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環境シンポジウム 2009 千葉会議 
みんなで考えよう ! 自然エネルギー 

環境シンポジウム 2009 千葉会議 実行委員長  桑波田 和子 
開催のお礼 

１０月１７日開催の「環境シンポジウム２００９

千葉会議」は、170 名のご参加のもと、講師の

お話しと参加者から多くのご意見もいただき、活

気あふれるシンポジウムを開催できました。また、

ポスターセッションでは、自然エネルギーに関す

る展示や体験コーナーに、市民団体、企業のご協

力もいただきました。 

さらにシンポジウムの実践の学びの場として、

10 月 26 日に 32 名の参加者で「風力発電施設

見学会」も行いました。風雨の強い一日でしたが、

雨にも負けず熱心に学ばれる姿が印象的でした。

持続可能な社会を実現していくために、今回のシ

ンポジウムがエネルギー問題、温暖化防止への解

決に向けて一役を担えたら幸いです。環境パート

ナーシップちばとしては、実行委員長や実行委員

などのメンバーとして支援と後援をしました。 

環境シンポジウム千葉会議は１５年間継続し

て開催してきました。当初は、当会のメンバーが

多くかかわり支えてきました。これまでの感謝と

今後さらなる進展をどのようにしていくのか検

討する時期となりました。環境保全を推進するた

めに、市民・企業・大学・行政とのパートナーシ

ップのますますの進展を祈念すると同時に当会

の役割も併せて検討して行きたいと思います。今

後の支援もよろしくお願いいたします。 

開催報告 

１０月 17 日（土）日本大学生産工学部津田

沼キャンパス 37 号館において環境シンポジウム

2009 千葉会議が開催されました。 

今年で１５回目となった環境シンポジウム千葉

会議は「みんなで考えよう！自然エネルギー」を

テーマに、市民、行政、企業、大学によるパート

ーシップのもと、170 名の参加で行われました。 

 午前中は、太陽光発電について、宮下 朝光

（NPO 法人太陽光発電所ネットワーク）、風力発

電について、岩瀬 靖昌 （旭市商工会飯岡支所 ）、

風力発電ファンドについて、加藤 秀生(㈱自然エ

ネルギー市民ファンド）の３氏から報告をいただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後の基調講演は「自然エネルギー利用の現

状」と題し、西川 省吾 氏(日本大学理工学部電気

工学科准教授)から講演をいただきました。 

続いて、木田 哲量 氏(日本大学生産工学部教

授)をコーディネーター に「自然エネルギーの利

用を促進するには」をテーマに講演者と事例発表

者によるﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝが行われました。 

 会場 

からは 

自然エ 

ネルギ 

ーを更 

に促進 

するた 

めの施 

策について、自宅やマンションで、太陽光発電を

使いたいがどのようにしたらいいか。エネルギー

の地産地消こそ県で促進したらいかがなど様々

な角度からの意見が多数出され、テーマにそった、

活発な議論となりました。 

ホールには自然エネルギーを題材にしたポス

ターが展示され、参加者との交流がなされました。

ポスターセッション 

パネルディスカッション 
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環境シンポジウム 2009 千葉会議 

風力発電施設見学会 
みんなで考えよう！自然エネルギー 

   環境シンポジウム 2009 千葉会議 副実行委員長  山田 多恵子 
 

10 月 26 日(月)、環境シンポジウム 2009 千

葉会議の理解を更に深めるために風力発電施設

の見学会を開催しました。併せて公共交通で小 

ローカル線 である銚 子電鉄に 乗りまし た。                             

地域で温暖化防止を推進しようとしている、企業

で自然エネルギーを検討している、今後仕事とし

ても考えたいなど参加者は 32 名でした。 

まず、旭市岩井、「滝のさと自然公園」にある、

うなかみ市民風力発電施設を見学しました。(株)

