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1 千葉県環境月間表彰式
千葉県環境生活部循環型
社会推進課

6月26日（水） 千葉県庁
小・中・高等学校・一般から環境月間ポスターを
募集し、その中の優秀作品を表彰する。

千葉県環境生活部循環型社
会推進課

043-223-4144

2
千葉県環境功労者知事感
謝状表彰式

千葉県環境生活部環境政
策課

6月26日（水） 千葉県庁
県内における環境保全・美化活動に顕著な功績が
あった個人・団体に感謝状を贈呈する

千葉県環境生活部環境政策
課

043-223-4646

3
平成31年度産業廃棄物不
法投棄監視一斉パトロー
ル

千葉県環境生活部
廃棄物指導課
監視指導室指導班

未定 大網白里市内 地域美化活動
千葉県環境生活部
廃棄物指導課
監視指導室指導班

043-223-2684

4
千葉県環境研究センター
施設公開（市原地区）

千葉県環境研究センター
企画情報室

6月10日（月）～6月14日（金）
千葉県環境研究センター
市原地区（本館、新館）

研究施設等の一般公開
千葉県環境研究センター
企画情報室

0436-24-5309
https://www.pref.chiba.l
g.jp/wit/jouhou/kengaku.
html

5
千葉県環境研究センター
施設公開（稲毛地区）
水質関係

千葉県環境研究センター
水質環境研究室

6月10日（月）～6月14日（金）
千葉県環境研究センター
稲毛地区（水質棟）

研究施設等の一般公開
千葉県環境研究センター
水質環境研究室

043-243-2935
https://www.pref.chiba.l
g.jp/wit/jouhou/kengaku.
html

6
千葉県環境研究センター
施設公開（稲毛地区）
地質関係

千葉県環境研究センター
地質環境研究室

6月7日（金）～6月9日（日）
6月11日（火）

千葉県環境研究センター
稲毛地区（地質棟）

研究施設等の一般公開
千葉環境研究センター
地質環境研究室

043-243-0261
https://www.pref.chiba.l
g.jp/wit/jouhou/kengaku.
html

7
世界環境デー第3回東京
2020スポGOMI大会（後
援）

（公財）東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会

6月5日（水）
釣ヶ崎海岸
（千葉県一宮町）

制限時間内で海岸ゴミを拾い、その質と量をポイ
ントで争う

（公財）東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会

057-009-2020
https://tokyo2020.org/jp
/

8 合同パトロール 海匝地域振興事務所 6月中2日間を計画 千葉県海匝地域
不法投棄を防止して地域環境を保全するための路
線パトロール

海匝地域振興事務所
地域環境保全課

0479‐64‐2825

9
産業廃棄物不法投棄等監
視一斉パトロール

山武地域振興事務所 6月中6回 千葉県山武地域
産業廃棄物の不法投棄等を防止するための合同監
視パトロール

山武地域振興事務所
地域環境保全課

0475‐55‐3862

10
夷隅地域不法投棄等監視
一斉合同パトロール

管内産業廃棄物及び残土
等の不適正処理対策連絡
会議

6月のうち1日
夷隅地域振興事務所管内
全域

廃棄物不法投棄等の監視パトロール
夷隅地域振興事務所
地域環境保全課

0470‐82‐2451

11
産業廃棄物不法投棄一斉
パトロール

君津地域振興事務所
6月中4日間を計画
（各市と調整）

君津地域振興事務所管内
産業廃棄物の不法投棄の監視を強化するための合
同パトロール

君津地域振興事務所
地域環境保全課

0438‐23-2285

12 森っこレンジャー
千葉県立君津亀山少年自
然の家

6月23日（日）
千葉県立君津亀山少年自
然の家

森の中での体験活動を通して、自然に対する興味
を引き出す

千葉県立君津亀山少年自然
の家

0439-39-2628 http://kimikame.net

13 森の中での料理作り 船橋県民の森 6月9日（日） 船橋県民の森 森林浴をしながら美味しい料理体験  船橋県民の森管理事務所 047-457-4094
http://funabashi-
mori.jp/

令和元年度　千葉県内における環境月間行事（環境フェア・講演会・自然観察会・体験講座など）
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14
自然ウォッチング
（森の中の「においさが
し」）

千葉県立
船橋県民の森

6月16日（日） 千葉県船橋市 若葉や樹皮のにおいをかいでみよう。  船橋県民の森管理事務所 047-457-4094
http://funabashi-
mori.jp/

