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第１章 事業の概要
１ 目的

かしわ環境フェスタ２０１6 は，子供から大人まで，遊びながら環境

について学ぶことにより，環境問題への意識を無理なく高め，日常生

活において具体的な行動を起こすきっかけとなる場を目指します。

２ 開催内容

(1) テーマ

遊んで学ぼう！「エコ」のこと

(2) 日時

平成２8 年１２月 3 日（土）午前１１時から午後４時

(3) 会場

セブンパークアリオ柏１階イーストコート

柏市大島田９５０－１

(4) 参加費

無料

(5) 主催

柏市，柏市ストップ温暖化サポーター

(6) 協力

セブンパークアリオ柏，柏市環境保全協議会，柏商工会議所，

千葉トヨペット株式会社柏店・沼南店，マツダオートザム柏

店・柏の葉キャンパス店，日産プリンス千葉販売株式会社

(7) 主な内容

ア ステージイベント

イ 体験ブース

ウ エコカー展示

エ エコスタンプラリー

オ 展示コーナー

３ 参加者数

１８７人

※エコスタンプラリー台紙の回収数より算出
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第２章 当日の様子
１ ステージイベント

かしわエコカンパニー大賞，緑のカーテンコンテスト表彰式，チー

バくん・がすたんとのフォトセッション，体験ブース出展団体の活動

紹介等を実施しました。

柏市 長挨 拶 柏市ストップ温暖化サポーター代表挨拶

かしわエコカンパニー大賞 表彰 式 緑のカーテンコンテスト表彰 式

緑のカーテンフォトコンテスト表彰 式 フォトセッション
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体験 ブース出 展団 体の活動 紹介① 体験 ブース出 展団 体の活動 紹介②

≪表彰式の受賞者≫

(1 ) かしわエコカンパニー大賞

柏市環境保全協議会より，環境にやさしい企業活動を行った

企業を表彰しました。

ア CO 2 削減部門賞 受賞者

(ｱ) 製造部門：株式会社ヤマトメタル

前年度と比較してＣＯ２排出量を１４.９％削減しました。

(ｲ) 事業所部門：青木建設株式会社

前年度と比較してＣＯ２排出量を１８.３％削減しました。

イ 企業活動部門賞及びかしわエコカンパニー大賞 受賞者

青木建設株式会社

うちエコ診断の取組を通じて，各家庭に合わせたオーダーメイ

ドの省エネ対策を提案し，環境意識の向上に寄与しました。
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(2) 緑のカーテンコンテスト

柏市及び柏市ストップ温暖化サポーターより，今夏，立派な緑

のカーテンを育てた市民を表彰しました。

受賞者 長友 悦子 様

長友 悦子 様の作品 ① 長友 悦子 様の作品 ②

(3 ) 緑 のカーテンフォトコンテスト

柏商工会議所環境保全委員会より，今夏，立派な緑のカーテン

を育てた柏商工会議所会員事業所及び学校を表彰しました。

ア 柏商工会議所会員事業所の部

ＮＴＴ東日本南関東東葛営業支店

イ 学校の部

柏市立柏第六小学校

ＮＴＴ東日本南関東東葛営業支店の作品 柏市 立柏 第六 小学 校の作品
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２ 体験ブース

市民団体・企業・行政等が，体験ブースを出展しました。

(1) エコ窓普及促進会

●楽しく学ぼう！エコ窓教室

エコ窓と普通の窓の違いを体感する結露実験や，オリジナル窓

かざりづくり等を実施しました。

結露実験 オリジナル窓かざりづくり

(2) NPO 法人かしわ環境ステーション 地球温暖化対策部会

温暖化防止ながれやま

●人力発電体験と家庭の省エネ診断

人力発電体験や，家庭の省エネ診断等を実施しました。

●消費電力計測実験とクイズ

ワットアワーメーターを使用して家電製品の消費電力を測定す

る消費電力計測実験等を実施しました。

人力発電体験 消費電力測定実験

合同開催
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(3) 柏市ストップ温暖化サポーター

●地球を救おう！

COOL CHOICE を普及させるための啓発活動や，地球儀づくり

等を実施しました。

COOL CHOICE の普及啓発 地球儀づくり

(4) 柏市リサイクルプラザリボン館運営委員会

●リデュース，リユース，リサイクル

リサイクル資源を利用したクリスマスツリーや，指はめの針刺し

づくり等を実施しました。

クリスマスツリーづくり 針刺しづくり
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(5) 京葉ガス株式会社

●がすたんのバードコールづくり

千葉県産山武杉の間伐材を使用したバードコールづくり等を実

施しました。

バードコールづくり① バードコールづくり②

(6) 千葉県環境生活部自然保護課 生物多様性センター

●生物多様性について学ぼう

生物多様性に関するパネルの展示・解説や，クイズ等を実施し

ました。

パネルの展示 クイズの景品で配布した缶バッジ
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(7) 株式会社プラントテクノロジー

●クイズで砂漠化を知ろう！

砂漠化問題に関するクイズや，砂絵づくり等を実施しました。

砂漠化問題に関するクイズ 砂絵づくり

３ エコカー展示

市内ディーラーによる，燃料電池自動車，電気自動車，クリーン

ディーゼル自動車等，エコカーの展示を実施しました。また，エコド

ライブに関するクイズのブースを設置しました。

エコカー展示 エコドライブに関 するクイズのブース
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４ エコスタンプラリー

会場内の体験ブースに参加してスタンプを集めた方に，景品を差

し上げました。

景品交換コーナー 景品を選ぶ来場者

５ 展示コーナー

夏休みに市内小学生に描いてもらった環境絵日記の優秀作品や，

かしわエコカンパニー大賞・緑のカーテンコンテストの受賞者紹介パ

ネル等を会場に展示しました。

環境絵日記の優秀作品 受賞者紹介パネル
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第３章 アンケート結果
アンケート回収数 １８７件
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【エコスタンプラリー押印数】

出展団体 押印数

エコ窓普及促進会 １４１

温暖化防止ながれやま １１５

NPO 法人かしわ環境ステーション 地球温暖化対策部会 １０２

柏市ストップ温暖化サポーター １１８

柏市リサイクルプラザリボン館運営委員会 １１１

京葉ガス株式会社 １５８

千葉県環境生活部自然保護課 生物多様性センター １２１

株式会社プラントテクノロジー １２２

【印象に残った体験ブース】

第１位 ４８票 株式会社プラントテクノロジー

「クイズで砂漠化を知ろう！」

第２位 ４６票 京葉ガス株式会社

「がすたんのバードコールづくり」

第３位 ４１票 温暖化防止ながれやま

「人力発電体験と家庭の省エネ診断」

第３位 ４１票 柏市リサイクルプラザリボン館

「リデュース，リユース，リサイクル」

【自由意見】 ※一部抜粋

・地球についてよく学ぶことができて楽しかった。

・社会の勉強として役に立つと思った。

・環境について改めて考える機会となった。

・新しく知ることばかりだった。

・このようなイベントを色々なところで続けてほしい。
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かしわ環境フェスタ２０１６ 実績報告書
主 催 柏市，柏市ストップ温暖化サポーター

住 所 〒２７７-８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

電 話 ０４-７１６７-１６９５

ＦＡＸ ０４-７１６３-３７２８