自然エネルギー・市民ファンドの加藤 秀生 氏か

ら、事業の概要、特徴について、その後、グルー

プにわかれ、風力塔内に入り、風力発電所の制御

システム等について説明をうけました。 

うなかみ風力発電所は NEDO の助成金と市民

ファンドによってつくられ、市民風車「かざみ」

と愛称がつけられています。また、風力塔にはフ

ァンドを寄せた市民の名前が記載されていまし

た。 

運転は1976年に開始され、年間320万KWh

（一般家庭約 1,000 世帯分）を発電しているそ

うです。参加者からは、「風力塔内に入れ、発電

した電力がどのように整備され、送電されるのか、

また、日常的にどのように管理するのかなどがよ

くわかった。風の向きによってブレードが変わる

ことなど、直接みることができよかった」などの

感想がありました。続いて銚子市内にある銚子風

力開発㈱発電施設を見学する予定でしたが、雨と

風が強くなり、見学することができず、バスの中

で、銚子風力開発㈱の日常的な管理運営をしてい

るイオスエンジニアリング&サービス株式会社の

銚子事業所長の小林 志郎 氏から説明をうけま

した。 

銚子風力開発㈱では銚子市内に 9 基の発電所

があるそうです。2001 年に事業を開始し、安定

的な事業を行っています。同社が入っている日本

風力開発グループ全体の発電量は全国３位だそ

うです。発電機はドイツ製が多いが、日本の技術

力には問題なく、需要が増えれば日本でも今後多

く製作され、コストも下がるとのことでした。電

波障害についてはアンテナ塔をつくり改善を図

り、また、騒音問題や野鳥の衝突についてはない

とのことでした。 

 なお、昼食後、銚子電鉄犬吠駅から外川駅折り

返しで銚子駅まで乗りました。公共交通機関によ

る「小さな旅」を味わう予定であったが、あいに

くの雨のため、車窓からの風景は見ることができ

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一日中雨の施設見学会でしたが、シンポジウム

での学びを実際見学したことで、風力発電につい

て学びを深めることができました。帰りの車中で

は、風力について意見交換が活発に行われ、日大

の三野先生からアドバイスをいただくなど、有意

義な時間となりました。
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第 4 回 3R 推進全国大会報告 

～千葉市からはじめる環境ライフ!!～ 
同大会実行委員会委員、NPO 法人環境カウンセラー千葉県協議会 戸村 泰 

 

