺環境活動等 
市原市  

３ 
千葉県立松戸南高等学校科

学研究部 

環境保全活動のための環境工学技術

の研究及びその普及活動 

松戸市、白井

市ほか 
 

４ 
学校法人中央国際学園中央

国際高等学校 

持続可能な林業を支援する担い手の

育成事業 
御宿町 新規 

 

 

●令和４年度の交付決定事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

１ 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 
船橋市  

２ 
千葉県立松戸南高等学校科

学研究部 

環境保全活動のための環境工学技術

の研究及びその普及活動 

松戸市、白井

市ほか 
 

３ 
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

村田川周辺環境活動等 
市原市  

 

 

 



- 17 - 

 

令和３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＞ 

千葉県立松戸南高等学校科学研究部 

＜環境保全活動のための環境工学技術の研究及

びその普及活動＞ 

＊本校敷地内に植栽されている１３２本のソメイヨシノ

のうち、樹木健康調査で生育が不良とされている 

６７本について、生徒・教職員が樹木医、地域住民

と連携して再生活動を実施している。 

＊コロナ禍の状況で、令和３年度は生徒・教職員のみ

で、表土をやわらかくして空気のとおりを良くする、

余分な小枝の除去、堆肥を入れる、樹木周囲の立入制

限などのメンテナンスを行った。（生徒９０名が参加） 

 

＊神崎川を守るしろい八幡溜の会と協力し、地元小中

学生に八幡溜の生き物を紙芝居形式で紹介した。 

＊手賀沼水環境保全協議会と協力し、ミニ手賀沼に水

生植物栽培ゲージを設置した。 

＊ヘイケボタル飼育装置を修理改善して、船橋市坪井

湿地のヘイケボタルの幼虫飼育を行うとともに、移植

して繁殖がはじまったアカガエルの卵塊の一時保護

を行った。 

 

 

  
 

学校法人中央国際学園 中央国際高等学校 

＜持続可能な林業を支援する担い手の育成事

業＞ 

   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 

周辺環境活動等＞ 

＊（特非）いすみ竹炭研究会の方を講師とし、いすみ

市の大栄寺をフィールドに、竹炭研究会の活動趣

旨に関する講話、竹炭づくりの実習やチェーンソー

体験などを行った。 

＊竹林整備で得た竹材から作った竹炭を利用して、土

壌改良や水質保全などの環境保全に取り組む活動

であることが理解できた。 

 

＊校内のビオトープの整備・管理として、屋上ビオトー

プの老朽化した歩道・池の改修、中庭の池の管理及

び周囲の花壇の整備を行った。 

＊市津公民館主催の「親子自然観察会」や「川の生き

物探し」に講師補助として参加し、地元の小学生親

子の自然体験のサポートを行った。 

＊県内で採集したトウキョウサンショウウオの幼生を飼

育し、元の場所へ放流した。 
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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 
平成 

２１年度 
２２年度 ２３年度 ２４年度 

２５～２６ 

年度 
２７年度 

平成２８～ 

令和３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 - 

 

 

 

 

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組の一環として、「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（最近５年間） 

年 度 平成２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 

応募数 ８事業 ５事業 ５事業 ４事業 ４事業 

助成数 ８事業 ５事業 ５事業 ４事業 ４事業 

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

 

５ 負の遺産対策事業への助成  

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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●令和３年度の助成事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

１ 農業を楽しむ会 

廃食油回収活動 

大網白里市  

２ 横芝光町 横芝光町  

３ ちば油畑プロジェクト 船橋市  

４ （株）誉田新聞販売 千葉市緑区  

 

 

●令和４年度の交付決定事業 

団体名 事業名 主な活動地域 備考 

１ 横芝光町 

廃食油回収活動 

横芝光町  

２ 農業を楽しむ会 大網白里市  

３ ちば油畑プロジェクト 船橋市  
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県民総参加の活動とするために、職場募金の依頼等を行いました。 

 

 

●年度別受入額                  令和４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 

３年度 ３４６件 ２１，１９０，７５８円 

合  計 ９，０１４件 １，２６９，９７０，００４円 

 

