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1 エコメッセ2019inちば
エコメッセちば実行委員
会

10月20日（日） 幕張メッセ
各主体（市民・企業・大学・行
政）によるブース出展や、各種特
別企画など。入場無料。

エコメッセちば実行委
員会事務局

090-5374-0019 https://www.ecomesse.com

2 プラネタの日
千葉県立君津亀山少年自
然の家

6月2日（日）
千葉県立君津亀
山少年自然の家

プラネタリムの投影
千葉県立君津亀山少年
自然の家

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

3 カラフルわたあめづくり
千葉県立君津亀山少年自
然の家

6月2日（日）
千葉県立君津亀
山少年自然の家

家族で楽しむ活動。わたあめづく
り。

千葉県立君津亀山少年
自然の家

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

4 100人deスーパー水遊び
千葉県立君津亀山少年自
然の家

6月30日（日）
千葉県立君津亀
山少年自然の家

家族で楽しむ活動。水遊び。
千葉県立君津亀山少年
自然の家

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

5
東葛飾文化祭　in　県民プラ
ザ

さわやかちば県民プラザ

6月15日（土）～
6月23日（日）
9:00～21:00
平日は展示のみ
17日（月）は休所日

さわやかちば県
民プラザ

東葛飾地域の文化団体の活動発表
さわやかちば県民プラ
ザ

04-7140-8615
https://www.skplaza.pref.chib
a.lg.jp/

6
県立中央図書館
県民の日おはなし会

千葉県立中央図書館
6月15日（土）
13：30～14：00

県立中央図書館
5歳以上の子どもと保護者を対象
に、絵本の読み聞かせ、素話のほ
か、千葉県の本を紹介します。

千葉県立中央図書館 043-222-0116
https://www.library.pref.chiba
.lg.jp/guide/central/index.htm
l

7
県立中央図書館
菜の花ライブラリー活用講座

千葉県立中央図書館（千
葉県資料室）

6月15日（土）
10：00～11：30

県立中央図書館

千葉県関係のデータベース「菜の
花ライブラリー」の使い方や千葉
県に関する情報の調べ方を、実際
にパソコンを操作しながらやさし
く学べます。

千葉県立中央図書館
（千葉県資料室）

043-222-0116
https://www.library.pref.chiba
.lg.jp/guide/central/index.htm
l

8
県立東部図書館
展示「東総のちば文化資産」

千葉県立東部図書館
4月20日（土）～
6月20日（木）

県立東部図書館
東総地域内の「次世代に残したい
と思う『ちば文化資産』」に関す
る資料を展示します。

千葉県立東部図書館 0479-62-7070
https://www.library.pref.chiba
.lg.jp/guide/east/index.html

9
県立手賀の丘少年自然の家：
施設開放

千葉県立手賀の丘少年自
然の家

6月15日（土）
9:00～16:30

県立手賀の丘少
年自然の家

施設利用料は無料
(宿泊施設は有料)

千葉県立手賀の丘少年
自然の家

04-7191-1923 http://www.tega.jp/

10
県立水郷小見川少年自然の
家：施設開放

千葉県立水郷小見川少年
自然の家

6月15日（土）
9:00～17:30

県立水郷小見川
少年自然の家

施設利用料は無料
（宿泊施設は有料）

千葉県立水郷小見川少
年自然の家

0478-82-1343 http://suigou-omigawa.com/

令和元年度　千葉県内における「環境の日」及び「環境月間」関連行事以外の行事
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11 県立東金青年の家：施設開放 千葉県立東金青年の家
6月15日(土)
9:00～17:30

県立東金青年の
家

施設利用料は無料
(宿泊施設は有料)

千葉県立東金青年の家 0475-54-1301
http://www.tougane-
youth.jp/

12
県立君津亀山少年自然の家：
施設開放

千葉県立君津亀山少年自
然の家

6月のうち1日
県立君津亀山少
年自然の家

施設利用料は無料
(宿泊施設は有料)

