
 
 

ニュースリリース 平成 24年 3月 12日
 

 

公益信託「エコーいばらき」環境保全基金 

平成 23 年度助成先活動視察および助成金贈呈式の開催について 

  

 公益信託「エコーいばらき」環境保全基金は、このたび、平成 23 年度（第 20 回）助成金を給付するに

あたり、本年度に特別募集をした東日本大震災の復旧・復興支援にかかる活動として助成をする団体の中

から「十王川を楽しむ会」に訪問し、活動状況の視察および助成金の贈呈式を開催しますので、下記の

とおりお知らせいたします。 

 本年度は、84 件の申請を受け付け、震災関連 13 件を含む 82 件に総額 862 万円の助成金を給付いたします。 

 なお、来年度の募集期間は本年度同様 10 月から 11 月の 2 ヵ月間を予定しており、引き続き震災復旧・

復興関連につきましても募集をいたします。 

 

記 

 

１．公益信託「エコーいばらき」環境保全基金の概要 

 当行と日本興亜損害保険等により共同で設立され、茨城県内で環境保全活動を行う地方公共団体、

営利を目的としない法人、団体および個人を対象に助成金給付希望者を募集し、運営委員会（委員長 
たてわき いさお

帯刀 治 茨城大学名誉教授）で審議選定のうえ助成を行っています。 

２．助成先活動視察および助成金贈呈式 

日 時 3 月 13 日 午前 9 時 50 分～10 時 30 分（予定）   

場 所  十王川河川敷 お祭り広場 （日立市十王町友部東一丁目 東橋のたもと） 

出席者  助成先（十王川を楽しむ会の関係者）および基金関係者 

概 要 ○助成金目録贈呈 

○助成先活動状況視察（十王川を楽しむ会主催によるサケの稚魚の放流会） 

【これまでの活動内容】 

・ 十王川の環境保全、小学生・中学生を対象とした体験学習、サケのふ化・放流 

 など。なお、昨年は、中学校と共同で、津波による瓦礫撤去を実施。 

※本年度助成金で屋外活動のための放射線測定装置を購入する。 

 

３．給付概要 

助成先数 82 件（うち震災関連の助成先 13 件） 

助成金総額 8,620,000 円（うち震災関連の助成金総額 2,100,000 円） 

基金設立からの助成件数累計 627 先（今回を含む） 

基金設立からの助成金額累計 73,565,000 円 （今回を含む） 

設立以来の寄付件数※ 2,574 件 

設立以来の寄付金※ 98,089,407 円 

基金財産額※ 159,515,897 円 （当初 1 億円で発足） 

※件数・金額は平成 24 年 2 月末現在。助成先の詳細は、別紙をご参照ください。 

以 上 



（別紙1）

№ 申　　請　　者　　名 住所

1 ＥＭ暮らしの会 日立市

2 西台虹の友 鉾田市

３ 希望のかけはし会 ひたちなか市

4 NPO法人 資源環境ネットワーク「グリーン愛す」 古河市

5 NPO法人 水戸こどもの劇場 水戸市

6 霞ヶ浦漁業研究会 小美玉市

7 あじさいの会 ひたちなか市

8 牛久自然観察の森　子育て支援プロジェクト 牛久市

9 新川水系環境ネットワーク ひたちなか市

10 大柏里山の会 守谷市

11 小美玉生物の会 小美玉市

12 木とふれあうネットワーク 牛久市

13 十王川を楽しむ会 日立市

合計金額：13件　210万円

原発事故以来、大柏里山は低地のため放射能汚染の比較的高い地区となっている。会の主活動である草刈作
業による谷津田への滞留時間を短縮するため自走式乗用車草刈機を利用して作業を進める事業　【自走式乗
用草刈機ﾘｰｽ代】

十王川を中心に地域の豊かな自然環境の保全と子ども達の体験活動を行う　【環境保全活動のための備品（放
射線線量計）、サケ捕獲ふ化活動用具の購入費用】（今年度は特に、子ども達の自然体験活動に欠かせない放
射線測定装置の購入を希望）

茨城空港周辺の環境調査、小美玉市内の震災による自然への影響調査、東日本被災地福島県の自然保護団
体との交流及び支援活動、開発予定の八幡池の湿地生物を調査し開発後の植生の変化調査、環境保全の研
究などのため開発前の記録ビデオを作成し、市内小中学校・図書館・環境保護団体・福島県の被災地へ贈呈
【調査費用、交流及び支援活動費用、DVD作成費用、調査発表・会誌作成費用、自然観察教室開催費用】