15 寄せ植え作り 船橋県民の森 6月23日（日） 船橋県民の森 初夏の花の寄せ植えを作る  船橋県民の森管理事務所 047-457-4094
http://funabashi-
mori.jp/

16 ジャガイモの収穫体験 東庄県民の森 6月16日（日） 東庄県民の森 園内の畑でジャガイモを収穫しよう  東庄県民の森管理事務所 0478-87-0393 http://tonosho-mori.jp/

17
枯れない仏花づくり ～プ
リザーブドフラワー～

東庄県民の森 6月22日(土) 東庄県民の森
暑さで日持ちしない仏花。枯れない素敵な花で飾
りませんか

 東庄県民の森管理事務所 0478-87-0393 http://tonosho-mori.jp/

18 梅収穫体験 大多喜県民の森 6月2日(日） 大多喜県民の森 大多喜県民の森の梅収穫  大多喜県民の森管理事務所 0470-82-3110
http://www.0-
kenmin.sakura.ne.jp/

19 キャンプ教室(野外調理) 大多喜県民の森 6月23日（日） 大多喜県民の森 キャンプ料理を体験します  大多喜県民の森管理事務所 0470-82-3110
http://www.0-
kenmin.sakura.ne.jp/

20
房総横断ハイキング シ
リーズ ①

内浦山県民の森 6月4日（火） 内浦山県民の森
内浦山県民の森から国有林眺海コース・人工林散
策コース・会所麻綿原コース・大多喜町道老津
線・一杯水林道入口まで約12ｋｍ

 内浦山県民の森管理事務所 04-7095-2821
http://www.chiba-
forest.jp/uchiurayama/

21
ヒメボタルに愛隊
（夜の森の観察会）

内浦山県民の森

6月15日（土）
6月16日（日）
6月22日（土）
6月23日（日）

内浦山県民の森

漆黒の闇にキラキラ光るヒメボタルに会いに、夜
の森を歩きます。ヘビトンボやモリアオガエルに
も会えるかも。雨天時は室内でのお話になりま
す。

 内浦山県民の森管理事務所 04-7095-2821
http://www.chiba-
forest.jp/uchiurayama/

22 和風庭園の箱庭を作ろう 館山野鳥の森 6月8日（土） 館山野鳥の森
板材を組み合わせて箱型の鉢を作り、シダ・コケ
などを植栽したり、石を敷くなどして、小さな和
風庭園を作ります。

 館山野鳥の森管理事務所 0470-28-0166
http://www.chiba-
forest.jp/yachou/

23
レンガ造りの窯でパン作
りに挑戦！

館山野鳥の森 6月22日(土) 館山野鳥の森

パン作りに挑戦してみましょう。生地作りから始
め、こねた生地をレンガの窯で焼きます。自作の
焼きたてパンの味は最高です。スープと共に召し
上がれ！

 館山野鳥の森管理事務所 0470-28-0166
http://www.chiba-
forest.jp/yachou/

24 ほたる観賞会 清和県民の森
6月8日（土）
6月15日（土）
6月22日（土）

清和県民の森
清和ほたるの里まで歩き、ほたるを観賞します。
当日にロッジ村へご宿泊のお客様が対象です。

 清和県民の森管理事務所 0439-38-2222
http://www.chiba-
forest.jp/seiwa/

25
山の学校
川の生きもの①

清和県民の森 6月15日（土） 清和県民の森
小糸川上流の渓流に下りて、水の中の生きものを
観察します。

 清和県民の森管理事務所 0439-38-2222
http://www.chiba-
forest.jp/seiwa/

26 第1回市民環境講座
温暖化防止ながれやま、
流山市

6月2日（日） 生涯学習センター ソーラーカーの工作 流山市環境政策課 04-7150-6083
https://www.city.nagarey
ama.chiba.jp/life/100258
4/1002690/1002692.html
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27 不法投棄監視パトロール 白井市 6月7日（金）・6月21日（金） 白井市内
市内をパトロールし、不法投棄の現状把握及び撤
去に努める。

