
市民エネルギーちば株式会社

メディア掲載一覧（2022年10月~）

掲載メディア 時期 種類

「季刊地域53」連載記事6回目 農文協 2023年4月 書籍

「スーパーJチャンネル」 テレビ朝日 2023年1月 TV

「季刊地域52」連載記事5回目 農文協 2023年1月 書籍

「ロンハーマン」記事掲載 サザビーリーグ社 2023年1月 記事

「首都圏ネットワーク」「おはよう日本」 NHK 2022年11月
TV

記事

「SPUR（シュプール）」2023年1月号 集英社 2022年11月 書籍

「季刊地域51」連載記事4回目 農文協 2022年10月 書籍
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http://kikanchiiki.net/contents/?p=7419
http://kikanchiiki.net/contents/?p=7311
https://ronherman.jp/journal/70
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013890331000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001
https://spur.hpplus.jp/magazine/202301/HVoW3Q/
http://kikanchiiki.net/contents/?p=7294


市民エネルギーちば株式会社

メディア掲載一覧（2021年9月~2022年10月）

掲載メディア 時期 種類

「読売新聞」 読売新聞社 2022年10月 記事

「毎日新聞」 毎日新聞社 2022年8月 記事

「DEAL」 DEAL編集部 2022年7月
フリーペー

パー

「季刊地域50」連載記事3回目 農文協 2022年7月 書籍

「地上」
一般社団法人 家

の光協会
2022年7月 書籍

「PVeye」
ヴィズオンプレス

社
2022年6月 書籍

「季刊地域49」連載記事2回目 農文協 2022年4月 書籍

「朝日新聞」 朝日新聞社 2022年2月 記事

「朝日新聞」 朝日新聞社 2022年1月 記事

「季刊地域48」連載記事1回目 農文協 2022年1月 書籍

「気候変動アクション環境大臣表彰」パンフ
レット掲載

環境省 2021年12月 パンフレット

「日本海新聞」 新日本海新聞社 2021年10月 記事

「愛媛新聞」 愛媛新聞社 2021年10月 記事

「ロンハーマン 」記事掲載 サザビーリーグ社 2021年10月 記事

「サステナブル・ブランドジャパン」記事掲載
Sustainable 

Brands Japan
2021年10月 記事

「季刊地域47」 農文協 2021年10月 書籍

「エコネットワークス」記事掲載
エコネットワーク

ス社
2021年9月 記事
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https://www.yomiuri.co.jp/local/chiba/news/20221011-OYTNT50080/
https://mainichi.jp/articles/20220827/ddm/010/040/015000c
https://www.dealmagazine.net/pages/974923/about
https://www.dealmagazine.net/pages/974923/about
http://kikanchiiki.net/contents/?p=7131
http://www.ienohikari.net/press/chijo/
https://www.pveye.jp/media/view/202206
http://kikanchiiki.net/contents/?p=7029
https://www.energy-chiba.com/app/download/11722651691/朝日新聞掲載_220201.pdf?t=1644294668
https://www.energy-chiba.com/app/download/11725694191/朝日新聞掲載_220109.pdf?t=1644818856
http://kikanchiiki.net/contents/?p=6947
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/files/r03_pamphlet.pdf
https://www.energy-chiba.com/app/download/11725569191/日本海新聞21.10.20発行_つながる地域共生社会.pdf?t=1644807054
https://www.energy-chiba.com/app/download/11687708091/つながる地域共生社会.pdf?t=1636348558
https://ronherman.jp/journal/45
https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1205200_1534.html
https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54021014/
https://www.econetworks.jp/internatenw/2021/09/solarsharing/