親子向け環境学習の体験活動プログラム、サポートボランティア研修会の実施
本年は放射能対策で畑での野外活動を控えたり野外滞在時間を減らしたりしているが、自分たちで除染作業を
進め、昨年までの里山の農業体験活動にも少しずつ取り組んでいきたい
　【ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動費、研修費、放射性物質測定検査費用】

ひたちなか市、東海村の境界の新川水系の生植物の保全の為の活動として、ホタルの飼育、育成、保護活動を
通じて、子供達に命の尊さを体験させる事業
【地下水の汲上げﾎﾟﾝﾌﾟ設置（震災のため破損）・ﾌﾟﾛｼﾞｯﾀｰ器材費用】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益信託 「エコーいばらき」 環境保全基金平成23年度（震災関連）助成先一覧表              　　　　　　　　

助  成  対  象  の  事  業  内  容

1.ＥＭぼかしで被災地支援
2.ＥＭで除染作戦（公園・側溝など）
【事業費（EMなど）、印刷・消耗品費、研修費、会議費、交通・通信費、雑費】

森林の保全活動、牛久市を中心とした周辺地域の森林放射能汚染程度を把握し、その除染活動　【ﾁｪﾝｿｰ・刈
払機・測定機等購入費、役務費、ﾘｰｽ料、資材費】

福島第一原発の事故による放射能汚染の調査・測定　【環境放射線ﾓﾆﾀの購入費用、調査費用】

原発事故による放射能汚染は最大の環境破壊　-放射能から命を守るには水・食べ物等々-　【講演会開催費
用】

涸沼生物多様性保全調査
　ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐやﾏﾊｾﾞの生産量や現存量が減少し、生物多様性に危機的状態が生じている。さらに東日本大震災
が追い打ち。真相を解明し保全策を提案　【水質の観測費用】

那珂湊お魚センター入口の街路区（市場通り、海岸通り）の植樹桝に花を植え管理
東日本大震災により2/3以上津波にあい、ﾊﾟﾝｼﾞｰ・ｱｼﾞｻｲ等塩水被害によって枯れてしまったので植え直し復旧
に努めた　【花苗購入費用】

東日本大震災による放射能物質除染・学校・校庭の取り組み
　 EM菌散布により、学校校庭・幼稚園園庭・地元公園の放射能物質除染を効果的に
【動力噴霧機・放射能測定器購入費用、EM菌資材費】

水戸市内の放射線の測定活動および計測結果の公表　【放射線測定器・事務消耗品の購入費用】
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（別紙2）

№ 申　　請　　者　　名 住所

1 鉾田市立　大竹小学校 鉾田市

2 NPO法人 こが里山を守る会 古河市

３ 常陽森のボランティア 笠間市

4 茨城県稲敷郡美浦村立　大谷小学校 美浦村

5 東海村立　白方小学校 東海村

6 赤羽緑地を守る会 日立市

7 筑西市立　下館小学校 筑西市

8 嘉家佐和西山の会 筑西市

9 井上山百合の会 行方市

10 古河市立　古河第七小学校 古河市

11 勤行川の花と緑とホタルと鮭を育て守る会 筑西市

12 NPO法人 やみぞの森 水戸市

13 ネーブルパーク　ほたるの里友の会 古河市

14 こどもエコクラブ（八溝自然たんけんたい） 大子町

15 つくば市立　手代木南小学校 つくば市

16 鹿嶋の海岸を守る会 鹿嶋市

17 社会福祉法人 東明会　飯沼保育園 茨城町

18 鉾田はまゆりの会 鉾田市

19 グリーンパーティ栗崎 水戸市

学校及び周辺地域の環境美化活動、花いっぱい運動、グリーンカーテン推進事業　【ﾘﾔｶｰ、花苗、ﾌﾟﾗﾝ
ﾀｰ、資源回収ﾎﾞｯｸｽ等の購入費用】

活動拠点の小山海岸にゴミ運搬車を常時配備し、作業の効率化を図るための事業　【ｺﾞﾐ運搬車・運搬車
保管庫購入費用】

緑化推進など快適な居住環境の創造および保全活動　【花壇整備費用】

荒廃してしまった鉾田市海岸の海浜植物を取り戻すべく、イワトユリ（通称はまゆり）の群落を復活する活動
イワトユリ育苗者の育成及びイワトユリの育苗、並びにイワトユリ苗の鉾田市海岸自生地への植え込み作業
【ｲﾜﾄﾕﾘ育苗資材と植え込資材購入費】