千葉県立君津亀山少年
自然の家

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

13 県立鴨川青年の家：施設開放
施設利用料は無料
（宿泊施設は有料）

6月15日（土）
9:00～21:00

県立鴨川青年の
家

施設利用料は無料（宿泊施設は有
料）

千葉県立鴨川青年の家 04-7093-1666
http://www.echiba-
sports.org/kamo/k-top.html

14 山の学校　夏の山の生きもの 千葉県立中央博物館 6月15日（土） 清和県民の森
夏の山の生きものを学ぶ観察会。
定員40人。

千葉県立中央博物館 043-265-3111
http://www2.chiba-
muse.or.jp/NATURAL/

15
観察会「親子で磯の生きもの
を探そう」

千葉県立中央博物館分館
海の博物館

6月16日（日）
千葉県立中央博
物館分館海の博
物館

親子で楽しみながら磯の生きもの
の観察。定員20人。

千葉県立中央博物館分
館海の博物館

0470-76-1133
http://www2.chiba-
muse.or.jp/UMIHAKU/

16 水の大使2019
千葉県上下流交流実行委
員会

8月7日（水）～
8月9日（金）
(予定)

群馬県長野原町

県内の小学生とダムにより水没す
る地域の小学生との交流会などを
通じて、「水の貴重さ・大切さ」
を学ぶ活動

千葉県総合企画部水政
課

043-223-2273
https://www.pref.chiba.lg.jp/s
uisei/kouryuu/index.html

17
全日本中学生水の作文コン
クール

水循環政策本部、国土交
通省、千葉県

平成31年3月1日（金）～
5月9日（木）(募集)
8月5日（月）(表彰式)

県内
「水について考える」をテーマと
した作文募集と表彰

千葉県総合企画部水政
課

043-223-2688
https://www.pref.chiba.lg.jp/s
uisei/sakubun/index.html

18 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、千葉県

11月18日（月）
船橋中央自動車
学校

エコドライブ啓発を目的とした講
習会

千葉県環境生活部循環
型社会推進課

043-223-4144

19
春の市民ぐるみでクリーン
デー(ゴミゼロ運動)

松戸市　環境業務課 5月26日（日）

家の周辺及び町
(自治)会であら
かじめ決められ
た場所

市内を清掃し、地域の環境美化等
を推進するとともに快適な環境に
ついて住民意識の高揚を図る。

松戸市　環境業務課 047-366-7333
https://www.city.matsudo.chi
ba.jp/kurashi/gomi_shinyou/e
vent/cleanday.html

20 江戸川クリーン大作戦 松戸市　廃棄物対策課 5月26日（日） 江戸川河川敷

河川美化運動の一環として、江戸
川沿川の住民、各種団体、市区町
村等の協力を得て、河川敷のごみ
を一斉清掃する。

松戸市　環境政策課 047-704-2010
https://www.city.matsudo.chi
ba.jp/kurashi/gomi_shinyou/e
vent/edogawaclean.html

21 環境意識啓発活動 松戸市　環境政策課
6月1日（土）～6月21日
（金）

松戸市内一円
広報紙や庁内連絡通路を活用し、
COOL CHOICE等について市民へ広く
呼びかけを行う。

松戸市　環境政策課 047-366-7089
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22 江戸川クリーン作戦
国土交通省
江戸川沿いの2区11市町

