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令和２年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、県内各地で開催される環

境イベント等が中止となり、広報活動や募金活動が十分行えませんでしたが、 

ちば環境再生基金の設立趣旨に賛同された個人・事業者・団体の皆様から年間を

とおして寄付が寄せられました。 

ありがとうございました。 

皆様の善意によって築かれた基金は、ふるさと千葉の自然の保全と再生に 

取り組む環境保全活動への助成金として活用されています。 

 

      
（令和3 年３月31 日現在）         募金の状況 

 

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  

大口寄付の状況 

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 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 

大口寄付とは、5 万円以上寄付された個人で公表を希望する方及び10 万円以上寄付された企業や団体とします。 

発行 令和３年３月３１日 

 Vol.２３ 
（一財）千葉県環境財団 

 

ちば環境再生基金のマスコット 

「ちば犬（けん）」 
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ちば環境再生基金顕彰規程に基づく感謝状の贈呈 
 

ちば環境再生基金では、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って、会長名の感謝状を贈呈してい

ます。 
 

顕彰日 寄付者名 

７月３０日（郵） 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） 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） とうかつ中央農業協同組合 

 １１月1９日（郵） 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・楠原輸送一同 

  １２月１０日 コスモ石油株式会社千葉製油所 

     ※（郵）とは郵送のことです。 

 
 

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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啓発・募金活動の状況 

ちば環境再生基金では、県内各地で開催される環境イベントや地域イベントに参加し、広く県民や事業者の   

皆さまに環境再生基金について理解していただくための広報活動や募金活動を行っています。 

 

 
 ※令和元年度のイベントの様子です。 

千葉県中央メーデー（千葉市） 

＜Ｒ１．４．２７＞ 

 

五井臨海まつり（市原市） 

＜Ｒ１．6．9＞ 

ふなばし環境フェア 

＜Ｒ１．6．２2＞ 

エコメッセ2019in ちば（千葉市） 

＜Ｒ１．10．２0＞ 

JFE ちばまつり（千葉市） 

＜Ｒ１．10．２７＞ 
 

 

 

「ちば犬着ぐるみ」貸出し状況 

ちば環境再生基金の取組みに賛同し、募金活動に御協力いただける方には、ちば犬着ぐるみを貸し出して 

います。「ちば犬」といっしょにイベントを開催してみませんか。 

  

開催日 イベント名 開催地 開催日 イベント名 開催地 

※ 新型コロナウイルス感染防止対策のため、各イベントが中止となりました。 

令和２年度は、コロナウイルス感染防止対策のため各イベントが中止になり活動が出来ませんでしたが、例年

ちば犬と一緒にイベントへ参加して広報活動や募金活動を行っています。 

開催日 イベント名 開催場所 開催地 

※ 新型コロナウイルス感染防止対策のため、各イベントが中止となりました。 
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令和２年度事業として支援した環境活動・事業 

支援事業名 助成団体数 

県民の環境活動支援事業 6３ 

提案型環境再生事業 ０ 

環境活動見本市等普及支援事業 ２ 

未来の環境活動担い手支援事業 2 

負の遺産対策事業 ０ 

廃食油燃料利用促進プロジェクト事業 4 

合 計 7１ 

 
 
 

県民の環境活動支援事業 
 

 団 体 名 活 動・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 地球温暖化防止対策 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 環境保全・地球温暖化防止 市川市 

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3 期生実習林の整
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（混在する、竹林整備と雑木
林の整備） 大網白里市 

22 浦安水辺の会 境川であそぼう 浦安市 

(特非)とは特定非営利活動法人の略です。 
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 団 体 名 活 動・事 業 名 活動地域 

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 ヤマトミクリの里山づくり協議会 
ヤマトミクリの里山づくり～湿地と台地の活用検討
と生き物調査～ 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 花時計花壇で地域活性化 市原市 

29 
自然エネルギーを広めるネット 

ワークちば 

「不都合な真実２：放置された地球」上映会＆トー
クセッション 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 

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 （特非）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・写真展 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 九十九里浜 

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、
里山の整備活動 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 

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」 千葉県内 

(特非)とは特定非営利活動法人の略です。 

 



- 8 - 

 

 

 団 体 名 活 動・事 業 名 活動地域 

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 佐倉市 

54 風呂の前里山保存会 里山に自主する希少生物の保護及び環境整備活動 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、水生生物の研究 

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 牧の植生を伝える里山の保全活動 白井市 

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土壌改良活動 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２０２０ 

（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 

(特非)とは特定非営利活動法人の略です。 

 

提案型環境再生事業（申請団体なし） 

 
 

環境活動見本市等普及啓発支援事業 
 

 団 体 名 活 動・事 業 名 活動地域 

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

(幕張メッセ) 

2 アースデイちば実行委員会 「アースデイちば環境イベントの運営・サポート」 県内全域 

 
 