10 月 16 日（金）、17 日（土）、18 日（日）

の 3 日間、第 4 回 3R 推進全国大会が千葉ポー

トアリーナとホテルグリーンタワー千葉（大会式

典のみ）で開催されました。幸い３日間とも秋晴

れの好天に恵まれ、公式の発表では、13,000

人の参加者がありました。この大会は、環境省と

地元行政が共催で、毎年 3R 推進月間である 10

月に開催されており、今年は昨年の山形市に引き

続いての千葉市での開催となったものです。 

 本大会は、広いアリーナとホテルを使って、同

大会コンセプト「千葉市からはじめる環境ライ

フ」に基づいて、極めて多彩な催しの複合体とな

っています。そこで、すべてを報告するのではな

く、今、千葉市が最も力を入れている「焼却ごみ

１／３削減」運動に関連した３Ｒ（リデュース、

リユース、リサイクル）活動をテーマにしていく

つかを報告します。 

 まず、大会の冒頭に催された大会式典では、環

境大臣政務官の挨拶に引き続いて、千葉市熊谷市

長が力強い「焼却ごみ１／３削減」実現に向けて

の決意を言われ、印象的でした。 

 ３日間、アリーナの大きな場所を占めたのは、

「ちばし環境展」で６４の企業・団体がブースを

もって、様々な趣向で 3R 活動を PR していまし

た。 

例①：強化磁器専門の企業では、全国から破損

食器を回収し再利用しており、地域行政や教育委

員会と協力して、学校給食器への普及が進んでい

る自治体があります。 

例②：携帯電話やパソコンなどの「都市鉱山」

から貴金属のリサイクルを行うなど大きく原料

転換している製錬企業。 

例③：５つの市民団体が合同で広いブースを確

保して、生ごみ処理法、落葉処理法、不法投棄防

止、環境学習などの共通 3R 推進テーマを展示し

ていました。相互協力の下手な NPO 活動に、新

しいユニークな動きだと思います。 

なお、当初、市民団体にも出展料を科す予定を

変更し実行委員会で無料としたことで、多くの出

展が可能になったのかなと感じました。 

 アリーナの中の「ちばし環境展」に隣接した場

所で、各種の講座、会議、実習・実演、デモンス

トレーションが行われました。オープンな会場な

のでやや騒々しい中でしたが熱心な活動が見ら

れました。 

例①：「焼却ごみ 1／3 削減推進市民会議」の

中間報告と討論が行われました。40 名弱の市民

と行政とで、昨年 6 月からいくつかのテーマにつ

いてごみ削減のための方策を検討し実験してい

る中間報告会です。 

例②：「県民環境講座～ごみ 0 社会の実現を目

指して～」と名打って日本初のごみ 0 宣言をした

徳島県上勝町の笠松町長による基調講演とパネ

ルディスカッション（パネラーは町長のほか、市

民、事業者、行政そして服部美佐子コーディネー

ター）が行われ、「焼却ごみ 1／3 削減」推進に

向けてそれぞれの立場での役割と実現に向けて

のなすべきことが議論されました。 

例③「生ごみリサイクル講座」では、家庭でで

きる各種の方策の紹介がなされました。 

 以上、本大会のほんの一部をご紹介しましたが

この大会は、その性格上、官製の催しとなりがち

ですが、目的は一般市民への３Ｒの重要性を広め

ようというもののはずです。それならば、もっと

大会の運営に多くの市民（住民）や企業が加わる

ようにするのがよいと感じました。
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第 2 回花見川ワクワク歩き隊報告 
エコマインド生 荒川 眞規 

 

まだ夏の日差しが残る 9 月 27 日、エコマイン

ド講座のインターン生として花見川わくわく歩

き隊に参加させていただきました。エコウォーキ

ングは初めての体験で、どのような行程になるの

か興味津々で参加しました。当日はお天気もよく、

気持ちのよい日曜日でした。 

平戸橋の近くから歩き始めて、まずは耳慣れな

い言葉が色々出てきて驚きました。「庚申塔」、

「辻切り」と聞いても最初は頭の中で「？」が浮

かんでいましたが、歩いていくうちに現物に出会

ったり、最終地点の八千代市立郷土博物館で見物

したりして確認することができました。 

新川の近くには水難供養塔や水害と戦った名

士の顕彰碑が多く残っており、昔の人たちが「あ

ばれ沼」と呼んだ印旛沼の水害との戦いに苦労し

ていたことを知りました。水害に困ることがなく

なったことに感謝の気持ちは尽きませんが、堤防

の向こうの新川を眺めながら、現在を生きる私た

ちは遠く離れてしまった川をもう一度近くに引

き寄せ、「人は川や沼とともに生きているのだ」

と感じることが大切ではないかと思いました。 

 

 

その後訪れた熱田神社は静かなたたずまいで、

薄暗い境内に木漏れ日が射し、京都のお寺のよう

な風情がありました。身近にこんな素敵な場所が

あることをこれまで知りませんでした。 

各地点をまわっていると、総勢 8 名で歩く私た

ちに地元の方々が気づいて話しかけてくださっ

たり、何をしているのか興味を感じてくださった

りした方が結構いらっしゃいました。最初はどう

説明しようかと迷うところもあったのですが、や

はり地元の方々の生活圏を歩いているのだから

なるべく言葉を交わして、理解していただいたほ

うが相手の方も安心するのではないかなと思い、

そのように心がけました。 

 
 

 

 

1 日を通して、八千代市郷土歴史研究会の牧野

さんに地域の歴史を説明していただき、とても勉

強になりました。牧野さんの研究会では毎月テー

マとする地域を決めて各自が勉強し、その後内容

を発表し合って知識を共有化していくという方

法をとっているそうです。とても豊富な知識をお

持ちですので、ぜひ後世に伝えていって欲しいと

思います。 

とにかくあっという間に 1 日を振り返る時間

になりましたが、川を歩き、その歴史に触れたこ

とで川の問題に気づくとともに、花見川への愛着

を改めて感じることができました。このような機

会をもっと多くの市民の方々に提供することが

できたら、人と川との距離も近づいて、川が元の

きれいな姿に戻る手助けになるのではないかと

考えています。今回は環境パートナーシップちば

の皆さんと有意義な一日を過ごすことができま

した。どうもありがとうございました。 

平戸橋付近 

熱田神社境内 
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「印旛沼わいわい会議 in しすい」の報告 
 