 

（１）令和３年度募金者別の状況                          令和４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 ６ ２ ４５ ２７９ １４ ３４６ 

金 額（円） ５１３，５０１ ２，７７０ １９，０２７，７９１ １，４９６，０９３ １５０，６０３ ２１，１９０，７５８ 

 

 

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 

６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 

募金箱による募金です。（職場募金を除く。） 

 

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） 

イオンマーケット（株） 

イオンベーカリー（株） 

イオンペット（株） 

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 

（株）一福土木 

（株）伊藤園 

（株）イトーヨーカ堂 

宇部興産（株）千葉石油化学工場 

AGC（株）千葉工場 

（株）遠藤製作所 

（株）海成 

（株）カスミ 

関東天然瓦斯開発（株） 

共同ガス（株） 

KH ネオケム（株）千葉工場 

（株）京葉銀行 

三番瀬写真展実行委員会 

昭和電工(株)市原サイト社員一同 

第一セントラル設備（株）社員一同 

 

大成建設（株）千葉支店安全衛生環境協力会 

（株）タクマテクノス東金事業所 

竹内建設（株） 

（株）千葉銀行 

千葉県酒類販売（株） 

千葉県電力総連 

（一社）千葉食品コンビナート協議会 

千葉テレビ放送（株） 

千葉丸辰道路（株） 

（株）塚原緑地研究所 

東邦建設（株） 

ハイテックケミ（株） 

みなみ薬局 

（株）未来屋書店 

（株）メガスポーツ 

山喜興業（株） 

（株）ヨーク 

（株）ワシダ 

休暇村館山 

国民宿舎サンライズ九十九里 

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寄せられました。 

（企業） 

旭化成（株）製造統括本部川崎製造所 

千葉工場社員一同 

（株）アマダウエルドテック 

AGC（株）千葉工場 

（株）市原ニューエナジー 

出光興産(株)千葉事業所 

キャボットジャパン環境安全課 

月島テクノメンテサービス（株） 

ティー・エム・ターミナル（株） 

ＤＩＣ ＥＰ（株） 

東京ガス（株）袖ケ浦 LNG 基地 

（株）ニップン千葉工場及び協力会社 

（ニップンロジス、楠原輸送） 

日本製鉄（株）技術開発本部 
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（株）京葉東和薬品 

（株）合同資源千葉事業所 

コスモ石油（株）千葉製油所 

サミット製油（株） 

住友化学（株）千葉工場社員一同 

宝酒造（株）松戸工場 

日本天然ガス（株） 

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） 

リ・パレット（株） 

 

（国、自治体、その他団体） 

ハローワーク千葉南 

関東地方整備局千葉港湾事務所 

千葉県庁（２０７所属） 

千葉市役所 環境保全課 

市川市 環境部 

船橋市環境保全課 親睦会 

木更津市環境部環境管理課 

茂原市役所 環境保全課 

佐倉市 生活環境課 

柏市 環境政策課 

八千代市役所 環境保全課 

我孫子市役所手賀沼課 

君津市役所 環境保全課 

浦安市環境保全課 

南房総市 

御宿町役場 建設環境課 

千葉県競馬組合 

印西地区環境整備事業組合 

香取広域市町村圏事務組合 

山武郡市広域行政組合 

かずさ水道広域連合企業団 

 

千葉県住宅供給公社 

（公財）千葉県老人クラブ連合会 

（公財）ちば国際コンベンションビューロー 

（公財）千葉県建設技術センター 

（公財）千葉県下水道公社 

（公財）千葉県教育振興財団 

（公財）千葉県学校給食会 

（一財）千葉県環境財団 

（一財）千葉県まちづくり公社 

（一財）千葉県勝浦海中公園センター 

（一社）千葉県産業資源循環協会 

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 

ちば東葛農業協同組合 

かとり農業協同組合 

木更津市農業協同組合 

九十九里浜の自然を守る会 事務局 
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（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３年度は、以下のとおりです。 

