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令和３年度は、前年に引き続き、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の多くが中止となり、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４年３月３１日現在）         募金の状況 

 

募金区分 
令和３年度 累計（平成１３年度～） 

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 

高額寄付の状況 

名称及び寄付内容 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 

発行 令和４年３月３１日 

 Vol.２４ 
    （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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名称及び寄付内容 寄付額（円） 

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 

高額寄付とは、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。 

 

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、ちば環境再生推進委員会会長名の感謝状を贈呈していま

す。 
 

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 
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顕彰日 寄付者名 

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 

     

 
 

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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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。 

 

    
                     ＜ふなばし環境フェア＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ＜Chiba Winter Fes> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

６月２６日（土） 
第２４回 

ふなばし環境フェア 
船橋市  ２月１３日（日） 

Chiba Winter Fes 

2022 
千葉市 

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、コロナウイルス感染防止の観

点から参加を見合わせました。 

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、多くのイベントが中止となり、貸し出しはありませんでした。 
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令和３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 6８ 

提案型環境再生事業 １ 

環境活動見本市等普及啓発支援事業 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 4 

合 計 7８ 

 
 

県民の環境活動支援事業 
 

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  

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  
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

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 

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  
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

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  

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ＣＯ２”！！』 

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２０２1

（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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提案型環境再生事業 

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 

 
 

環境活動見本市等普及啓発支援事業 
 

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） 
 

 
 

未来の環境活動担い手支援事業 
 

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 

 
 

廃食油燃料利用促進プロジェクト事業 

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  
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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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八千代里山ロック隊 

＜島田台地区里山保全活動＞ 

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＞ 

＊活動地域（0.6ha）の風倒木の処理、散策路の整備、

侵入竹の除去及び雑草の刈払いなどを実施した。 

＊県道船橋印西BP 線については、県と締結している道

路アダプト制度に従い、放置ゴミの回収及び雑草除去

を行った。 

＊新木戸小学校の「父の会」から申し入れがあり、校庭

の雑草対策として竹チップを提供した。 

 

 

＊やまとの森の下刈り、除伐などを行った。台風・強風

で倒れた木の片付けも大分進み、ウォーキングをする

人が見られるようになった。 

＊やまとの森で、家族を募り、自然の中でそこに在るも

のを活用して楽しむ自然体験活動を実施した。 

＊橘ふれあい公園“牧野の森”で、毎月、野の花との出

会いを楽しむ観察会を行った。 

 

  
 

  特定非営利活動法人いんざい子ども劇場 

＜里山の生き物をまもる「子どもの田んぼ」＞ 

     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＞ 

＊竜腹寺地区の遊休田んぼを使って、田植え、稲刈りに

限らず、田おこしや草取りなどの管理についても行っ

た。 

 協力団体として、本埜小学校５年生１５人、教職員４

人が参加した。 

＊生き物観察として、子ども達にも楽しく取り組めるよ

う東邦大学の研究者の協力を得て、アカガエルの産卵

状況の調査を行った。 

 

＊佐倉市鏑木町地先の高崎川で、ゴミ拾い、草刈りをは

じめ、特に伐採ではゴミ投棄集中場所となっているシ

ノダケ群落を徹底的に伐採した。 

＊高崎川で繁茂し、農業用水を通じて有機栽培の水田に

侵入したナガエツルノゲイトウを、オール千葉おもて

なし隊（千葉県観光企画課）との協働で、人力手摘み

を行った。 
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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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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。 

 

 
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。 
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令和４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 ８２ 

提案型環境再生事業 １ 

環境活動見本市等普及啓発支援事業 １ 

未来の環境活動担い手支援事業 ３ 

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 ９０ 

 
 
 

県民の環境活動支援事業 

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 
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

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 

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 鎌ケ谷市  

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  

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  
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

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 

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  
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団体名 事業名 主な活動地域 備考 

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  

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。 

 

 

提案型環境再生事業 

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  

 

 

環境活動見本市等普及啓発支援事業 
 

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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未来の環境活動担い手支援事業 

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  

 

 

廃食油燃料利用促進プロジェクト事業 

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  

 

 
  

 

廃食油燃料利用促進プロジ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 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ちば環境再生基金活動ニュース Ｖｏｌ.２４ 

発 行 日  令和４年３月３１日 

著作発行  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   Fax.043-247-415２ 

ホームページ https://www.ckz.jp/saisei/ 

「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。 

（※イベント等の場合は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） 

空のアトリエ（北海道） 

 

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