 印旛沼流域水循環健全化会議の主催による標題の会

議が、平成 21 年 10 月 17 日（土）に酒々井町で行

われました。なお、当会議は、平成 16 年度～今回ま

で、毎年市町村を変えて行われています。 

 まず、事前配布資料に基づき、会の概要を示します。 

A  会議のプログラム 

 Ⅰ 全体会（水循環健全化のとりくみ、将来像など） 

 Ⅱ 分科会（５分科会に分かれて討議） 

 Ⅲ 全体討論        

B 各分科会での討議内容 

 「印旛沼流域水循環健全化 緊急行動計画」では、

印旛沼・流域が達成すべき目標を以下としています。 

目標 1：「遊び、泳げる」 

目標 2：「人が集い、人と共生する」 

目標 3：「ふるさとの生物を育む」 

目標 4：「大雨でも安心できる」 

目標 5：「良質な飲み水の源」 

 今年度は、これらの目標に向けた諸活動を５セクシ

ョンに分け、以下のセクションごとの狙
ねら

いとプログラ

ムのもとで討議がなされました。 

第 1 分科会「暮らしの排水」（目標５） 

狙い：アンケート調査により、各種対策の重要度につ

いての認識を共有する。 

プログラム 

① 酒々井町の公共下水道の現状報告 

② アンケート（暮らしの排水に対する意識につい

て）実施 

③ グループ発表とまとめ 

第 2 分科会「環境にやさしい農業」（目標 5） 

狙い：農業は印旛沼・流域の環境保全を左右する存在

であるが、農業生産の現場は難しい局面に立つ。

この解決策には、生産者と消費者の連帯が必要

なことを確認し、できることを議論する。 

プログラム 

① 地域の財産（農地）が危ない 

② 農業にやさしい無洗米 

③ 印旛沼と印旛農業 

④ ちばエコ農産物について 

⑤ 意見交換 

第 3 分科会「里山と水」（目標 3） 

狙い：酒々井町は谷津と湧水
わきみず

に富む里山の環境に囲ま

れた町だが、都市化の影響でそれらの環境の質

が低下している。このため、市民と行政の協働

に基づく谷津・湧水・里山の保全対策を考える。 

プログラム 

① 指標種の生態調査からわかる生物多様性と里山

環境 

② 加賀清水湧水復活の取組 

③ 酒々井の谷津保全と課題 

④ 意見交換 

第 4 分科会「生活の中の水」（目標 4） 

狙い：一般市民にとって治水は非日常的で関心が薄く

なりがちだが、浸水対策には市民と行政の協働

の取り組みが不可欠なため、まず行政から現状

を説明してもらい市民ができることを考える。 

プログラム 

① 印旛沼の治水の歴史 

② 流域の浸水被害の状況、河川整備の状況、治水

上の問題点等 

③ 流域対策の必要性と実施状況とその効果 

④ 酒々井町の浸水被害と印旛沼中央干拓低地排水

路 

⑤ だれもが取り組める雨水浸透・貯留の話 

⑥ 意見交換 

第 5 分科会「水に親しむ環境学習」（目標 2） 

狙い：酒々井町にとって印旛沼は遠い存在だが、河川

の数は多い。それらを私たちの心に安らぎを与

える癒しの場所とし、またこれからの環境を考

える場所にできないかを考える。 

プログラム 

① ワークショップ「環境学習とは？」 

② 学校での環境学習の取り組み 

③ 酒々町の湧水と保全 

④ 意見交換 

 