名 称 （寄付内容） 寄付額（円） 

株式会社ヨーク（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 6,458,070 

株式会社カスミ（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 2,499,544 

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） 2,291,000 

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」） 1,400,000 

千葉テレビ放送株式会社（SDGｓキャンペーンの協賛金の一部） 1,200,000 

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） 1,031,694 

株式会社京葉銀行（アルファバンクのエコプロジェクト） 839,085 

株式会社塚原緑地研究所（千葉ポートパークにおけるイベント売上金の一部） 461,100 

株式会社未来屋書店（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 435,745 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（ペーパーレス保険証券・Web 約款） 300,000 

AGC 株式会社千葉工場 234,305 

株式会社メガスポーツ（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 221,006 

大成建設株式会社千葉支店安全衛生環境協力会 204,000 

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） 200,593 

竹内建設株式会社 200,000 

株式会社海成 200,000 

イオンリテールストア株式会社（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 174,280 

三井化学株式会社市原工場社員一同 135,000 

住友化学株式会社千葉工場社員一同 118,852 

富士石油株式会社 111,610 

イオンベーカリー株式会社（レジ袋有料化に伴う売上金の一部） 110,022 

山喜興業株式会社 100,000 

昭和電工株式会社市原サイト社員一同 100,000 

月島テクノメンテサービス株式会社 100,000 

千葉県電力総連 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３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 

令和３年７月１５日 大成建設株式会社千葉支店安全衛生環境協力会 

７月２７日（郵送） 株式会社カスミ 

〃 イオンリテール株式会社南関東カンパニー 

〃 株式会社ヨーク 

〃 アコレ株式会社 

〃 株式会社イトーヨーカ堂 

〃 竹内建設株式会社 

７月３０日 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

８月 ３日 株式会社京葉銀行 

９月１６日（郵送） 株式会社海成 

〃 ちば東葛農業協同組合 

９月２２日（郵送） 株式会社伊藤園 

１０月１４日 千葉県酒類販売株式会社 

１１月１２日（郵送） 株式会社カスミ 

〃 株式会社メガスポーツ 

１１月１６日 山喜興業株式会社 

１１月１７日 月島テクノメンテサービス株式会社 

１１月１８日（郵送） 株式会社未来屋書店 

１１月２６日 住友化学株式会社千葉工場社員一同 

１１月２９日 富士石油株式会社 

１１月３０日 AGC 株式会社千葉工場 

〃 三井化学株式会社市原工場社員一同 

※ コロナ禍のため、感謝状の贈呈について、一部は郵送により対応させていただきました。 
 

 

 

 

 

 
 
 



- 25 - 

 

 

大成建設株式会社千葉支店 安全衛生環境協力会 

 

 
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

株式会社京葉銀行 
 
 
 

 
千葉県酒類販売株式会社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
山喜興業株式会社 

 
 

 
月島テクノメンテサービス株式会社 
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住友化学株式会社千葉工場 社員一同 

 
 

 
富士石油株式会社 

 
 
 

  
AGC 株式会社千葉工場 

 
三井化学株式会社市原工場 社員一同 

 
 
 

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 

令和３年６月２６日 第２４回ふなばし環境フェア 船橋市 

令和４年２月１３日 Ｃｈｉｂａ Ｗｉｎｔｅｒ Fes ２０２２ 千葉市（千葉大学） 

令和３年度は、前年度に引き続き、コロナウイルス感染防止対策のため多くのイベントが中止になり

十分な啓発・募金活動が出来ませんでした。また、例年は「ちば犬」も参加していますが、感染防止の

観点から参加を見合わせました。 

 

 

（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多くのイベントが中止となり、貸出しはありませんでした。 

 

 

（３）募金箱の設置 

公共施設や店頭、職場など、身近な場所への募金箱の設置と募金活動への協力をお願いしており

ます。また、環境イベントなどにおいても、同様にお願いしております。 

 

 

 （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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

２ 啓発・募金活動 
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（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２４号 令和４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４年３月末） 

・環境活動への支援状況（令和３年度及び４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。 

 