掲載メディア 時期 種類

「季刊地域」 現代農業者 2021年6月 記事

「令和2年度ものづくり・商業・サービス高度
連携促進補助金」  優良事例掲載

経済産業省 2021年6月 事例掲載

「魂の発電所」 徳間書店出版 2021年3月 書籍

「日本食糧新聞」 日本食糧新聞 2021年5月 記事

高等学校 教科書用 「詳述公共」 実教出版 2022年予定 教科書

「エコシステム」記事掲載 日本生態系協会 2021年5月 記事

SOLAR ENERGY MAGAZINE「タイヨウノチカ
ラデキレイナデンキ」

インリー・グリーン
エナジージャパン

2021年5月 記事

「はかって、へらそうCO2 1.5℃大作戦 へらす編」 さ・え・ら書房 2021年4月 書籍

「教えて！パタゴニアさん」 WWDJAPAN.com 2021年3月 記事

地域情報誌「船橋よみうり」 船橋よみうり 2021年1月 記事

「Net IB News」
経済・企業ニュー

スサイト
2020年12月 記事

「SOLAR JOURNAL」
アクセスインター

ナショナル
2020年10月 記事

「日本経済新聞」 日本経済新聞 2020年8月 記事

「創省蓄エネルギー時報」
エネルギージャー

ナル社
2020年7月 記事

NHK出演（2020年7月28日〜7月31日） NHK 2020年7月 TV

「営農型太陽光発電 取組支援ガイドブック」 農林水産省 2020年4月 取組事例

「農業経営者」 農業技術通信社 2020年3月 記事
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市民エネルギーちば株式会社

メディア掲載一覧（2020年3月~2021年6月）

https://www.nttdata-strategy.com/assets/pdf/r3tousyo-monohojo/r3_jirei.pdf
https://www.tokuma.jp/book/b561279.html
https://www.energy-chiba.com/app/download/11652838191/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E6%96%B0%E8%81%9E_210521%E7%99%BA%E8%A1%8C.pdf?t=1622160910
https://www.jikkyo.co.jp/book/detail/22010822
https://www.energy-chiba.com/app/download/11650052991/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0_2021%E5%B9%B45%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf?t=1620869592
https://solar-energy-magazine.yinglisolar.co.jp/2021/04/26/solarsharing1/
https://www.saela.co.jp/isbn/ISBN978-4-378-04182-7.htm
https://www.wwdjapan.com/articles/1194805
https://www.energy-chiba.com/app/download/11622837291/%E8%88%B9%E6%A9%8B%E3%82%88%E3%81%BF%E3%81%86%E3%82%8A_20210103.pdf?t=1612415203
https://www.data-max.co.jp/article/38972
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606210991/SOLAR+JOURNAL+vol.35%EF%BC%88%E6%8A%9C%E7%B2%8B%EF%BC%89.pdf?t=1625013113
https://www.energy-chiba.com/app/download/11578510491/%E6%97%A5%E7%B5%8C%E6%96%B0%E8%81%9E_200826_33%E9%9D%A2.pdf?t=1606702806
https://www.energy-chiba.com/app/download/11603667091/%E5%89%B5%E7%9C%81%E8%93%84%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%82%99%E3%83%BC%E6%99%82%E5%A0%B1_200701_vol.206%EF%BC%88%E6%8A%9C%E7%B2%8B%E7%89%88%EF%BC%89.pdf?t=1606702806
https://www.energy-chiba.com/app/download/11529476091/%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%9C%81%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%83%95%E3%82%99%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%88%E6%8A%9C%E7%B2%8B%E7%89%88%EF%BC%89.pdf?t=1606702807
https://www.energy-chiba.com/app/download/11458085691/atsugi_HP.pdf?t=1606702809


掲載メディア 時期 種類

「アーシストCafe 緑のコトノハ」 BS朝日 2019年12月 TV

「市民発電所台帳2019」
NPO法人市民電力

連絡会
2019年12月 記事

オンライン広報誌「エコジン」 環境省 2019年12月 省庁関係

「ハーバー・ビジネス・オンライン」 扶桑社 2019年11月 記事

「農民」 食民運動全国連合会 2019年12月 記事

「毎日新聞」 毎日新聞 2019年11月 記事

「首都圏ネットワーク」 NHK 2019年11月 TV

「新エネルギー新聞」 新農林社 2019年11月 記事

「ちいき新聞 姉崎・袖ヶ浦版」 地域新聞社 2019年10月 記事

「新エネルギー新聞」 新農林社 2019年9月 記事

「川崎商工会議所 会報誌」 川崎商工会議所 2019年9月 記事

「農業経営者」 農業技術通信社 2019年9月 記事

「創」 創出版 2019年8月 記事

「Rooftop」 ロフトプロジェクト 2019年7月 記事

新聞「農民」 農民運動全国連合会 2019年6月 記事

「農業経営者」 農業技術通信社 2019年6月 記事

「日刊ゲンダイ」 日刊現代 2019年5月 記事
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市民エネルギーちば株式会社