サクラ広場の保全管理、里山道路の除刈　【安全対策の為の車輌止設置費用、道路の除刈に使用する機
具類の貸借代】

児童の豊かな心を育む学校花壇づくりの推進および学区内への「花づくりの輪」の拡充　【草花栽培に必
要な種代および園芸用具の購入費用】

市民参加の「森づくり活動」として、コナラ100本を植樹　【苗木購入費用、地揃え費用】

傾斜地の草刈り作業の作業性向上と安全性の確保を図る　【背負式刈払機購入費用】

勤行川の水質調査及びその周辺の自然環境調査・研究　【COD用ﾊﾟｯｸﾃｽﾄｷｯﾄ等購入及び講演会開催
費用】

森林を整備しみどり豊かな里山再生事業　【林道・ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ整備費、花だん費、ｲﾍﾞﾝﾄ費、需用費、保険
料】

間伐材利用（竹炭、きのこ栽培）による養護施設、老人ホーム、地域住民とのコミュニケーション作り活動の
輪拡大　【竹林整備＆竹炭作り費用、茸短木栽培費用】

水質の変化する要因を探る研究　【ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ、ｶﾞﾗｽ器具等消耗品費】

公益信託 「エコーいばらき」 環境保全基金平成23年度助成先一覧表　　　　　　　　　　　　　　 

勤行川のサケの生息環境を守る　【サケ飼育水槽代、講師謝金、環境整備補助費、ｺｽﾓｽ祭り補助費】

環境の保全活動のための普及啓発セミナー、講演会の開催、間伐作業の開催　【間伐作業、ｾﾐﾅｰ費用】

蛍の自生事業。ほたる祭り事業　【清掃・飼育・ほたる祭り費用他】

サシバの住める里山づくり（田んぼや用水の生きもの調べ）　【第3集冊子代】

隣接する公園「いにしえガーデン」の整備と活用
・継続的な貯水池の水質調査を行いビオトープに変える
・鳥や蝶を呼ぶ樹木を植林、鳥のえさ台や巣箱の設置
・いにしえガーデンでの観察会やネイチャーゲーム等の実施、環境を意識した授業の実施
【水質測定器、苗代、巣箱ｴｻ台作成費用、実験用品代、観察用ﾙｰﾍﾟ・ﾌﾟﾛﾐﾅｰ代】

山百合の里整備事業　【彼岸花球根植え、昔の農村風景の再現、藤棚作り替え事業費】

環境を守り、育てる心や実践力をはぐくむ教育　【現地学習輸送費、苗木代、講師謝金代、消耗品費】

助  成  対  象  の  事  業  内  容
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（別紙2）№ 申　　請　　者　　名 住所 助  成  対  象  の  事  業  内  容

20 小さな鳥の資料館　池田　昇 守谷市

21 清水洞の上自然を守る会 那珂市

22 ひたちなか市立　阿字ヶ浦中学校 ひたちなか市

23 NPO法人 ノースマーク 笠間市

24 地球大好きエコクラブ ひたちなか市

25 霞ヶ浦研究会 阿見町

26 NPO法人 霞ヶ浦アカデミー 行方市

27 逆川を愛する会 水戸市

28 NPO法人 新川水辺交流会 土浦市

29 東海村の環境調べ隊 東海村

30 チェンジ・６ 利根町

31 日独自然保護研究会 那珂市

32 常陸の国菜の花ネットワーク 龍ヶ崎市

33 チェルシー・ａｍｉｓ 常陸太田市

34 NPO法人 バイオライフ 龍ヶ崎市

35 ひたちなか市の環境を良くする会 ひたちなか市

36 十一面山平地林保全整備促進協議会 常総市

37 かいつむりの会 行方市

38 森林公園を中心にさくらの里をつくる会 水戸市

39 水戸市立　新荘小学校 水戸市
豊かな「みどり」と「水」に親しむ環境学習をめざして　【観察用器具・園芸用具・種苗購入費、記録関係品
費用】

新駅舎および地域の環境美化保全活動　【ｺﾝﾃﾅ設置費用、花いっぱい運動推進費用】

遊休田畑に油糧作物の栽培、植物油の利用調査　【動力噴霧器購入費用】

ひたちなか市の傾斜地森林（民有地、ただし大部分は市指定の風致地区）の保全（当面は美田多町地
域）　【伐採切断用道具及び機械類の購入費用、燃料と消耗品補填と防具購入の費用】