白井市環境課
きれいなまちづくり班

047-401-5429

28 一斉清掃活動 東金市 5月～6月 東金市内全域
ごみの散乱防止と再資源化の普及啓発を目的とし
て一斉清掃を行う。

東金市経済環境部環境保全
課

0475-50-1170

29 BeCanフォーラム
メイク松戸ビューティフ
ル

6月9日（日） 松戸市勤労会館 ポイ捨て防止に係る市民フォーラム メイク松戸ビューティフル 047-368-0980

30
不法投棄監視員による一
斉パトロール

酒々井町役場 経済環境課 6月5日（水） 酒々井町内 パトロール及び散乱ごみの収集 酒々井町 043-496-1171

31 いちかわ環境フェア2019
市川市環境部
生活環境整備課

6月2日（日） ニッケコルトンプラザ 環境に関する体験・参加型ブースの展示等 市川市生活環境整備課 047-712-6306
http://www.city.ichikawa
.lg.jp/env01/1111000226.
html

32 環境フォーラム2019 香取市 6月16日(日) 栗源市民センター
市民の環境保全に対する意識の向上と環境学習の
機会を提供するイベント

香取市　環境安全課 0478-50-1248

33
黒部川おもてなしクリー
ン作戦

TOWN黒部川 6月22日(土)
香取市黒部川下流
小見川地区

黒部川河川敷の清掃活動を通じて、身近な自然環
境の大切さを理解するイベント

TOWN黒部川 090-3401-7990

34
平成31年度廃棄物不法投
棄監視夜間パトロール

香取市 6月中旬 香取市内全域 不法投棄防止対策として、夜間パトロールを実施 香取市　環境安全課 0478-50-1248

35 建設業協会海岸清掃 大網白里市建設業協会 6月中旬 白里中央海岸周辺 海岸清掃 大網白里市商工観光課 0475-70-0356

36
花のボランティア連絡協
議会

大網白里市都市整備課 6月中旬
小中池公園（コスモス種
まき）

地域美化活動 大網白里市都市整備課 0475-70-0360

37
花のボランティア連絡協
議会

大網白里市都市整備課 5月中旬・下旬
大網街道沿い（除草作
業）

地域美化活動 大網白里市都市整備課 0475-70-0360

38 ゴミゼロ運動 八千代市クリーン推進課 6月2日（日） 八千代市内
地域環境美化の推進を目的に，市全体で美化活動
を実施。

八千代市クリーン推進課 047-483-1151

39 里山歩き 八千代市環境政策室 6月5日（水） 萱田・村上地区
里山を歩きながら，関連の深い文化財等を紹介す
る。

八千代市環境政策室 047-483-1151
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40
不法投棄防止夜間パト
ロール

八千代市クリーン推進課
八千代市清掃センター

6月上旬のうち3日間 八千代市内全域
不法投棄監視ウィークに合わせ，不法投棄常習箇
所を中心に市内全域をパトロールする。

八千代市クリーン推進課
八千代市清掃センター

047-483-1151
047-483-4521

41
作品展「八千代の環境
展」

八千代市環境政策室 6月5日（水）～6月16日（日）
オーエンス八千代市民
ギャラリー第3・4展示室

市内の自然風景や生き物，谷津・里山やほたるの
里等をテーマとした作品及び市内で育てたグリー
ンカーテンの写真を募集し，作品展を開催する。

八千代市環境政策室 047-483-1151

42 エコロジーアート展
オーエンス八千代市民
ギャラリー

6月5日（水）～6月16日（日）
オーエンス八千代市民
ギャラリーエントランス

市内小学生を対象に環境をテーマにした作品展を
開催する。

オーエンス八千代市民ギャ
ラリー

047-406-4116

43 ごみ減量学習会
八千代市クリーン推進課
八千代市清掃センター

6月9日（日）
9月20日（金）

八千代緑が丘自治連合会
館
福祉センター

市の職員が自治会等に出向き，ごみの分別や減量
化等について話をする。

八千代市クリーン推進課 047-483-1151
http://www.city.yachiyo.
chiba.jp/124000/page1000
62.html

44 ごみ学習出前講座
八千代市クリーン推進課
八千代市清掃センター

6月13日（木） 八千代市立高津小学校
市の職員が小学校に出向き，ごみの種類や処理方
法について話をする。また，ごみの分別体験やご
み収集車のデモンストレーションを実施する。

八千代市クリーン推進課 047-483-1151
http://www.city.yachiyo.
chiba.jp/124000/page1000
62.html

45 懸垂幕・横断幕の掲示 八千代市クリーン推進課

横断幕：（市庁舎）
6月17日（月）～7月1日（月）
11月21日（木）～12月6日（金）
3月13日（金）～3月27日（金）
懸垂幕：（市庁舎）
5月31日（金）～6月28日（金）
11月15日（金）～11月29日（金）
12月12日(木）～12月25日（水）
　（新川）
5月17日（金）～6月3日（月）