未来の環境活動担い手支援事業 
 

 団 体 名 活 動・事 業 名 活動地域 

1 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 

市原市 

２ 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 

 
 

廃食油燃料利用促進プロジェクト事業 

 団 体 名 活 動・事 業 名 活動地域 

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 （株）誉田新聞販売 千葉市 

４ ちば油畑プロジェクト 船橋市 
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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 

＜地域から考える気候危機と自然エネルギー 
100％の未来＞ 

里山ボランティア流山 

＜大畔の森保全活動＞ 

＊昨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より

良い行動を選択するきっかけとするため「オンライン

トークセッション」を行った。 

＊コロナ禍での開催でリアルからオンラインへの変更

がポイントとなったが、参加者アンケートから「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。 

 

＊毎月第２日曜日の９時から 12 時までと、第４日曜日

の９時から１2 時までを定例活動としている。 

＊活動場所は、流山市大畔地区にある「大畔の森」、西初

石にある｢西初石小鳥の森」と｢伊藤家の森」 

＊自然が大好きで、自然を大切に思っている人たちが集

まって、森や林の生物多様性を守るため植生調査、鳥・

昆虫観察、下草刈り、樹木の剪定・伐採などを行って

いる。 

 

  
 

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＞ 

＊主な活動は、海岸清掃・海浜植物観察・ウミガメの産

卵のための海岸保護など。 

＊会員の中には毎朝清掃を行い、海岸を訪れた一般の方

（特にサーファー）の賛同を得て効果を上げている。 

＊ウミガメの学習会を地元白潟小学校で行い、今年の産

卵・孵化の状況を話し、海岸で実際にコロニーを掘り

起こして孵化・未孵化

の調査も行った。 

＊参加者はウミガメ

の卵を持って大きさ

や柔らかさを実感し、

成長して大人になる

確率 5000 分の１を

聞き、自然の厳しさも

体験した。 

 

 

＊いつもサーフィンをさせて貰っている本須賀海岸を 

サーファーの手で綺麗にしようと、2002 年 6 月   

から毎月第1 日曜日にビーチクリーン（海岸清掃）を  

行っている。 

＊今年は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため海水

浴場を開設されなかったがビーチクリーンには多くの

方の参加があった。 

＊いつまでもきれいな本須賀海岸にするため、いつまで

も本須賀海岸でサーフィンが出来るために、皆様の  

ご協力をお願いします。 
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しろい環境塾 

＜冬水田んぼと里山学校２０２０＞ 

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＞ 

＊田んぼの学校（田植え、草取り、稲刈り、脱穀など）

を通して、かつて、里山に生き物があふれていたころ

は、環境にやさしく、生き物にやさしい米づくり、農

業方法、生活があったことを知ってもらうことを目指

している。 

＊日本の主食であるコメ作りが、私たちの身の回りの 

すべての事（生活、文化、暦、民芸、宗教、お祭り、

日本人のものの見方・考え方など）に結びついている

ことを学んでもらう。 

 

 

 

＊ルート９９白里は、白里地区の九十九里海岸通りをき

れいにしようと有志のボランティアや地元住民により

始まった活動。 

＊雑草で見苦しい道路の植栽の草を抜き、耕して花を植

え、海岸通りを花でいっぱいにしようと日々汗を流し

ている。 

＊九十九里浜を走ると思わず「きれい」とほほえむよう

なふるさとの道をそんな道にしたい。 

＊一緒に九十九里の道を花でいっぱいにしませんか？ 

  
 

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）＞ 

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ならびに 

土壌環境調査＞ 

＊決して風化させてはいけない東日本大震災のこと。

2012 年から毎年少しずつ植林を続け、これまで  

約6 万本ものクロマツ等の苗を植えてきた。 

＊毎年夏には、周りにはびこった雑草を刈り取り、クロ

マツの生長を後押しする「下草刈り」を数回にわたっ

て行っている。 

＊初期に植えたクロマツは背丈をゆうに超えるまでに

生長している。 

 

 

 

＊埋め立てで失われた東京湾の湿地環境を、行徳鳥獣保

護区の中に復元しようと、行政や地域の方々と協力し

て活動を続けている。 

＊人工的に造成された『行徳鳥獣保護区』に根付いた植

物や、そこに暮らす鳥獣、虫、水生生物たち。その種

類は？ 調査結果に基づいた観察会も開催している。 

＊2021.1.１から「NPO 行徳自然ほごくらぶ」へ名称

変更。活動内容等は変わらず「自然観察会」「ボランテ

ィア体験」等を開催していく。 
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令和２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～ 

 