6月1日（土） 江戸川河川敷
河川敷での空き缶拾いやごみ類の
収集等

市川市生活環境整備課 047-712-6317
http://www.city.ichikawa.lg.jp
/env09/1111000026.html

23 クールビズ 山武市 5～10月
山武市役所及び
出先機関

冷房温度の適正化及び服装の工夫
山武市経済環境部環境
保全課

0475-80-1163

24 ウォームビズ 山武市 11～3月
山武市役所及び
出先機関

暖房温度の適正化及び服装の工夫
山武市経済環境部環境
保全課

0475-80-1163

25 ごみゼロ運動 香取市 5月26日(日) 香取市内全域
自治会・団体・企業等を対象にご
み散乱防止と再資源化促進の普及
啓発を目的に清掃活動を実施

香取市　環境安全課 0478-50-1248

26 自然観察会 香取市
5月19日(日)
10月中旬

香取市田部
牧野の森

公募により募集した市民を対象
に、季節の草花を観察し地域の自
然を再確認する

香取市　環境安全課 0478-50-1248

27 ゴミゼロ運動 大網白里市 5月26日（日） 大網白里市内 地域美化活動
大網白里市地域づくり
課

0475-70-0386

28 クールビズ 大網白里市
5月1日（水）～10月31日
（木）

大網白里市役所
庁舎内

省エネルギーを呼びかける運動 大網白里市総務課 0475-70-0300

29 ゴミゼロ運動 我孫子市 5月26日（日） 我孫子市内全域
ごみの散乱防止と再資源化促進の
普及啓発を目的に、空き缶などの
散乱ごみの一斉清掃を実施

我孫子市クリーンセン
ター

04-7187-0015

30
ごみゼロ運動
（ごみ減量・リサイクル推進
週間関連）

一宮町 5月26日（日） 一宮町内全域 町内のゴミ拾い・側溝清掃など 一宮町都市環境課 0475-42-1430

31 一宮海岸清掃

一宮川等流域環境保全
推進協議会
長生地区九十九里海岸
クリーン対策協議会

8月31日（土） 一宮海岸 一宮海岸のごみ拾い 一宮町都市環境課 0475-42-1430

32 一宮川堤防の草刈 一宮川をきれいにする会 12月中旬（予定） 一宮川 一宮川堤防の草刈・ごみ拾い 一宮町都市環境課 0475-42-1430
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33 新川一斉清掃 八千代市環境保全課 4月6日（土） 新川遊歩道周辺
大和田排水機場から宮内橋までの
新川両岸遊歩道周辺を清掃する。

八千代市環境保全課 047-483-1151

34 野草に親しむ会 少年自然の家
4月20日（土）・9月28日
（土）

少年自然の家周
辺

少年自然の家及び施設周辺に咲い
ている身近な植物（草花等）の観
察。

少年自然の家 047-488-6538
http://www.yachiyo.ed.jp/yac
hiyo/sosiki/sizen/

35 八千代フリーマーケット

八千代フリーマーケット
実行委員会
後援：八千代市クリーン
推進課

5月11日（土）
10月26日（土）

八千代市役所駐
車場

家庭で不要になった物品の再利用
を図り，ごみを減量するためにフ
リーマーケットを開催する。

八千代市クリーン推進
課

047-483-1151
http://www.city.yachiyo.chiba
.jp/124000/page100007.html

36 自然写真・スケッチ展 少年自然の家

5月12日（日）～
5月26日（日）
(ただし5月18日・19日・
25日は休館日)

少年自然の家
自然をモチーフとする写真や絵手
紙の展示。

少年自然の家 047-488-6538
http://www.yachiyo.ed.jp/yac
hiyo/sosiki/sizen/

37 自然観察会 郷土博物館 5月12日（日） 吉橋周辺
吉橋周辺の植物や地形について散
策しながら知ってもらう。

郷土博物館 047-484-9011
http://www.city.yachiyo.chiba
.jp/600508/index.html

38 昆虫観察会 郷土博物館 5月19日（日）
新川わくわくプ
レーパーク

森や野原，川など多様な環境が集
まった場所であり，多種の昆虫が
見られる「新川わくわくプレー
パーク」にて昆虫観察を行う。

郷土博物館 047-484-9011
http://www.city.yachiyo.chiba
.jp/600508/index.html

39 星空を見る会 少年自然の家
全6回
(5/17,8/2,9/20,12/20,2/
21,3/27)

少年自然の家
プラネタリウムの見学及び天体観
望を行い，星空への関心を高めて
もらう。

少年自然の家 047-488-6538
http://www.yachiyo.ed.jp/yac
hiyo/sosiki/sizen/

40 親子ふれあい自然体験教室 少年自然の家
全2回
(7/20～21，
 3/14～15)

少年自然の家
親子で1泊2日の生活をし、体験活
動を通して自然とふれあう。

少年自然の家 047-488-6538
http://www.yachiyo.ed.jp/yac
hiyo/sosiki/sizen/

41 植物標本づくり講座 郷土博物館
全2回
7/21，8/18

郷土博物館周辺

郷土博物館周辺の植物を散策しな
がら採取し，植物標本をつくるこ
とを通して八千代に存在する植物
について知ってもらう。

郷土博物館 047-484-9011
http://www.city.yachiyo.chiba
.jp/600508/index.html

42
ポイ捨て防止ポスター募集・
展示

八千代市クリーン推進課
募集：9月
展示：11～2月

八千代市内

市内小学4年生から6年生を対象に
ポイ捨て防止ポスターを募集し，
優秀な作品を表彰し，市内の
ショッピングモール等で掲示す
る。

八千代市クリーン推進
課

047-483-1151
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43 リサイクルフェア 八千代市クリーン推進課 10月予定
八千代総合運動
公園多目的広場