八千代市役所
新川（なかよし橋，村上
橋）

市庁舎，庁舎敷地及び新川に不法投棄やポイ捨て
防止を訴える懸垂幕・横断幕を掲示し，不法投
棄・ポイ捨て防止の啓発の一助とする。

八千代市クリーン推進課 047-483-1151

46 ライトダウン 八千代市環境政策室 6月22日（土）・7月7日（日） 八千代市内呼びかけ
地球温暖化防止のため，夏至ライトダウン(6/22)
及び七夕ライトダウン(7/7)を行うよう呼びかけ
る。

八千代市環境政策室 047-483-1151

47 合同パトロール 八千代市クリーン推進課 6月予定 八千代市内

千葉県葛南地域振興事務所とクリーン推進課不法
投棄対策班が，産業廃棄物の案件について意見交
換を行い，現場確認（場合によっては指導）を行
う。

八千代市クリーン推進課 047-483-1151

48 新川啓発パトロール 八千代市クリーン推進課 2回/月 新川河川敷
毎月2回，ポイ捨て防止条例で規定されている環境
美化重点区域（新川遊歩道沿い）で啓発パトロー
ルを行う。

八千代市クリーン推進課 047-483-1151

49 6月1日号広報掲載 旭市 6月1日（土） 旭市 環境月間及び不法投棄防止週間について掲載 旭市環境課環境政策班 0479-62-5328

50
きれいな旭をつくる会
総会

きれいな旭をつくる会 6月末
きれいな旭をつくる会
事業報告、計画、決算、予算等

旭市環境課環境美化班 0479-62-5329
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51 いんざい環境フェスタ 印西市 6月8日（土）
イオンモール千葉ニュー
タウンコスモス広場

環境保全やごみ減量に取組む団体がブース内で啓
発を行う。

印西市環境経済部
クリーン推進課

0476-33-4504

52
浦安春まつり（環境フェ
ア）

浦安市 5月18日（土）・5月19日（日） 浦安公園

環境について関心をもってもらうため、市民団
体、企業、関連自治体による体験・展示ブース等
において啓発を行う。（環境保全課）
リサイクル家具の即売、リサイクル自転車の抽選
販売（ビーナスプラザ）

浦安市環境保全課 047-352-6482

53 共同清掃 浦安市自治会連合会 6月の土・日 各自治会の地域内 各自治会の地域内 浦安市環境衛生課 047-712-6492

54 フリーマーケット 浦安市 6月30日（日） ビーナスプラザ フリーマーケット、リサイクル教室の体験 浦安市ビーナスプラザ 047-382-8787

55
栗山川周辺環境ボラン
ティア

横芝光町 6月9日（日） 栗山川堤防
栗山川河川敷の草刈り及びポイ捨てごみの回収を
行う。

横芝光町環境防災課 0479-84-1216

56 不法投棄監視パトロール 横芝光町 6月7日（金） 横芝光町内全域
町不法投棄監視員と共に町内を巡回し、不法投棄
の発見及び広報活動による発生抑制、ポイ捨てご
み等の回収を行う。

横芝光町環境防災課 0479-84-1216

57 小型家電ボックス回収 横芝光町 年中 横芝光町内５拠点
町内5か所の公共施設に回収ボックスを設置し、小
型家電製品の回収を行う。回収された製品は事業
所へ引き渡し再資源化を行う。

横芝光町環境防災課 0479-84-1216

58
かまがや環境パネル展
２０１９

鎌ケ谷市環境課 6月18日（火）～6月27日（木）
鎌ケ谷市役所
1階　市民ホール

本市で環境保全を行っている団体や、市民への環
境保全の啓発に資する活動を行っている団体のパ
ネル展示。

鎌ケ谷市環境課 047-445-1227

59
キャンドルナイトinかま
がや

鎌ケ谷駅前ふるさとづく
り
推進協議会　※本市後援

6月21日（金）
東武野田線
鎌ケ谷駅周辺

東武鎌ケ谷駅東口駅前広場において、キャンドル
を灯し静かな夜を過ごすイベントを実施。

鎌ケ谷駅前ふるさとづくり
推進協議会

047-498-6111

60 鴨川市ごみゼロ運動 鴨川市 5月26日（日） 鴨川市内全域
各地域・各団体が自主的に行い、道路沿いのポイ
捨てごみ等を収集し集積する。

鴨川市総務部環境課 04-7093-7838

61 春のごみセロ週間

館山市町内会連合協議会
館山市コミュニティ連絡
協議会
館山商工会議所
館山市観光協会
館山市防犯協力会
館山市・館山市教育委員
会

5月18日（土）～6月9日（日） 館山市内全域（各所）

「館山市まちをきれいにする条例」に基づき、環
境美化の日を「春のごみゼロ週間」及び「秋のご
みゼロ週間」と定め、市民・事業者・各種団体等
と市が一体となって市内を清掃し、地域の環境美
化の促進及び美観の保護を図る。