（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３年度は、表に記載の６ホテルに引き続きご協力いただいております。 

●コイン回収状況                                      令和４年３月３１日現在 

年  度 平成２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 

枚 数（枚） ２，２６４ ２，０３５ １，８６７ １，３８１ １，２１９ ６１３ ４９７ 

寄付額（円） ７０，３１０ ６４，５３０ ５７，２８０ ４４，７６０ ３５，７５０ ７，６２０ ６，９８０ 

エコちばコイン           回 収 箱 
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●エコちばコイン協力ホテル 

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３年１０月２０日（水） 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 令和２年度事業報告及び決算について（報告） 

② 令和３年度上期の事業実施状況について（報告） 

③ 令和３年度下期の事業予定及び収支見込みについて（報告） 

④ その他 

＜第２回＞ 

・ 日時：令和４年３月 

・ 書面による開催（コロナ禍のため） 

・ 議題 ① 令和３年度事業報告について 

② 令和３年度事業決算見込みについて 

③ 令和４年度事業計画（案）について 

④ 令和４年度事業当初予算（案）について 

 

 ２ 部会等の開催状況 

ア  事業推進部会 

＜第１回＞ 

・ 日時:令和４年１月１９日（水） 午後１時３０分から 

・ 場所:プラザ菜の花 ４階 槙１ 

・ 議題 ① 令和４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４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 

＜第２回＞ 

・ 日時：令和４年２月下旬 

・ 書面による開催（コロナ禍のため） 

・ 議題：令和４年度ちば環境再生基金助成事業第２次審査 

① 環境活動見本市等普及啓発支援事業 

② 提案型環境再生事業 

③ 県民の環境活動支援事業 
 

イ ちば環境再生基金助成金説明会 

・ 日時:令和３年１０月２８日（木） 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 

  令和４年度活動助成金の募集について 

  ① ちば環境再生基金及び助成金の概要 

② 助成金申請書の作成要領 

③ 実績報告書の作成要領 
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Ⅴ 令和３年度決算 

貸 借 対 照 表 
令和４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      ２，１３９，２９３ 

流動資産合計   ２，１３９，２９３ 

２ 固定資産 

(1)特定資産 

①ちば環境再生基金預金  

１５０，６４１，６７４ 

②ちば環境再生基金未収金 

２，６７０，１９６ 

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 ８２８，３１１，８７０ 

(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 ８２８，３１１，８７２ 

資産合計     ８３０，４５１，１６５ 

Ⅱ 負債の部 

流動負債 

未払金        １，９５２，５７４ 

他会計借入金       １８６，７１９ 

流動負債合計          ２，１３９，２９３ 

   

 

Ⅲ 正味財産の部 

１ 指定正味財産    ８２８，３１１，８７０ 

（うち基本財産への充当額）      （０） 

（うち特定資産への充当額） 

        （８２８，３１１，８７０） 

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    ８２８，３１１，８７２ 

 

 

 

負債及び正味財産合計   ８３０，４５１，１６５ 

正 味 財 産 増 減 計 算 書 
自：令和３年４月１日  至：令和４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  ２１，０４０，１５５ 

２ 補助金収入  １０，９８８，４８９ 

３ 利息収入      １５０，６０３ 

４ 助成金戻り収入    ７０９，３８４ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増加原因の部合計 ３２，８８８，６３１ 

Ⅱ 減少原因の部 

１ 県民の環境活動支援事業助成金 

           １２，０２５，０００ 

２ 提案型環境再生事業助成金 

            ２，２００，０００ 

３ 環境活動見本市等普及啓発支援事業 

            １，２４５，０００ 

４ 未来の環境活動担い手支援事業 

              ４００，０００ 

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     １，２１６，６００ 

８ 管理費        １０，９８８，４８９ 

９ 事務費        １，４３７，１７８ 

減少原因の部合計   ２９，９１２，２６７ 

 当期正味財産増減額   ２，９７６，３６４ 

正味財産期首残高  ８２５，３３５，５０８ 

正味財産期末残高  ８２８，３１１，８７２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：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/