 
令和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＞ 

＊絶滅危惧種に指定されているトウキョウサンショウ

ウオが、どこから村田川にやってきたのかを研究テー

マとし、村田川とその隣接河川などで個体群の分布調

査を行っている。 

＊校内グランドでは環境に負荷をかけずにイシクラゲ

を除去するための研究なども行っている。 

＊地域での活動も積極的に行っており、風呂の前里山保

存会と「里山の学校」を共催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（かずさＤＮＡ研究所での検査風景） 

＊樹木医の指導の下、ボランティアの生徒 100 名で土

壌硬度、土壌透水度、ソメイヨシノの健康度について

調査した。 

＊本校の土壌は、柔らかく、水はけもよいが、養分の層

が薄く、樹齢 40 年以上のソメイヨシノにとっては、

細菌相が乏しく、養分が不足している可能性があるこ

とが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（樹木医の現地説明） 
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令和３年度事業として支援する環境活動・事業 

支援事業名 助成団体数 

県民の環境活動支援事業 ６９ 

提案型環境再生事業 １ 

環境活動見本市等普及支援事業 １ 

未来の環境活動担い手支援事業 ４ 

負の遺産対策事業 ０ 

廃食油燃料利用促進プロジェクト事業 ３ 

合 計 ７８ 

 
 
 

県民の環境活動支援事業 

 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（全般） 
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 （特非）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（全般） 
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） 

(特非)とは特定非営利活動法人の略です。 
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 団 体 名（主な活動地域） 活動分野 新規・継続 

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（海浜） 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） 

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（全般） 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 環境パートナーシップちば（千葉市） 環境保全（全般） 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 ヤマトミクリの里山づくり協議会（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（海岸清掃） 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） 

(特非)とは特定非営利活動法人の略です。 
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 団 体 名（主な活動地域） 活動分野 新規・継続 

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 

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（九十九里浜） 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（三番瀬） 継続（5） 

59 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 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） 

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（海岸林） 継続（4） 

 (特非)とは特定非営利活動法人の略です。 

 

 

  



- 15 - 

 

 

提案型環境再生事業 

 団 体 名（主な活動地域） 活動分野 新規・継続 

１ コウノトリと共生する地域づくり推進協議会（野田市） 
環境保全 
生物多様性保全 

新規 

 

環境活動見本市等普及啓発支援事業 
 

 団 体 名（主な活動地域） 活動分野 新規・継続 

1 エコメッセちば実行委員会（千葉県内） 環境保全（全般） 継続（６） 

 

未来の環境活動担い手支援事業 

 

 団 体 名 活動分野 新規・継続 

1 千葉県立船橋芝山高等学校 
環境保全 
生物多様性保全 

継続（２） 

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） 

3 千葉県立松戸南高等学校科学研究部 環境保全（全般） 新規 

4 学校法人中央国際学園中央国際高等学校 環境保全 新規 

 

廃食油燃料利用促進プロジェクト事業 

 団 体 名（主な活動地域） 活動分野 新規・継続 

1 農業を楽しむ会（大網白里市） 
地球温暖化防止対策 
省資源・リサイクル 
環境保全 

継続（６） 

２ 横芝光町 
地球温暖化防止対策 
省資源・リサイクル 
環境保全 

継続（６） 

３ ちば油畑プロジェクト（船橋市） 
地球温暖化防止対策 
省資源・リサイクル 
環境保全 

継続（６） 

 

 
  

廃食油燃料利用促進プロェクト事業の概念図 
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 募金のお願い 
ちば環境再生基金への募金は、次の口座で、いつでも受け付けています。 

通信欄に「個人」、「職場募金」、「企業・団体寄付」、「募金活動」の別を記入してください。 

 

郵便局  加入者名：ちば環境再生基金口    口座番号：００１２０－３－１３６１２８ 

銀 行  口座名：（一財）千葉県環境財団  ちば環境再生基金口 （各口座共通） 

口座番号：千 葉 銀 行  本店営業部 普通預金3547593 

京 葉 銀 行  本店営業部 普通預金２522091 

千葉興業銀行 本店営業部 普通預金８558391 
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「エコちばコイン」のご案内 
 

下表のホテル等を利用する際に、「エコちばコイン」と

一緒に置かれた歯ブラシ等のアメニティグッズを使用しな

かった場合、コインをフロントの回収箱に入れていただく

とホテルから「ちば環境再生基金」に寄付されます。 

参加ホテルに宿泊の際は普段使い慣れた歯ブラシ、ひげ

そり、ヘアーブラシなどをお持ちください。 

 

（エコちばコイン）    （コイン回収箱）

   

 

「エコちばコイン」参加ホテル一覧 

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 

ホテルポートプラザちば 

 

  募金箱設置のご案内 

 店頭・窓口・レジ・カウンターなど、多くの

人の目にふれやすいところに常時設置をお願い

します。 

  イベント等設置、期間限定での設置でも構い

ません。ぜひご協力をお願い致します。 

 （※紙製募金箱になります） 

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

募金箱設置店舗（アクリル製） 

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） 

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