館山市環境課 0470-22-3354
http://www.city.tateyama
.chiba.jp/kankyou/page00
0582.html

62 環境保全パトロール 九十九里町
6月9日（日）
※例年5月～3月で実施。

九十九里町内全域 不法投棄監視活動
九十九里町まちづくり課
環境係

0475-70-3167
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令和元年度　千葉県内における環境月間行事（環境フェア・講演会・自然観察会・体験講座など）

63
印旛沼環境基金公開講座
「江戸期の掘割工事」

公益財団法人印旛沼環境
基金、佐倉市

6月1日（土） ミレニアムセンター佐倉
印旛沼に関する公開講座（江戸期に行われた掘割
工事について）

佐倉市生活環境課 043-484-4278

64 生きもの見っけ隊 佐倉市 6月15日（土） 佐倉市畔田谷津 谷津における生きもの観察会 佐倉市生活環境課 043-484-4278

65
ポイ捨て防止、歩行喫煙
防止キャンペーン

四街道市 6月25日（火）
四街道駅周辺（環境美化
重点地区）

ごみのポイ捨て、歩行喫煙防止を街頭で呼びかけ
る活動

四街道市環境政策課 043-421-6131

66 環境美化表彰 四街道市 6月25日（火） 四街道市役所
長年にわたり地域の環境美化に貢献された個人・
団体の表彰

四街道市環境政策課 043-421-6131

67 環境保全推進絵手紙展 市原市環境管理課 6月13日（木）～7月12日（金） 市原市役所　他
市内の小中学生・一般市民より公募した環境保全
に関する絵手紙の入賞作品の展示

市原市環境管理課 0436-23-9867

http://www.city.ichihara
.chiba.jp/kurashi/kankyo
ryokuka/kankyo/event-
envstudy/index.html

68
習志野市・イオン環境
フェア

習志野市・イオンリテー
ル㈱

6月21日（金）～6月24日（月） イオンモール津田沼 パネル展示や体験イベント
習志野市都市環境部
環境政策課

047-453-9291

69 谷津干潟の日フェスタ 習志野市 5月3日（金）～6月16日（日）
谷津干潟自然観察セン
ター

谷津干潟の保全等に係る各種イベントの実施 谷津干潟自然観察センター 047—454-8416

70
谷津干潟をキレイにしよ
う！

環境省・習志野市 6月16日（日） 谷津干潟 谷津干潟に入り、アオサや漂着ゴミを回収
習志野市都市環境部
環境政策課

047‐453‐9291

71 リサイクル教室
成田市リサイクルプラザ
運営委員会

6月11日（火） 成田市リサイクルプラザ 布切れから帽子つくり 成田市リサイクルプラザ 0476-36-1000

72 駅前クリーン運動 成田市 6月21日（金） JR成田駅・京成成田駅前 JR成田駅・京成成田駅前の清掃 成田市クリーン推進課 0476-20-1530

73 空港周辺道路美化活動
なりた環境ネットワー
ク・成田市

6月28日（金）
国道295・408・51号(成田
市内)

国道295・408・51号のごみ拾い・花の植栽 成田市環境計画課 0476-20-1533

74
広報誌への環境月間特集
記事掲載（環境保全）

袖ケ浦市環境管理課 6月1日（土） 袖ヶ浦市内全域
省エネ・大気汚染緊急時対策・自然環境保全活動
等

袖ケ浦市環境管理課 0438-62-3404

75
広報誌への環境月間特集
記事掲載（３R・美化）

袖ケ浦市廃棄物対策課 6月1日（土） 袖ヶ浦市内全域
生ごみ肥料化容器等助成金・切枝粉砕機貸出・廃
棄物の不法投棄・残土の違法埋立て

袖ケ浦市廃棄物対策課 0438-63-1881
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令和元年度　千葉県内における環境月間行事（環境フェア・講演会・自然観察会・体験講座など）

