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［冒頭挨拶］ 

２０２２年度環境カウンセラー千葉県協議会運営方針 

理事長 吉 田 昌 弘 

「ロシアによるウクライナ侵攻」が多くの人々の平和（平穏な日常）を乱す脅威となってしまっ

た上に、次々と亜種に姿を変えるコロナの終息が未だに見通せない中で、これからもウイズコ

ロナの観点から感染症対策との共生を図りながら、世の中の進歩に遅れないよう社会のニーズ

に呼応し、EC 千葉の最大の持ち味である知識と経験に基づき地道に日常活動を進めていく必要

があります。これまで同様に「楽しく、魅力ある活発な EC 千葉の活動」をモットーに、「ステ

ークホルダー（お客様）から感謝される活動」を目指し、充実と拡大を図っていきたいと考え

ております。 

(1) 組織運営 

6 月 1 日現在の会員数は 76 名です。会員の高齢化に伴い、徐々にではありますが会員数が

減少しつつあります。EC 千葉にとっての大きな課題のひとつとして、若手や女性にとっても

｢魅力ある環境カウンセリング活動｣を企画推進し、感謝されることだと思います。会員の皆

さんの協力のもと、一緒に活動できる仲間を増やし、楽しくボランティア活動や地元貢献活

動が出来るよう、さらなるご支援・ご協力をお願いしたします。 

(2) 事業推進 

｢2050 年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現｣の宣言以来、地球温暖化対策は

社会全体の大きなうねりになっています。この潮流に呼応しながら自治体・市民のニーズに

応え得る普及・啓発活動を実施していきます。 

特に、千葉県が推進する「SDGｓパートナー登録制度」への登録を踏まえ、「私たちが身近

で出来ること」をベースに、SDGｓの具現化に繋げられるよう活動の充実・拡充を図ります。 

(3) センターにおける具体的活動 

【EMS 支援センター】は、多くの企業や外郭団体のニーズを的確に捉え、外部機関とのコラボも視野に

入れたセミナー・講習会などの確実な実行と参加者の拡大に努めます。 

【地球温暖化対策センター】､【廃棄物対策センター】は、環境保全のテーマとして、最近大いに注目さ

れてきており、他センターとも連携し EC 千葉一丸となって実効ある普及啓発活動を推進します。 

【環境学習センター】は、「みんなのひろば」を活用し、参加者の増加と会員が自由に楽しく学びあえ

る場を目指し、力量アップと新会員の勧誘に貢献する。また、地方自治体・公民館・学校等への講

師派遣活動を定着させると同時に、ニーズに応えられる提案内容の拡充・拡大を図ります。  

【水環境対策センター】は、「浄化槽啓発講習会」や「水環境体験教室」への講師派遣や講習会の継続・

拡充を図ります。 

【うちエコ診断】は、各種団体や自治体の補助金を原資とする事業として継続できるよう、地方自治体

と会員との連携・協力関係を構築します。 
 

コロナ禍にあった雌伏期間、それぞれが蓄えた環境問題への知見や情報をコロナ後には SDGｓへ取

組みとして具現化することにより、EＣ千葉全体の総力をあげた活動にしていきたいと考えます。 

これには会員の皆さん一人ひとりの協力が不可欠です。皆さんの力を存分に出し合って、参

加された方々に喜んでもらえる活動を目指していきたいと願っております。 

環 境 カ ウ ン セ ラ ー は 、 環 境 省 に よ り 認 定 さ れ た 環 境 に 関 す る 専 門 家 で す 。  

地球温暖化対策、廃棄物対策、環境教育 ･環境学習、環境経営など、お気軽に  

ご相談下さい。  

環境カウンセラーちば 
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第 20 回通常総会を 2022 年 5 月 22 日(日)に開催しました。 