ごみの減量やリサイクルについて
の情報を提供するため，八千代
どーんと祭に出展し，パネル展示
やパンフレットの配布，ゲーム等
を行う。

八千代市クリーン推進
課

047-483-1151

44 駅前啓発活動 八千代市クリーン推進課 10，11月予定
八千代市内主要
駅

不法投棄防止・ポイ捨て防止を訴
えるために，作成した啓発グッズ
（ウエットティッシュ）を市内主
要駅で不法投棄連絡員（公募によ
るボランティア）の皆さんと一緒
に配付し，マイク等で呼びかけ
る。

八千代市クリーン推進
課

047-483-1151

45 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

12月25日（水）～12月30
日（月）のうち4日間

八千代市内一円

年末の大掃除等で出たごみの不法
投棄が多くなることから，常習箇
所を中心に夜間パトロールを行う
（4日間）。

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

46 野鳥観察室の解放 少年自然の家
1月26日（日）～3月22日
（日）

少年自然の家
少年自然の家周辺に生息する身近
な野鳥の観察を目的とした野鳥観
察室の解放。

少年自然の家 047-488-6538
http://www.yachiyo.ed.jp/yac
hiyo/sosiki/sizen/

47 野鳥に親しむ会 少年自然の家 2月15日（土）
少年自然の家と
同施設周辺

少年自然の家周辺に生息する身近
な野鳥の観察。

少年自然の家 047-488-6538
http://www.yachiyo.ed.jp/yac
hiyo/sosiki/sizen/

48 土曜日のアトリエ
オーエンス八千代市民
ギャラリー

土曜日
（週1回程度）

オーエンス八千
代市民ギャラ
リー ライブス
テージ

小学生向けの工作教室で、牛乳
パックやボトルキャップなどの廃
材のリサイクル利用を心掛けてい
る。

オーエンス八千代市民
ギャラリー

047-406-4116
https://www.yachiyo-library-
gallery.jp/gallery/news/?ca=6

49 不法投棄物撤去処理・処分 八千代市クリーン推進課 随時 八千代市内
自治会や市民との協働により，不
法投棄物の撤去，当該地の閉めき
り等を行う。

八千代市クリーン推進
課

047-483-1151

50
里山整備ボランティア人材育
成講座（里山楽校）

八千代市環境政策室 未定 八千代市内
谷津・里山を保全・再生・活用す
るために担い手を育成する講座を
開催する。

八千代市環境政策室 047-483-1151
http://www.city.yachiyo.chiba
.jp/123508/page100012.html

51 里山シンポジウム 八千代市環境政策室 未定 八千代市内
谷津・里山についての理解を深め
る。

八千代市環境政策室 047-483-1151

52 いんざい自然探訪 印西市
8月23日（金）
他5日未定

印西市内
里山歩き、昆虫採集等、自然と触
れ合う行事を実施（計６回）

印西市環境経済部環境
保全課

0476-33-4491
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53 第１回うらやす三番瀬感謝祭
浦安市クリーンアップ大
作戦実行委員会