76 広報誌への記事掲載 袖ケ浦市廃棄物対策課 6月15日（土） 袖ヶ浦市内全域 ごみの出し方 袖ケ浦市廃棄物対策課 0438-63-188１

77 臨海地区清掃 袖ケ浦市環境管理課 6月19日（水） 袖ケ浦市（臨海地区）
市と臨海地区工場の協力により、臨海地区の清掃
を実施する

袖ケ浦市環境管理課 0438-62-3413

78 地域清掃
自治会、ボランティア団
体

随時 茂原市内各所 自治会やボランティア団体による地域美化活動 茂原市環境保全課 0475-20-1504

79 不法投棄監視 茂原市不法投棄監視員 随時 茂原市内各所
茂原市長が委嘱した不法投棄監視員による市内パ
トロール

茂原市環境保全課 0475-20-1504

80 花いっぱい運動
茂原市、自治会、ボラン
ティア団体

随時 茂原市内各所
茂原市の花コスモスの普及啓発を図るため、市が
自治会やボランティア団体に対し、コスモスの種
子を配布する。

茂原市環境保全課 0475-20-1504

81 ゴミ分別隊 多古町 6月9日（日） あじさい公園
ふるさと多古町あじさい祭りの会場で発生したゴ
ミを分別収集し、ごみ分別に対する意識を高め
る。構成員は多古中学校2年生男子。

多古町生活環境課 0479-76-5406

82
リボン館フリーマーケッ
ト

柏市，柏市リサイクルプ
ラザリボン館運営委員会

6月2日(日）
柏市リサイクルプラザリ
ボン館

フリーマーケットやフードバンク等のブース設
け，市民への3Rの啓発を行うもの。

柏市廃棄物政策課 04-7167-1140

83 強化月間休日パトロール 千葉市
6月1日（土）・6月15日（土）・
6月22日（土）

千葉市内全域
不法投棄防止強化策として週休日に不法投棄監視
業務を行う。

千葉市環境局資源循環部
産業廃棄物指導課

043-245-5684

84
2019ちばし環境フェス
ティバル

千葉市地球温暖化対策地
域協議会

6月14日（金）
千葉市文化センターアー
トホール

市民・事業者向けの講演会及びミニコンサート
千葉市環境局環境保全部
環境保全課

043-245-5199

85
九都県市エコドライブ講
習会

九都県市大気保全部専門
部会、千葉市

6月23日（日） 千葉市自動車練習所 エコドライブ啓発を目的とした講習会
千葉市環境局環境保全部
環境保全課

043-245-5199

86
大草谷津田のいきものの
里自然観察会

千葉市 6月2日（日）・6月16日（日） 大草谷津田いきものの里 大草谷津田いきものの里に住む動植物の観察など
千葉市環境局環境保全部
環境保全課

043-245-5195

87 ごみゼロクリーンデー 千葉市 6月2日（日）
千葉市内（中央区、美浜
区、若葉区）

清掃活動
千葉市環境局資源循環部
廃棄物対策課

043-245-5067
https://www.city.chiba.j
p/kankyo/junkan/haikibut
su/29gomizero.html

88
第22回ふなばし環境フェ
ア

船橋市環境フェア実行委
員会

6月22日（土）
ふなばし三番瀬海浜公
園・環境学習館

市民、事業者および行政それぞれが、環境意識を
高め、健全で恵み豊かな環境の実現を目指して、
パネル展示、工作・体験コーナーなどを出展する

船橋市環境部環境政策課 047-436-2450
https://www.city.funabas
hi.lg.jp/machi/kankyou/0
02/p059775.html
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89 環境パネル展 船橋市環境部環境政策課 6月3日（月）～6月7日（金） 船橋市役所１階
市役所１階美術コーナーにて環境に関するパネル
を展示する

船橋市環境部環境政策課 047-436-2450
https://www.city.funabas
hi.lg.jp/machi/kankyou/0
02/p059775.html

90 環境図書コーナー 船橋市環境部環境政策課 6月1日（土）～6月30日（日） 船橋市内各図書館
市内各図書館で環境に関する本の展示、紹介、貸
出

船橋市環境部環境政策課 047-436-2450
https://www.city.funabas
hi.lg.jp/machi/kankyou/0
02/p059775.html

91
不法投棄等の不適正処理
対策強化月間

船橋市環境部廃棄物指導
課

6月1日（土）～6月30日（日） 船橋市内
委託による監視パトロールの強化、広報等による
啓発

船橋市環境部廃棄物指導課 047-436-3810