 次に、筆者の感想を述べます。 

  印旛沼再生に向けた協働の取り組みを進めるために

情報共有とコミュニティづくりが進められていますが、

その際に使われる情報や情報処理手段は、リアルなも

の（フェイス・ツウ・フェイス的）とバーチャルなも

の（電子的）に大別されます。 

バーチャルなものの例は、行政や市民団体などの

ホームページですが、その効果には限界が伴います。

わいわい会議は、このバーチャルの限界を破るための

リアルな手段として不可欠なものです。 

  しかし、リアルな手段は多くの時間と人を要し非効

率なことが欠点です。 

 

 

 

 

 

 

  わいわい会議は、このような欠点を克服しながら、

リアル本来の効果として、人的なネットワークづくり、

知恵の交換などが充分に行われる会議に成長するため

に、今後も息長く継続されることが期待されます。 

     (文責：環パちば 牧内弘明) 
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★第 40回環境パートナーシップエコサロンの報告★ 
「平成 21 年度 環境学習コーディネーター人材育成・活用事業の中間報告会」 

日時： 10 月 28 日 18 時 30 分～ 

会場：千葉市 きぼーる 

 

今回のエコサロンは従来と少し性格が異なる会と

なり、「平成 21 年度環境学習コーディネーター人

材育成・活用事業の中間報告会」と称し、この事業

途中で得られた情報を関係者に水平展開すること及

び意見徴集することなどを目的に開催されました。 

 

１ 事業の概要 

この事業は、平成 19 年度に策定された「新千葉

県環境学習基本方針」に基づき、更に平成 15 年に

導入された「県と NPO の協働事業提案制度」を活

用して、環境学習コーディネーターの人材育成と活

用方策を検討する事業で、平成 20 年度から始まり

ました。県（環境政策課）からの事業テーマを受け、 

【環境パートナーシップちば】、【NPO 法人千葉自

然学校】及び【GONET】の共同体が応募し、次の

条件つきで採択されました。 

①ワークショップ(WS)の内容・実施を検討する前に、

環境学習コーディネーターのニーズ・アセスメン

トを反映したプログラムを策定する。 

②従来、環境学習コーディネーターの機能を担って

きた個人や組織へのアンケート調査を行う。 

なお、県の担当課は、環境政策課、環境研究セ

ンター及び教育委員会指導課です。 

 

２ 会の概要 
1)プログラム 

Ⅰ 県による事業概要の説明： 

千葉県 NPO 活動推進課 内山真義氏 

Ⅱ ニーズ・アセスメントの結果説明： 

環境研究センター 小川かほる氏 

Ⅲ 事業経過報告 

第 1 回 WS(GONET  井上 健治 氏） 

第 2 回 WS(環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 横山 清美 氏） 

第 3 回 WS(環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 桑波田 和子 氏） 

Ⅳ 意見交換 

2)参加者 

市民団体、行政、企業などからの 20 名弱でした。 

 