メディア掲載一覧（2019年5月~12月）

https://www.bs-asahi.co.jp/kotonoha/lineup/prg_1636/
https://peoplespowernetwork.jimdofree.com/
https://peoplespowernetwork.jimdofree.com/
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606157591/191205_scan.pdf?t=1606702810
http://www.env.go.jp/guide/info/ecojin/index.html
https://hbol.jp/207223/
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606158691/191203%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3.pdf?t=1606702811
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606159191/191117_%E6%AF%8E%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%88%E5%8D%83%E8%91%89%E7%89%88%EF%BC%89.pdf?t=1606702811
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606159791/%E6%96%B0%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%82%99%E3%83%BC%E6%96%B0%E8%81%9E_191028.pdf?t=1606702812
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606160291/%E3%81%A1%E3%81%84%E3%81%8D%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%88%E5%A7%89%E5%B4%8E%E3%83%BB%E8%A2%96%E3%82%B1%E6%B5%A6%E7%89%88%EF%BC%89_20191025.pdf?t=1606702813
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606160791/%E6%96%B0%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%96%B0%E8%81%9E_20190930.pdf?t=1606702813
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606161291/%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%89%80.pdf?t=1606702814
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606162091/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85_2019%E5%B9%B49%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf?t=1606702815
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606162991/%E6%9C%88%E5%88%8A%E8%AA%8C%E3%80%8E%E5%89%B5%E3%80%8F8%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf?t=1606702816
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606163491/201907_Rooftop.pdf?t=1606702817
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606163991/190610_%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%80%8C%E8%BE%B2%E6%B0%91%E3%80%8D.pdf?t=1606702817
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606164591/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85_2019%E5%B9%B46%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf?t=1606702818
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606165491/190521%E2%88%9224_%E6%97%A5%E5%88%8A%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A4.pdf?t=1606702820


掲載メディア 時期 種類

「日本農業新聞」 日本農業新聞 2019年5月 記事

「広報そうさ」 匝瑳市 2019年4月 記事

「新エネルギー新聞」 新農林社 2019年3月 記事

「千葉日報」 千葉日報 2019年2月 記事

「週刊エコノミスト」 毎日新聞出版 2019年1月 記事

「AERA dot. 」 朝日新聞出版社 2019年1月 記事

「アースジャーナル」
アクセスインター

ナショナル
2018年11月 記事

「創省蓄エネルギー時報」 
エネルギージャー

ナル社
2018年11月 記事

「農業経営者」 農業技術通信社 2018年12月 記事

「東京新聞」 中日新聞東京本社 2018年11月 記事

「東京新聞」 中日新聞東京本社 2018年3月 記事

「スマートジャパン」 アイティメディア 2017年12月 記事

「千葉日報」 千葉日報 2017年9月 記事

「東信ジャーナル」 東信ジャーナル社 2017年9月 記事

「日本経済新聞」電子版 日本経済新聞 2017年5月 記事

「朝日新聞」天声人語欄 朝日新聞出版社 2017年5月 記事

「Agrio」 時事通信社 2017年5月 記事
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市民エネルギーちば株式会社

メディア掲載一覧（2017年5月~2019年5月）

https://www.energy-chiba.com/app/download/11634285191/1904_%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%95.pdf?t=1615857925
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606166491/190311_%E6%96%B0%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%97%A5%E5%A0%B1.pdf?t=1606702822
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606167091/190223%E5%8D%83%E8%91%89%E6%97%A5%E5%A0%B1.pdf?t=1606702823
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606167891/%E9%80%B1%E5%88%8A%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%882019%E5%B9%B41%E6%9C%8829%E6%97%A5%E5%8F%B7%EF%BC%89.pdf?t=1606702825
https://dot.asahi.com/dot/2018123000013.html
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606168891/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%ABvol06%EF%BC%882018.11.30%E7%99%BA%E5%A3%B2.pdf?t=1606702829
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606169491/%E5%89%B5%E3%82%A8%E3%83%8D%E6%99%82%E5%A0%B1_vol.171%EF%BC%882018.11.1%E7%99%BA%E8%A1%8C%EF%BC%89.pdf?t=1606702830
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606170591/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%EF%BC%88201812%EF%BC%89_%E6%8E%B2%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B.pdf?t=1606702833
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606171391/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E_20181113.pdf?t=1606702836
https://www.energy-chiba.com/app/download/11606171791/180313+%E5%8E%9F%E8%87%AA%E9%80%A3%E5%A4%A7%E8%B3%9E%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E5%BC%8F.pdf?t=1606702837
https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1712/07/news008.html
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367916991/171129+%E5%8D%83%E8%91%89%E6%97%A5%E5%A0%B1%E5%8F%8E%E7%A9%AB%E7%A5%AD+%E8%A8%98%E4%BA%8B.pdf?t=1559797907
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367917291/20170905%E6%9D%B1%E4%BF%A1%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB.pdf?t=1559797907
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367917591/170516%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%89%88_%E5%8C%9D%E7%91%B3%E5%B8%82.pdf?t=1559797908
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367918091/170516%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%8E%B2%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%A4%A9%E5%A3%B0%E4%BA%BA%E8%AA%9E.pdf?t=1559797909
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367918691/Agrio_20170502%28157%29.pdf?t=1559797909