今回も、昨年に続いて新型コロナ感染対策のために、例年のように会員全員が一つの会場に

集って開催することができませんでしたので、議決は書面による表決とし、同時にオンライン

での会議を行い、議事の進行・表決結果の速報を行いました。 

また、このような方式での総会開催となったために、恒例の総会特別講演(環境セミナー)の

実施は断念せざるをえませんでした。 

会員総数 76 名に対し 62 名が書面表決書を提出し、本総会は成立しました。なお、オンライン

会議への出席は 18 名(うち､事務局 3 名)でした。 

吉田理事長を議長に選任して議案の審議を行い、有馬監事からの監査報告と事務局長からの書面

表決書により提出された議案に対する質問とそれに対する回答の報告を受けてから、議案の表決を

行い、書面表決者 62 名が第 1～3 号議案すべてに賛成(承認 56 名､委任 6 名）であることから各

議案とも原案どおり承認されました。 

(1) 第 1 号議案「2021年度事業報告ならびに決算報告」 

(2) 第 2 号議案「2021年度監査報告」 

(3) 第 3 号議案「2022年度事業計画案ならびに予算案」 

今回は役員改選がありませんので、 

以上で第 20 回通常総会は閉会となりました。 

会員の皆様のご協力にあらためてお礼申し上げます。 

 

＜2022 年度事業計画＞ 

(1) 環境保全推進事業としては、｢環境セミナー｣､｢施設見学会｣､｢環境公開講座｣､｢秋季研修会｣､

｢自然観察会｣、環境教育プログラム「わくわく探検隊～自然となかよし～」を開催する。 

(2) 環境保全啓発事業としては、「エコメッセ 2022 in ちば」に参加する。千葉市・船橋市を

はじめとした各地の環境イベンに出展・参加し、また、これらの機会にうちエコ診断の啓発

と診断を実施する。 

(3) 講師派遣事業においては、環境学習支援団体として、小･中学生、一般市民等の環境教育､

環境学習への講師派遣、その他の自治体・地域での環境学習の支援に取り組む。 

(4) 行政機関、事業者などに対する事業としては、エコアクション２１特別基礎地域事務局・

千葉県環境財団と連携し、「エコアクション２１普及セミナー」を中心としたエコアクション

２１の普及活動を推進する。また、｢企業環境セミナー｣、｢ISO 内部監査員養成講座｣を開催

し、中小企業の環境経営の支援に取り組む。 

(5) 環境問題やまちづくりに関する諸調査、政策の提案に関する事業については、環境省施策へ

の対応、県や市等の事業への参加・協力を視野に、他の部・センターと連携して、地球温暖化

対策活動、廃棄物対策活動および生物多様性研究会活動に取り組む。 

水環境対策活動においては、これまでどおり県が主催する浄化槽啓発講習に講師派遣する

とともに、地元自治体と連携した水環境体験学習会を開催し、水質保全の啓発活動を推進する。 

｢うちエコ診断｣については、自治体等との連携に積極的に取り組み、家庭うちエコ診断を

実施する。 

(6) その他の事業として、広報「環境カウンセラーちば」の発行、ホームページのアップデート

を継続する。また、環境カウンセラー全国連合会(ECU)への協力関係を従来どおり進める。 

第２０回通常総会  開催報告  
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＜2021 年度事業実施の概要＞ 
(1) 環境保全推進事業については、｢環境セミナー｣､｢施設見学会｣､｢秋季研修会｣､｢環境公開講座｣､