6月2日（日）
浦安市三番瀬環
境観察館

当該事業は、市民、企業、行政が
協力して護岸の清掃活動を行い、
その後、環境体験学習を実施す
る。

浦安市クリーンアップ
大作戦実行委員会

090-6703-0129
http://ura3banze.ciao.jp/repo
rt.html#daisakusen

54 森林と親しむ講座 浦安市
6月29日（土）・6月30日
（日）

浦安市民の森周
辺（群馬県高崎
市倉渕町）

浦安市の隣を流れる旧江戸川の上
流域にある「浦安市民の森」で、
森林整備体験を通し、自然に対す
る理解や環境に対する意識を高め
る。

浦安市環境保全課 047-352-6482

55
ゴミゼロ運動普及啓発キャン
ペーン

浦安市環境衛生課
5月23日（木）・5月24日
（金）

浦安駅前及び新
浦安駅前

浦安駅及び新浦安駅前において、
ゴミゼロ運動への参加呼びかけ
や、ゴミの散乱防止と再資源化促
進の普及啓発物資の配布を行う。

浦安市環境衛生課 047-712-6492

56 栗山川周辺環境ボランティア 横芝光町 10月20日（日） 栗山川堤防
栗山川河川敷の草刈りおよびポイ
捨てごみの回収を行う。

横芝光町環境防災課 0479-84-1216

57 町内一日清掃 横芝光町
第1回：5月26日（日）
第2回：11月24日（日）

横芝光町内全域
町内道路脇のごみ拾い・草刈り・
側溝汚泥の清掃を行う。

横芝光町環境防災課 0479-84-1216

58 不法投棄監視パトロール 横芝光町 年12回 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

59 小型家電特別回収 横芝光町
第1回：7月7日（日）
第2回：12月上旬

横芝光町役場

小型家電のイベント回収として年
２回実施。
ボックス回収と同様に事業所へ引
き渡し再資源化を行う。

横芝光町環境防災課 0479-84-1216

60 まるごみ’１９鴨川
鴨川市・鴨川市まるごみ
実行委員会

5月26日 前原海岸
市民・団体等による海岸ボラン
ティア清掃

鴨川市総務部環境課 04-7093-7838

61 環境監視パトロール 館山市（環境課） 通年
館山市内全域
（各所）

環境等対策参与による市内パト
ロールの実施

館山市環境課 0470-22-3354

62 鏡ケ浦クリーン作戦
鏡ケ浦をきれいにする会
思行会

5月28日（火）・7月3日
（水）

鏡ケ浦（船形～
北条・新井海岸
とその周辺）

館山の貴重な財産として多くの
方々から親しまれている「鏡ケ
浦」のビーチクリーンの実施

館山市環境課 0470-22-3354
https://www.city.tateyama.ch
iba.jp/kankominato/event100
066.html
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63 環境美化ポスターコンクール
館山市
館山市教育委員会

募集：～8月
審査：9月
展示：10月

館山市内
環境学習の一環として、市内小学
生を対象とする「環境美化に関す
るポスター」の募集

館山市環境課 0470-22-3354
https://www.city.tateyama.ch
iba.jp/kankyou/page100056.h
tml

64 秋のごみゼロ週間

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

10月12日（土）～11月4日
（月）

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.chi
ba.jp/kankyou/page000582.ht
ml