掲載メディア 時期 種類

「朝日新聞」 朝日新聞出版社 2017年4月 記事

「新エネルギー新聞」 新農林社 2017年4月 記事

「農機新聞」 新農林社 2017年4月 記事

「千葉日報」 千葉日報 2017年4月 記事

「読売新聞 千葉版」 読売新聞 2017年4月 記事

「東京新聞」 中日新聞東京本社 2017年4月 記事

「農民」 食民運動全国連合会 2017年2月 記事

「新エネルギー新聞」 新農林社 2016年4月 記事

「グリーンズ千葉便り」 NPO法人グリーンズ 2015年8月 記事

「YesSPA！（エンスパ）」 扶桑社 2015年7月 記事

「千葉テレビ」 千葉テレビ 2015年4月 TV

「amema TV」 テレビ朝日 2015年4月 TV

「株経ONLINE」 みんなの株式 2015年4月 記事

「スマートジャパン」 アイティメディア 2015年4月 記事1 記事2

「グリーンズ」 NPO法人グリーンズ 2015年4月 記事
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市民エネルギーちば株式会社

メディア掲載一覧（2015年4月~2017年4月）

https://www.energy-chiba.com/app/download/11367919191/170425_%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%8E%B2%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B_SSS%E3%83%A1%E3%82%AC%E8%90%BD%E6%88%90%E5%BC%8F.pdf?t=1559797910
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367919791/170417%E6%96%B0%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%8E%B2%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B_SSS%E3%83%A1%E3%82%AC%E8%90%BD%E6%88%90%E5%BC%8F.pdf?t=1559797911
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367920291/170411%E8%BE%B2%E6%A9%9F%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%8E%B2%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B_SSS%E3%83%A1%E3%82%AC%E8%90%BD%E6%88%90%E5%BC%8F.pdf?t=1559797911
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367920791/170404%E5%8D%83%E8%91%89%E6%97%A5%E5%A0%B1%E6%8E%B2%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B_SSS%E3%83%A1%E3%82%AC%E8%90%BD%E6%88%90%E5%BC%8F.pdf?t=1559797912
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367921391/170404%E8%AA%AD%E5%A3%B2%E6%96%B0%E8%81%9E+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%89%88+%E6%8E%B2%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B_SSS%E3%83%A1%E3%82%AC%E8%90%BD%E6%88%90%E5%BC%8F.pdf?t=1559797913
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367921991/170404%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E+%E6%8E%B2%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B_SSS%E3%83%A1%E3%82%AC%E8%90%BD%E6%88%90%E5%BC%8F.pdf?t=1559797914
https://www.energy-chiba.com/app/download/11373481191/20170206_%E8%BE%B2%E6%B0%91.pdf?t=1561597315
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367923491/160404%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%96%B0%E8%81%9E.pdf?t=1559797916
https://www.energy-chiba.com/app/download/11499422291/%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%99%E5%8D%83%E8%91%89%E4%BE%BF%E3%82%8A%E7%AC%AC%EF%BC%99%E5%8F%B7_150831.pdf?t=1587002699
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367922791/150712_YenSPA%EF%BC%81%EF%BC%88%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%91%EF%BC%89.pdf?t=1559797915
http://release.itmedia.co.jp/release/sj/2017/04/03/505b7b14abe6bc92c290b1e662ed8a66.html
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1704/05/news074.html
http://greenz.jp/2015/04/04/solar-sharing/


