
かしわ環境フェスタ２０１８

実績報告書

平成３０年１２月

柏市



１

目次

第１章 事業の概要

１ 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

２ 開催内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

３ 参加者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

第２章 当日の様子

１ ステージイベント ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

２ 体験型ブース ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

３ エコスタンプラリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

４ 展示コーナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

第３章 アンケート結果 ・・・・・・・・・・・・・・・ 9



２

第１章 事業の概要
１ 目的

かしわ環境フェスタ２０１８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～クールチョイスかしわ～

(2) 日時

平成３０年１２月８日（土）午前１１時から午後４時

(3) 会場

イオンモール柏 １階 センターコート

柏市豊町２－５－２５

(4) 参加費

無料

(5) 主催

柏市

(6) 協力（敬称略）

イオンモール柏，エコ窓普及促進会，柏市リサイクルプラザリボ

ン館運営委員会，京葉ガス株式会社，生活協同組合コープみら

い 千葉エリア 6 区ブロック委員会，千葉県環境生活部自然保

護課生物多様性センター（５０音順）

(7) 主な内容

ア ステージイベント

イ 体験型ブース

ウ エコスタンプラリー

エ 展示コーナー

３ 参加者数

２８７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表彰式，一番古い冷蔵庫コンテスト表

彰式，チーバくん・がすたんとのフォトセッションを実施しました。

柏市 環境 部次 長兼 環境 政策 課長 挨拶 柏市 環境 保全 協議 会会 長挨 拶

かしわエコカンパニー大賞 表彰 式 一番 古い冷蔵 庫コンテスト表彰 式

フォトセッション① フォトセッション②
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≪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。

(1) CO 2 削減部門賞 製造部門

受賞者 武田紙器株式会社 様

前年度と比較してＣＯ２排出量を２４.８％削減しました。

(2) CO 2 削減部門賞 事務部門

受賞者 株式会社斎藤英次商店 様

前年度と比較してＣＯ２排出量を１３.４％削減しました。

(3) 企業活動部門賞

受賞者 千代田鉱砕株式会社 様

ダンプの軽油使用量削減，本社事務室への LED 照明導入など，

省エネに係る取組を積極的に実施しました。

(4) かしわエコカンパニー大賞

受賞者 武田紙器株式会社 様

段ボール製造機械を高性能なものに替えたことで，稼働率が

向上し，電気使用量をおよそ２０％削減したことなどで，省エネ

に係る取組を積極的・継続的に実施しました。

≪一番古い冷蔵庫コンテスト≫

省エネ製品に買い換えると，大幅な省エネ効果・電気代削減が期

待できることから，市内の家庭で使用されている一番古い冷蔵庫を

募集するコンテストを実施し，柏市環境部次長兼課長より，コンテ

スト受賞者を表彰しました。

(1) 受賞者 山田 とし子 様

(2) 応募冷蔵庫

ナショナル ３９４リットル １９７７年製造（４１年使用）
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２ 体験型ブース

市民団体・企業・行政等６団体が，体験型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

ざりづくりを実施しました。

エコ窓に関する解説 窓の違いを体感

(2) 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，帽子のブローチ

づくりを実施しました。

ブローチづくり① ブローチづくり②
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(3) 柏市

●ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ

地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（ク

ールチョイス＝賢い選択）」をＰＲし，賛同を依頼しました。

パネル展示 賛同用紙を記入する来場者

(4) 京葉ガス株式会社

●がすたんのバードコールづくり

千葉県山武杉の間伐材を使用したバードコールづくりを実施し

ました。

バードコールづくり① バードコールづくり②
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(5) 生活協同組合コープみらい 千葉エリア 6 区ブロック委員会

●コープみらいのエコを学ぼう！

環境に関するクイズや，牛乳パックのしおりづくりを実施しまし

た。

環境に関するクイズ 牛乳パックのしおりづくり

(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，クイズを実施しまし

た。

生物多様性に関する解説 カミツキガメの標本展示
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３ エコスタンプラリー

会場内の体験型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。

アンケートを記入する来場者 スタンプラリーの景品

４ 展示コーナー

「みんなで考えよう地球温暖化～クールチョイス！柏」をテーマに，

市内小学生が夏休みに描いた環境絵日記の優秀作品を，会場に展

示しました。

環境絵日記の優秀作品① 環境絵日記の優秀作品②
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第３章 アンケート結果
アンケート回収数 ２８７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 ２６２

柏市 ２７４

柏市リサイクルプラザリボン館運営委員会 ２５９

京葉ガス株式会社 ２５３

生活協同組合コープみらい 千葉エリア 6 区ブロック

委員会

２６７

千葉県環境生活部自然保護課 生物多様性センター ２６７

【印象に残った体験ブース】

第１位 １３０票 京葉ガス株式会社

「がすたんのバードコールづくり」

第２位 １２７票 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」

第３位 ９８票 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」

【今後家庭で実施しようと思う環境配慮行動について】 ※一部抜粋

・電気の無駄遣いをしないようにする。

・ゴミの分別をする。

・マイバッグを買い物に持って行く。

・省エネ家電に買い換える。

・省エネ行動について学ぶ。

【自由意見】 ※一部抜粋

・とても楽しかった。

・説明がわかりやすかった。

・エコについて意識が高まった。
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