｢自然観察会｣､および環境教育プログラム「わくわく探検隊～自然となかよし～」を計画したが、

新型コロナウィルス感染防止対策を受けて、いずれも実施することができなかった。 

(2) 環境保全啓発事業においては、「エコメッセ 2021 in ちば」がオンライン開催となったこと

に対応し、Web 映像よって当協議会の活動を紹介し、うちエコ診断の受診を呼びかけた。 

また、船橋市環境フェアおよび木更津市オーガニック･フェスティバルに参加し、EC 千葉 

の活動紹介と環境啓発を行った。千葉市民活動フェスタ 2021 にはオンライン参加した。 

(3) 講師派遣事業においては、環境学習支援団体として、地域の公民館や教育委員会等への講師

派遣を実施し、小･中学生、一般市民等への地域の環境教育､環境学習の支援に取り組んだ。 

(4) 行政機関、事業者などに対する事業においては、｢ISO 内部監査員養成講座｣は従来通り実施でき

たが、｢企業環境セミナー｣と「エコアクション２１普及セミナー」はオンライン開催となった。 

(5) 環境問題やまちづくりに関する諸調査、政策の提案に関する事業である地球温暖化対策活

動、廃棄物対策活動および生物多様性研究会活動においては、当協議会の活動のベースとなる

情報発信と環境イベント等での啓発活動を中心に活動を継続した。 

水環境対策活動においては、これまで講師派遣して協力してきた県主催の浄化槽啓発講は開催

されなかったが、地元自治体と連携した「水環境体験教室」を実施し、水質保全の啓発を行った。 

｢うちエコ診断｣については、自治体との連携により家庭うちエコ診断を実施した。 

(6) その他の事業として、広報「環境カウンセラーちば」の発行、ホームページのアップデート

を継続した。また、環境カウンセラー全国連合会(ECU)への協力関係を従来どおり進めた。 

(7) 表彰受賞者 

次の方々が、長年にわたる EC 千葉および地域における環境保全活動に尽力された功績に

より受賞されました。各位のご活躍にあらためて敬意を表し、お祝い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 千葉県知事表彰 　 2021年6月23日 　見並 勝佳 氏 　環境功労者知事感謝状

　橋本　正 氏 　環境保全功労賞

　志澤　達司 氏 　環境保全功績賞

　森川　礼子 氏 　環境保全功績賞

 ECU代表理事表彰　

2021年度表彰受賞者

2021年6月26日

第19回通常総会 オンラインで開催　[議決は書面表決]

理事会
計12回開催（オンラインとの併行開催）
一般会員のオブザーバー参加を呼びかけ。

EMS支援センター定例会議 計12回

　EMS研修会 計9回 [講師役を随時募っています｡]

環境学習センター定例会議 計12回

　相互研修「みんなのひろば」 計12回 [話題提供者を随時募っています｡]

水環境対策センター会議

オンラインでの登録メンバー間の情報交換

 ◎登録メンバーを募集しています。

2021年度EC千葉の活動

2021年5月30日

　　　特別講演会(環境公開講座)は、新型コロナ感染対策への対応のため実施せず。

(定例会議の前半)

(定例会議の前半)

理事会開催日

毎月はじめに開催

理事会開催日

(不定期)地球温暖化対策センター
　 カーボンニュートラル勉強会

 8月､4月 (浄化槽講習会･水環境体験教室の実施計画打合せ)

                 [センターメンバー(講師・副講師役)を募集しています｡]



                                                     59 号－4 

 

 

 

 

 

 

エコメッセ 2021 in ちば オンライン出展、動画による活動紹介(10月7日から1年間)

船橋市環境フェア

木更津市オーガニックフェア 木更津市

千葉市民活動フェスタ2021 千葉市 (オンライン出展)

大多喜町環境教育プログラム
　　｢わくわく探検隊｣

大多喜町基幹集落センター(老川出張所)沿い養老川

南房総市丸山川「生き物調べ」 南房総エコネット行事への協賛

自然観察会、施設見学会

平成30年度浄化槽講習会

白井市立桜台小学校(対象：4年生)

野田市立川間小学校(対象：6年生)

市川市立宮田小学校(対象：4年生)

野田市立南部小学校(対象：4年生)