65 町民清掃 御宿町 通年 御宿町内 地域美化活動 御宿町建設環境環境課 0470-68-6694

66 エコライフ講演会 佐倉市 5月16日（木）
志津コミュニ
ティ-センター

グリーンカーテンの作り方講演会 佐倉市生活環境課 043-484-6716

67
印旛沼観光船での自然観察会
～親子で学ぼう印旛沼～

佐倉市 5月11日（土）
佐倉ふるさと広
場

印旛沼の水質に関する講義及び実
験、観光船乗船

佐倉市生活環境課 043-484-4278

68 ゴミゼロ運動 四街道市 5月26日（日） 四街道市内
道路等に散乱している空き缶やび
ん、プラスチック、ビニール袋、
紙くず、不燃ごみなどの一斉収集

四街道市クリーンセン
ター

043-432-8527

69
住友林業建築技術専門校環境
保全活動

住友林業建築技術専門校 H31.4.25 四街道市内 市内の清掃を行う活動
住友林業建築技術専門
校

043-432-6639

70
四街道ライオンズクラブ環境
美化ボランティア活動

四街道ライオンズクラブ 年2回 四街道市内 市内の清掃を行う活動 四街道市福祉政策課 043-421-6121

71
愛国学園大学付属四街道高校
生徒による「小さな親切運
動」クリーン作戦

愛国学園大学付属四街道
高校

年1～2回 四街道市内 市内の清掃を行う活動
愛国学園大学付属四街
道高校



通し
番号

行　　　事　　　名 主　　　催 期　　　日 場　　　所 行　　事　　内　　容 問合せ先名称 問合せ先電話 U　　R　　L

令和元年度　千葉県内における「環境の日」及び「環境月間」関連行事以外の行事

72
四街道市スポーツ少年団環境
ボランティア活動

四街道市スポーツ少年団 5月26日（日） 四街道市内 市内の清掃を行う活動
四街道市スポーツ振興
課

043-424-8926

73
株式会社千葉ヤクルト工場
美化ボランティア活動

株式会社千葉ヤクルト工
場

年9回 四街道市内 市内の清掃を行う活動
株式会社千葉ヤクルト
工場

043-432-8960

74 第4回いちはら環境フェスタ
いちはら環境フェスタ実
行委員会、市原市

9月21日（土） 市原市市民会館
各種団体による環境保全活動の展
示・実演やフリーマーケット等を
実施

市原市
環境管理課
クリーン推進課

0436-23-9867
0436-23-9857

https://www.city.ichihara.chib
a.jp/kurashi/kankyoryokuka/
kankyo/event-
envstudy/kankyoufestakouho
u.html

75 リサイクル体験教室 習志野市
6月20日（木）・6月25日
（火）

習志野市リサイ
クルプラザ

古布でつくるぞうり
習志野市リサイクルプ
ラザ

047-453-0530

76 駅前クリーン運動 成田市
毎月21日(休日の場合は直
前の平日）

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

77 フリーマーケット
成田市リサイクルプラザ
運営委員会

5月19日（日）
成田市リサイク
ルプラザ

フリーマーケット
成田市リサイクルプラ
ザ

0476-36-1000

78 環境美化運動 成田市
5月26日（日）・8月4日
（日）・12月1日（日）

成田市内全域
自治会の自主的な清掃活動をごみ
袋を配布して支援する

成田市クリーン推進課 0476-20-1530

79 環境学習会
なりた環境ネットワー
ク・成田市

7月25日（木） 印旛沼
大和田排水機場を見学し、また、
観光船に乗船し印旛沼を学ぶ

成田市環境計画課 0476-20-1533

80 環境学習会
なりた環境ネットワー
ク・成田市

8月10日（土）
坂田ケ池総合公
園

自然観察会 成田市環境計画課 0476-20-1533

81 環境講演会
なりた環境ネットワー
ク・成田市

9月1日（日）
成田市文化芸術
センター

地球環境問題をテーマとした講演
会

成田市役所環境計画課 0476-20-1533

82 リサイクル教室
成田市リサイクルプラザ
運営委員会

8月17日（土）
成田市リサイク
ルプラザ

牛乳パックからはがき・広告紙か
ら小物入れ

成田市リサイクルプラ
ザ

0476-36-1000
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83 リサイクル教室
成田市リサイクルプラザ
運営委員会