3 討議内容 

Ⅰ 事業概要の説明 

事業の背景として、主に「新千葉県環境学習基本

方針」「県と NPO の協働事業提案制度」の説明があ

りました。 

Ⅱ ニーズ・アセスメントの結果説明 

アンケート調査をもとに、環境学習の実態とニー

ズ等の分析結果について以下のとおりの報告があり

ました。 

1)アンケート調査の概要 

イ．回答数：小学校 130 校（回収率 83％）、中

学校 51 校（回収率 68％）、私立学校 18 校

（回収率60％）、市民団体39団体、企業104

社、市町村 47 団体（回収率 84％） 

 ロ，アンケート項目：環境学習の取り組みの実態、

環境学習の分野・対象（ごみ・リサイクル、自

然環境コーディネーターのニーズ、等） 

2)分析結果 

・学校、市民団体、市町村では 6 割以上の団体が環

境学習コーディネーターを必要としているが、それ

に比べ企業ではやや低い。 

・環境学習コーディネーターと環境学習の指導者と

を混同している人が多い。この対策としては環境学

習コーディネーターの実践事例を増やすことが大切。 

Ⅲ 事業経過報告 

第１回 WS 

事業の概要確認と課題の整理、環境学習と環境学

習コーディネーターの概念を確認。今後の検討課題

を、①コーディネーター人材育成講座②普及のため

の仕組みづくり③ハンドブックづくりとし、各課題

を WS で検討することとし、各 WS のメンバーを決

めた。 

第２回 WS 

 渡辺 豊博 氏を講師に迎え、環境学習ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

の育成プログラムを検討 

第３回 WS 

 普及のための仕組みづくりを検討 

第４回 WS 予定 

 ハンドブック案作成 

Ⅳ 意見交換 

 主な意見は以下のとおり。 

・アンケートでは環境学習コーディネーターの必要

性は高く出ているが、これが真のニーズかというと

疑問符が付く。 

・環境学習コーディネーターの普及に向け、利用す

る側の意識面や資金面等の改善を含めたトータルな

仕組みづくりに更に知恵を絞る必要がある。 

・環境学習コーディネーターを利用する側は現状で

は総じて受動的なため、先駆的な市民団体や行政に

よる啓発活動の推進が肝要だ。 

（文責：環パちば 牧内弘明）
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団体会員紹介 
 

特定非営利活動法人 ちば環境情報センター 
 

皆さん、こんにちは。 

環パちばの会員さんの中には当会の会員さんも多く、既に会に

ついてご存じの方も多いと思いますが、ご依頼をいただきました

ので、あらためて会の紹介をさせていただきますね。 

設立は1996年12月。2003年にNPO法人化いたしました。

「気づいた人ができることから」やっていこうと活動を続けてい

ます。環境問題に関心を持っていても「何をやったらいいか分か

らない」方、また仕事や子育てで忙しく「何ができるだろうか」

と悩んでいる人もいます。出会い、交流し、共に支え合っていく

ことで思いが形になるのではないかと会を発足しました。 

 

活動の柱は大きく分けて２つ。情報発信と環境学習です。 

千葉県内の活動にこだわって発行してきたイベント情報誌（ホームページも）は 11 月で通算１４８号に

なりました。チラシ折り込みサービスも行っていますのでよかったらご利用ください。 

 

環境学習では、セブン・イレブンみどりの基金をいただき「谷

津田まるごと体験（子ども環境講座と米作り）」を行いました。お

なじみ環境漫画家つやままさひこさんとケビン・ショートさんを

講師「まんが環境講座」も３回目を迎えました。 

また千葉市生涯学習センターの自主企画講座で「ママとパパの

環境講座～暮らしの中の環境を知ろう～」と「農業を知ろう！米

作り体験」（各４回）を託児付きで開催しています。託児がなかっ

たらこんな勉強の機会はもてなかったと喜んでくださった５人の

子どもの母さんもいます。赤ちゃん連れのご夫婦の参加も多く、

若い世代に是非つないでいきたいと思っています。 

 

谷津田の保全では、自然観察やごみひろいを続けて 2010 年 1 月で 120 回になります。開発と自然保護

の両立を目指し、市民による米作り（援農によるコシヒカリと古代米作り）をはじめて９年になります。千

葉市緑区小山町では小学校の子どもたちと米作りをし、谷津田だよりを毎月発行しています。 

 

谷津田や里山は生き物宝庫ですが、後継者不足で年々放棄される田んぼが増え、市民団体がその担い手と

して期待されるようにもなってきました。生物多様性保全の視点から自然環境を考えると、どうしても農業

の問題を避けて通るわけにはいきません。 

 

さて、おなじみ「割り箸プロジェクト（使用済み割り箸を

回収し、紙やボードの原料として再生）」も活動の輪が広が

り、ラーメン屋さんや県庁食堂など協力店も増えてきました。

また、千葉市ボランティアセンターが拠点になってくださっ

たり、学園祭で取り組む大学も増えました。これがきっかけ

で割り箸を塗り箸に替える店舗も増えてきてとてもうれし

く思っています。更に各自治体では今、庭木の剪定枝を集め

て資源化していこうとするところもあり、将来割り箸も同じ

く資源化できる可能性があるのではないかとも考えていま

す。割り箸リサイクル冊子も発行しました。ご希望の方はご

連絡ください。 
 

一人ではできないことでも手をつなげばできることがあります。気づいた人からまずは一歩を踏み出して

みませんか。 

特定非営利活動法人 ちば環境情報センター代表 小西由希子 

http://www.ceic.info/ tel&fax 043-223-7807 月・水・金 10 時～14 時はボランティアがいます。 

 