掲載メディア 時期 種類

「朝日新聞 千葉版」 朝日新聞出版社 2015年3月 記事

「読売新聞 千葉版」 読売新聞 2015年3月 記事

「だより ーつながれ ひろがれー」広報誌
NPO環境パート
ナーシップちば

2015年1月 記事

「新エネルギー新聞」 新農林社 2014年12月 記事

「リレーエッセイ」
ご当地エネルギー

協会
2014年12月 記事

「Greenz.jp」 NPO法人グリーンズ 2014年12月 記事

「のんびる」
パルシステム生活
協同組合連合会

2014年10月 記事

「東京新聞」 中日新聞東京本社 2014年2月 記事

「あさひふれんど千葉」 あさひふれんど千葉 2014年1月 記事
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市民エネルギーちば株式会社

メディア掲載一覧（2014年1月~2015年3月）

http://kanpachiba.com/wp-content/uploads/tayori101.pdf
https://www.energy-chiba.com/app/download/11367925291/141220%E6%96%B0%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%8E%B2%E8%BC%89.pdf?t=1559797919
http://communitypower.jp/news
http://communitypower.jp/news
https://greenz.jp/2014/12/02/green_turtles/
https://www.energy-chiba.com/app/download/11370263491/20140207_%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E.pdf?t=1560489306
https://www.energy-chiba.com/app/download/11370263691/20140104_%E3%81%82%E3%81%95%E3%81%B2%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%A9%E5%8D%83%E8%91%89.pdf?t=1560489360


令和3年度気候変動アクション
環境大臣表彰  

パンフレット掲載 〜 環境省 〜

8

市民エネルギーちば
先進導入・積極実践部門

【大賞】



令和2年度 ものづくり・商業・
サービス高度連携促進補助金

  

優良事例掲載 〜 経済産業省 〜

令和3年度 ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金説明会
出典：YouTubeより https://www.youtube.com/watch?v=h6Akt-QM6i E

出典：経済産業省 令和3年度ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金 ホームページ
https://www.nttdata-strategy.com/assets/pdf/r3tousyo-monohojo/r 3_jirei.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=h6Akt-QM6iE
https://www.nttdata-strategy.com/assets/pdf/r3tousyo-monohojo/r3_jirei.pdf


高等学校 教科書用
 

「詳述 公共」掲載
  

2022年度予定

実況出版社 文部科学省検定済み教科書

10



各種新聞記事掲載  

2017年5月16日 日本経済新聞 電磁版

2019年11月21日 毎日新聞

2017年5月16日 朝日新聞

2017年4月25日 朝日新聞

2017年4月4日 読売新聞 千葉版2020年8月26日 日本経済新聞

11



官公庁資料掲載
 

〜 農林水産省 & 環境省 〜

環境省広報誌『エコジン』2019.12-2020.1月号
https://www.env.go.jp/gui de/i nfo/ecoji n_backnumber/issues /20-01/20- 01s/i ndex.html

農林水産省

営農型太陽光発電取組支援ガイドブック2020年度版

12

https://www.env.go.jp/guide/info/ecojin_backnumber/issues/20-01/20-01s/index.html


各種メディア掲載  

2021年Summer 「季刊地域」（現代農業者）

2019年12月1日 「アーシストCafé 緑のコトノハ」 BS朝日 ホームページより

13

「アースジャーナル」 2018 Vol.06 SPECIL ISSUE 
（アクセスインターナショナル）


	スライド 1: 市民エネルギーちば株式会社 　 メディア掲載一覧（2022年10月~）
	スライド 2: 市民エネルギーちば株式会社 　 メディア掲載一覧（2021年9月~2022年10月）
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8: 令和3年度 気候変動アクション環境大臣表彰    パンフレット掲載　～ 環境省 ～
	スライド 9: 令和2年度 ものづくり・商業・　サービス高度連携促進補助金     優良事例掲載　～ 経済産業省 ～
	スライド 10: 高等学校 教科書用   「詳述 公共」掲載     2022年度予定
	スライド 11: 各種新聞記事掲載   
	スライド 12: 官公庁資料掲載   ～ 農林水産省 & 環境省 ～
	スライド 13: 各種メディア掲載   