エコアクション２１普及セミナー
基調講演：｢カーボンニュートラルに向けた国内外の最新動向｣
事例紹介:2件
EA21の解説：｢EA21認証・登録の手続き｣

企業環境セミナー

テーマ：｢ISOの運用で､SDGs活動を推進しよう｣
基調講演：｢ISO14001を活用してSDGsに取り込む」
事例紹介：2件

(ISO 14001)  7月8日

(ISO 9001 )  9月16,17日、2022年1月19,20日

〇(講師派遣)
　 富士フイルムヘルスケア(株)

　長生村保健衛生推進協議会
一昨年の台風15号・19号・東日本豪雨
　　～これって地球温暖化の影響！～

　市原市辰巳公民館
一昨年の台風15号・19号・東日本豪雨
　　～これって地球温暖化の影響！～

　茂原市リサイクル推進委員会 レジ袋とエコバックから考える地球環境

　木更津市西清川公民館 みんなで学ぶSDGｓ～環境問題を考える～

　 かずさFM こども環境サミットｉｎきさらづ（収録）

　木更津市西清川公民館 身近な問題　食品ロスについて考える

　成田市中央公民館
こどもセミナー「ナリタの未来を考える」
　　今地球が熱い！地球ではどんなことが起きている

うちエコ診断事業
千葉市地球温暖化対策地域協議会主催
　(対象：千葉市在住・在勤者)

診断件数：17件

　成田市教育委員会生涯学習課
　　［成田市生涯大学校］

7月1日

9月26日

11月19日

12月18日

2022年1月21日

2022年2月22日

2022年2月26日

2021年度のEC千葉の活動 (続き)

10月8日

11月７日～12月5日

参加せず｡

11月3日

6月26日

開催断念

船橋市三番瀬環境学習館
　　［ポスター展示および船橋市Webサイトへ活動動画アップ］

　　（パネル展示：2022年1月～3月）

進む気候変動、いまや、気候危機に！
　　～世界・日本で今何が起きている？～＝私たちへの宿題＝

☆千葉商工会議所と共催

〇(講師派遣)
　 千葉県職業能力開発協会

11月1,2日

開催されず｡

9月15日
[オンライン開催]

11月19日

11月26日

2022年2月22日

水環境体験教室

12月8日
[オンライン開催]

ISO内部監査員養成講座 

地域の環境学習への講師派遣

開催せず｡

（ISO 14001） 6月16,17日、10月13,14日

（ISO 9001）   7月14,15日、11月24,25日

(ISO14001)  6月17,18日

2022年3月11日



                                                     59 号－5 

特定営利活動法人環境カウンセラー千葉県協議会役員・役職一覧  

［理事・監事任期：2021 年 5 月 30 日～2023 年通常総会］ 

役   員 
理事（１6 名） 

青木  誠  秋葉  信夫  阿部  勳夫  井町  臣男  

潟端  尊史  河井  惠子  國廣  隆紀  小林  亨  

佐藤  ミヤ子  橋本  正  服部  達雄  濱中  道人  

松村  利治  茂利  晃  山畑  祐哉  吉田  昌弘  
 

監事（２名） 

有馬  富穂  戸村  泰  
 

役   職  

理事長  吉田  昌弘    

副理事長  山畑  祐哉  副理事長  橋本  正  

    

事務局長  井町  臣男  ＥＭＳ支援センター長  山畑  祐哉  

事務局次長  服部  達雄  副センター長  青木  誠  

  副センター長  服部  達雄  

総務部長  兼  経理担当  河井惠子  副センター長  濱中  道人  

副部長  小林  亨  副センター長  小林  亨  

    