9月3日（火）・9月10日
（火）

成田市リサイク
ルプラザ

着物から作務衣つくり
成田市リサイクルプラ
ザ

0476-36-1000

84 フリーマーケット
成田市リサイクルプラザ
運営委員会

9月29日（日）
成田市リサイク
ルプラザ

フリーマーケット
成田市リサイクルプラ
ザ

0476-36-1000

85 印旛沼クリーンハイキング
なりた環境ネットワー
ク・成田市

10月12日（土） 印旛沼

北印旛沼湖畔のごみを拾いながら
散策。
会場を設け環境啓発等のイベント
を実施。

成田市環境計画課 0476-20-1533

86 環境学習会
なりた環境ネットワー
ク・成田市

10月19日（土）
公津の杜公園及
び付近の里山

自然観察会 成田市環境計画課 0476-20-1533

87 環境学習会
なりた環境ネットワー
ク・成田市

12月15日（日）
坂田ケ池総合公
園

自然観察会 成田市環境計画課 0476-20-1533

88 空港周辺道路美化活動
なりた環境ネットワー
ク・成田市

12月17日（火）
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

89 リサイクル教室
成田市リサイクルプラザ
運営委員会

2月18日（火）
成田市リサイク
ルプラザ

布草履つくり
成田市リサイクルプラ
ザ

0476-36-1000

90 環境学習会
なりた環境ネットワー
ク・成田市

2月23日（日） 成田山公園 自然観察会 成田市役所環境計画課 0476-20-1533

91 寺台インターチェンジ清掃
なりた環境ネットワー
ク・成田市

2月（予定）
寺台インター
チェンジ

寺台インターチェンジのごみ拾い 成田市役所環境計画課 0476-20-1533

92 環境学習 多古町 9月6日（金） 多古こども園

園児及び保護者を対象にゴミの分
別に関するゲームを実施、ごみの
分別及びリサイクルに対する意識
を高める。

多古町生活環境課 0479-76-5406

93 九十九里海岸クリーン事業
長生地区九十九里海岸ク
リーン対策協議会

9月

長生地区（白
子・長生・一
宮）の九十九里
海岸

海岸清掃
長生地区九十九里海岸
クリーン対策協議会事
務局

0475-32-2494
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94 花いっぱい運動
長生村花いっぱい運動推
進協議会

月1～2回 長生村内全域 植栽（花）等
長生村花いっぱい運動
推進協議会事務局

0475-32-2494

95 ゴミゼロ運動 長生村 5月26日（日） 長生村内全域 清掃活動 長生村役場下水環境課 0475-32-2494

96 不法投棄監視活動 長生村 月2回 長生村内全域 不法投棄監視 長生村役場下水環境課 0475-32-2494

97 ごみゼロ運動 東庄町役場町民課 5月26日（日） 東庄町内全域 東庄町内全域の清掃活動 東庄町役場町民課 0478-86-6072

98
緑のカーテンづくり(苗の無
料配布）

南房総市 5月下旬

配布場所は南房
総市役所本庁お
よび朝夷行政セ
ンター、地域セ
ンター、各小中
学校

ツル性の野菜の苗を市民、市内事
業所及び小中学校に無料配布し、
省エネ対策や地産地消、食育等の
普及推進を図る

南房総市環境保全課 0470-33-1053
http://www.city.minamiboso.c
hiba.jp/

99 南房総市ゴミゼロ運動 南房総市 5月26日(日） 南房総市内全域

市域のごみの散乱防止やリサイク
ルの推進、環境美化などの普及啓
発の目的で、市内全域で一斉清掃
を実施する

南房総市環境保全課 0470-33-1053
http://www.city.minamiboso.c
hiba.jp/

100
環境ポスター・環境標語コン
テスト

南房総市 7～10月 ―
夏休みを利用して作品を募集し、
10月に表彰式を実施する予定。そ
の後、作品展示を行う。

南房総市環境保全課 0470-33-1053
http://www.city.minamiboso.c
hiba.jp/

101
南房総市のエコライフカレン
ダー

南房総市 12月配布 ―

環境ポスター等の作品や環境に関
する情報を掲載した環境カレン
ダーを作成し、学校や市民等に配
布する。

南房総市環境保全課 0470-33-1053
http://www.city.minamiboso.c
hiba.jp/

102 不法投棄対策
木更津市環境部まち美化
推進課

通年 木更津市内全域
不法投棄監視員15名を委嘱し、不
法投棄の防止・抑止及び早期発
見・対処に努めている。

木更津市環境部まち美
化推進課

0438-36-1133
https://www.city.kisarazu.lg.j
p/kurashi/kankyo/fuhoutouki
/index.html

103 雑草等処理対策
木更津市環境部まち美化
推進課

通年 木更津市内全域

雑草等処理対策本部を設置し、空
き地に繁茂した雑草の除去等につ
いて、全庁を挙げて取り組んでい
る。

木更津市環境部まち美
化推進課

0438-36-1133
https://www.city.kisarazu.lg.j
p/kurashi/kankyo/bika/1001
336.html
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104 地域まち美化推進支援事業
木更津市環境部まち美化
推進課