古代米の稲刈り（2009 年 11 月 1 日） 

割り箸リサイクル冊子表紙（2009 年度版） 

第 4 回環境漫画講座（2009 年 10 月 18 日） 
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運運運営営営委委委員員員会会会報報報告告告

よよりり 

 

 

 
９月運営委員会 

日時：21 年 9 月 29 日(火)  

場所：千葉市民活動センター 

 報告 ・エコメッセ（9 月 6 日） 

・花見川わくわく歩き隊（9 月 27 日） 

協議事項 

【広報部】 

・だより 70 号について 

【事業部】 

・12 月 1 日 NPO の日ウォーキングに 

ついて 

【事務局】 

・10 月エコサロン「環境学習コーディ 

ネーター事業」中間報告会 

・県と NPO との協働事業  

 

10 月運営委員会 

日時：21 年 10 月 28 日(水) 

場所：きぼーる 

報告 ・印旛沼わいわい会議（10 月 17 日） 

・環境シンポジウム 2009 千葉会議 

（10 月 17 日） 

    ・第 4 回 3R 全国大会 

（10 月 16 日～18 日） 

協議事項 

【広報部】 

・だより 70 号について 

【事業部】 

・12 月 1 日 NPO の日ウォーキング 

・わいわい歩き隊の検証ウォーク 

【事務局】 

1）10 月・12 月エコサロンについて 

2）印旛沼流域フォーラム 

 

広報部より 

1. 皆様の活動やお知らせなどの原稿をお寄せください。 

2. ホームページに団体のリンクや連絡先としてメールアドレス等の記載をご希望の方はご連絡ください。 

HP：http://kanpachiba.com/ 

 

氏 名   入会年月日  

住 所  〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

年会費 個人1,000円 団体2,000円 賛助会員5,000円 

お知らせ 

＜環境パートナーシップちば＞ 

入会申込書 

会の趣旨に賛同し（個人、団体、賛助会員として） 

会費を添えて（郵便振替）入会します 

「環境パートナーシップちば」は、環境活動の推

進と充実を目指し、千葉県内の環境市民のゆるや

かな連帯のもと、相互の情報交換と交流を深め、

行政及び専門家とのパートナーシップによる活動

の展開を図ることを目的としたネットワークで

す。 

入会申込先：千葉県環境財団 環境技術部 

環境活動推進ﾁｰﾑ気付 

TEL:043-246-2180  ＦＡＸ 043－246-6969 

会費納入先：環境パートナーシップちば 

郵便振替口座 00160-9-401872 千葉県環境財団 

環境技術部 環境活動推進ﾁｰﾑ気付 

 

再生紙使用 

 

平成 21 年度 第２回 廃棄物の適正処理を 

推進するためのシンポジウム 

知ろう、考えよう！私たちの生活と産業廃棄物！ 

 ～廃棄物の適正処理の推進に向けて～ 

日時：1 月 30 日（土）13 時～16 時 30 分 

場所：市原市サンプラザ市原プラザホール 

基調講演：廃棄物処理のリスクアセスメントを考

える（仮題） 

講師：佐藤 泉 弁護士 

事例発表・パネルディスカッション 

参加申し込み：FAX：043-221-3970  

千葉県環境生活部資源循環推進課 

第 41 回環境パートナーシップエコサロン 

日時：１２月１０日（木）午後 6：30～8：30 

場所：千葉市民活動センター大会議室 

話題提供：鹿野 陽子 氏  

東京ガス（株）千葉支店 

内容：低炭素社会に向けた 

都市ガス事業者の取組み 

  ①千葉のガス事業者について 

  ②都市ガスそのものと環境 

  ③省エネ・新エネの取組み（暮らしの中で・ 

街の中で・将来に向けて） 

  ④地域での環境コミュニケーション 

申し込み：桑波田(YFA03131@nifty.com) 