広報部長  兼  情報部長  山畑  祐哉  地球温暖化対策センター長  橋本  正  

副部長  服部  達雄  副センター長  服部  達雄  

副部長（HP 担当） 秋葉  信夫  副センター長  阿部  勳夫  

副部長（HP 補佐） 中村  仁  副センター長  國廣  隆紀  

  副センター長  生野  宏 * 

事業部長  (エコメッセ担当 ) 橋本  正    

副部長  中嶋  滋 * 廃棄物対策センター長  潟端  尊史  

副部長 (大多喜町 PJ 担当 ) 國廣  隆紀  副センター長  國廣  隆紀  

  副センター長  茂利  晃  

環境学習センター長  佐藤  ミヤ子    

副センター長  志澤  達司  水環境対策センター長  井町  臣男  

副センター長  中村  仁  副センター長  久保田  隆  

  副センター長  松村  利治  

うちエコ診断実施機関責任者  吉田  昌弘    

副責任者  佐藤  ミヤ子  ECU 担当  阿部  勲夫  

副責任者 (オンライン担当 ) 中村  仁  ECU 担当  吉田  昌弘  

  EA21 事務局担当  服部  達雄  
 

顧問  (３名）                          アドバイザー (４名） 

顧問  上口  清彦  アドバイザー 倉田  智子  

顧問  荒野  喆也  アドバイザー 小関  光二  

顧問  土田  茂通  アドバイザー 佐藤  素子  

  アドバイザー 野口  久  

[注] 1) 2021 年度に見並理事の死亡と草野理事の退会･辞任があったので、2022 年度の理事は 16 名。 

2) 2022 年度から役職体制が強化され、2 名の増強(*印)と担当の一部変更が行われた。  
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新入会員紹介 

二宮 豊 (にのみや ゆたか) 成田市 

退職以来、里山活動(整備､保全､活用）に

汗を流してきた。「里山文化が地球を救う」

と信じているのだが、今の状況は「高度成長

を支えてきた世代として地球温暖化問題に

真剣にかつ直接的に取り組まなければなら

ない」と考えるようになった。 

私は環境カウンセラーではないが、あら

ゆるつながりを駆使してできることは何で

もしようと考え、会員にさせていただいた。

力を合わせて千葉県で脱温暖化のムーブメ

ントを起こせれば、と願っている。 

 

総務部からのお礼  

2021 年 4 月～2022 年 3 月の間に 

下記の方々からご寄付をいただきました。 

ありがとうございました。 

有馬 富穂 様      2,000 円 

井町 臣男 様      1,000 円 

上口 清彦 様      3,500 円 

河井 惠子 様     15,000 円 

久保田 隆 様      1,000 円 

佐藤 ミヤ子様     4,500 円 

中村 仁 様       10,500 円 

松村 利治 様      1,500 円 

吉田 昌弘 様      9,000 円 

 

  

千葉県知事表彰 

 

ＥＣＵ代表理事表彰  

本年度の環境月間の一環として、6 月 29 日に

熊谷千葉県知事から当協議会理事(第 5 代

理事長)國廣隆紀様に「千葉県環境功労者

知事感謝状」が贈呈されました。 

袖ケ浦市環境審議委員として審議に携わる

ほか、地球温暖化対策等の啓発に尽力し、

EC 千葉においても長年にわたり環境ボラン

ティア活動をリードされてきたことが高く

評価されたものです。 

今後もますますご活躍され、私たちを指導

していただくことを期待しております。  

環境カウンセラー全国連合会 ECU 通常総会 6

月 26 日(日)に開催され、そこで ECU 代表理

事表彰が行われ、EC 千葉から次の方が表彰

されました。 

功績者表彰 山影 隆男様 

功労者表彰 阿部 勲夫様・吉田 昌弘様 

お三方とも EC 千葉会員として EC 千葉の活

動を率先して推進してきたことと地域での

環境保全に積極的に取り組んでおられるこ

とが高く評価されました。  

【訃報】故 見 並 勝 佳 様（2021 年 7 月 14 日ご逝去） 

第 6 代理事長として、2013 年 6 月から 6 年間に亘り当協議会の

活動を率先リードされ、その功績により 2021 年 6 月に千葉県知事

から環境功労者知事感謝状を授与され、これからさらなる大きな

活動を期待されていたなかでの急逝でした。 

本人はもとより、私たちとしても大変に残念なことです。 

これまでのご指導に感謝し、ご冥福をお祈りいたします。 