通年 木更津市内全域

18の全小学校を拠点とし各地域と
連携・協働により、学校で育てた
花を街中に植栽し、「きれいなま
ちづくり」を推進している。

木更津市環境部まち美
化推進課

0438-36-1133
https://www.city.kisarazu.lg.j
p/kurashi/kankyo/bika/1001
335.html

105 まちをきれいにする運動
木更津市環境部まち美化
推進課

通年 木更津市内全域

ゴミゼロ運動をはじめ、海岸・河
川清掃等、住民参加型のボラン
ティア清掃を支援し、「きれいな
まちづくり」を推進している。

木更津市環境部まち美
化推進課

0438-36-1133
https://www.city.kisarazu.lg.j
p/kurashi/kankyo/bika/1001
337.html

106 ポイ捨て防止啓発ポスター
木更津市環境部まち美化
推進課

通年 木更津市内全域
環境美化啓発活動の一環として、
啓発用ポスターを作成し、ごみの
ポイ捨て防止・抑止を図る。

木更津市環境部まち美
化推進課

0438-36-1133
https://www.city.kisarazu.lg.j
p/kurashi/kankyo/bika/1001
337.html

107 木更津市リサイクルフェア
木更津市環境部まち美化
推進課

10月13日（日）
木更津市民会館
等
中ホール

ごみ減量・リサイクルポスターコ
ンクール表彰・展示、リサイクル
クイズ回答者へのエコバッグの配
布等

木更津市環境部まち美
化推進課

0438-36-1133

108 スカイパトロール 千葉市 5月及び12月 千葉市内全域
千葉市消防局ヘリコプターにより
上空から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

109 休日・夜間パトロール 千葉市
通年(土曜日及び金曜日夜
間）

千葉市内全域
不法投棄防止のため月一回休日及
び夜間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

110 年末強化パトロール 千葉市 12月27日（金） 千葉市内全域
不法投棄防止のため年末に不法投
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

111
九都県市「エコなライフスタ
イルの実践・行動」キャン
ペーン

九都県市地球温暖化対策
特別部会、千葉市

5月1日（水）から
令和2年4月30日（木）

千葉市内全域

市が適温冷房や軽装での執務等を
率先して実行し、市民と事業者に
省エネルギー型ライフスタイルへ
の転換を呼びかける

千葉市環境局環境保全
部
環境保全課

043-245-5199

112
第25回「クリーン船橋530
（ごみゼロ）の日」

船橋市・船橋市廃棄物減
量等推進員

5月26日（日） 船橋市内全域
市内全域での一斉清掃及び啓発活
動

船橋市環境部クリーン
推進課

047-436-2434

113 食育展 船橋市保健所地域保健課

6月17日（月）～6月28日
（金）
（フードドライブは6/18
のみ開催）

保健福祉セン
ター１Ｆ

食育展のなかで、家庭で余ってい
る食べ物を持ち寄り、まとめて福
祉団体や施設などに寄付する
「フードドライブ」を6月18日に開
催する。

船橋市環境部資源循環
課

047-436-2433

114 夏休みファミリー講演会
船橋市・船橋市地球温暖
化対策地域協議会

8月1日（木）
市民文化創造館
（きららホー
ル）

小学生以上の親子等を対象とし、
環境に関する講演会を行うことで
地球環境問題についての意識啓発
を図る事を目的とする。

船橋市環境部環境政策
課

047-436-2465
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115 夏休みセミのぬけがら調査 船橋市環境部環境政策課
6月8日（土）・6月21日
（金）・8月6日（火）

船橋市運動公
園、アンデルセ
ン公園、県立行
田公園

市内3コースでセミのぬけがらの集
め方、分類の仕方を実際に行いな
がら学び、最後に標本を作成す
る。

船橋市環境部環境政策
課

047-436-2450

116
第13回「船橋ベイエリアをき
れいにする日」

船橋市・市内各協議会・
組合

9月29日（日）
若松公園周辺、
高瀬下水処理場
周辺

該当地区周辺の清掃活動
船橋市環境部クリーン
推進課

047-436-2434

117
第17回ふなばし三番瀬クリー
ンアップ

ふなばし三番瀬クリーン
アップ実行委員会

10月27日（日）
ふなばし三番瀬
海浜公園前砂浜

三番瀬の清掃と自然観察会等を市
民・事業所・環境団体・行政とが
協働して行うことにより、三番瀬
に対する関心と理解を深め、もっ
て三番瀬の保全を図る事を目的と
する。

船橋市環境部環境政策
課

047-436-2450

118 環境に関する講演会
船橋市・船橋市地球温暖
化対策地域協議会

11月9日（土） 中央公民館
環境、特に温暖化対策に関連する
講演会を開催する

船橋市環境部環境政策
課

047-436-2465

119
第38回「船橋をきれいにする
日」

クリーン船橋市民会議 11月17日（日） 船橋市内全域 市内の一斉清掃
船橋市環境部クリーン
推進課

047-436-2434