茨城県内における環境の保全活動
　鬼怒川河畔砂丘林観察会・野鳥観察会等による生涯学習の推進、緑豊かな鬼怒川河畔砂丘林の保全
活動　【下草刈り・枝打ち費用、観察路作り費用、観察会費用、植樹費用】

霞ヶ浦湖岸の清掃及び整備代　【ﾎﾟﾌﾟﾗの木修復費、花壇の整備費用、湖岸清掃用具費、花壇等の階段
取付費】

森林公園を中心にさくらの里をつくる（新さくら通りへのさくらの植栽）　【山櫻大苗の購入費用】

ホタルの再生事業、サケの保全活動及び千波湖・桜川流域の水質改善に向けた環境学習会の実施　【管
理にかかる機器購入費、川清掃と学習会の開催費用、ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ等水質調査費】

新川ビオトープの整備と水質浄化装置制作他　【ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ整備費用、環境保全活動の啓蒙費用、水質浄
化調査・実験費用】

東海村の自然環境の調査、観察、研究、普及啓発活動　【ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ・測定機器・参考書類購入費、調査
会・講座開催費用、図鑑・器具類購入費用】

大平野生植物園の復元・保全　【植物の苗・種・球根及び工具・機材の購入費用】

那珂市内の小中学校で用いる環境教育副読本の製作　【製作印刷費】

①菜の花などの油性植物を育て、油を搾り、食べ、油粕を肥料・飼料として使う、廃食油を再生して作った
環境に優しいBDF燃料を生成し、畑や牧場の農耕機、循環バス等を動かす活動
②上記活動の促進を目的とするホームページ運営活動
【実行組織経費、HP作成維持費、ﾗﾍﾞﾙ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ料他】

①湧水下部の湿地を整備しホタルや水生生物、湿地植物を観察できる池の整備
②樹木や植物の名称プレートの設置を計画
【花菖蒲田の整備費用、花菖蒲株購入費用、ﾍﾞﾝﾁ・小鳥巣箱整備費用、樹木・植物ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ代】

「沢田湧水地」の保全活動と「スカシユリ」の群生復元活動　【ｽｶｼﾕﾘ圃場・植栽海岸の整備費、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
作成費用】

自然観察に重点を置いた小学生親子対象の夏休みキャンプ　【作業道具等購入費用、ｷｬﾝﾌﾟ開催費用】

小・中学生を対象とした環境教育や一般市民対象の環境講座や各種イベントに於ける環境啓発活動
【実験機器及び材料の購入費用】

霞ヶ浦と人間活動をテーマとした研究会報の発行　【会報発行費】

霞ヶ浦定期連続講座開催
　 霞ヶ浦北浦の再生に向けて霞ヶ浦の環境や歴史について毎月1回年12回の講座やシンポジウムを開催
【霞ヶ浦定期連続講座開催費】

小さな鳥の資料館の資料づくり　【資料作成費用】
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（別紙2）№ 申　　請　　者　　名 住所 助  成  対  象  の  事  業  内  容

40 つくばフォレストクラブ つくばみらい市

41 下菅谷地区環境・防犯推進協議会 那珂市

42
茨城県立　竹園高等学校　保健委員会環境班
（スーパーサイエンス部）

つくば市

43 神立あおぞらステーション（仮名） 土浦市

44 もりやみどりの会 守谷市

45 堂端自治会 ひたちなか市

46 NPO法人 古瀬の自然と文化を守る会 つくばみらい市

47 社団法人 霞ヶ浦市民協会 土浦市

48 増子　勝男 牛久市

49 つくば森林づくりの会 結城市

50 茨城町水と自然を守る会 茨城町

51 堀之内自治会 那珂市

52 茨城町さわやかエコの会 茨城町

53 NPO法人 里山を守る会 筑西市

54 鉾田学区生涯学習推進会議 鉾田市

55 常陸きこりの会 日立市

下菅谷地区内の居住地内に混在している雑木林を、本来の機能を修復しながら、生物多様性の復元を進
めて憩いの森として整備　【生活環境の保全にともない使用する多目的ﾊｳｽ等の購入費用】

涸沼及び涸沼川等流入河川の水質浄化、水生植物・魚類の保護再生のため、廃油リサイクル石鹸の製
造・普及を図る　【廃油ﾘｻｲｸﾙ石鹸の製造機器及び付属品の購入費用】

里山丸山の遊歩道の新設整備　【遊歩道造成に伴う杭・ﾛｰﾌﾟ・ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ等購入費用】

鮭の稚魚育成・放流事業　【受精卵・えさ・ｶﾞｿﾘﾝ他代、水そうｾｯﾄ購入費用、ｻｹ通信費用】

筑西市桑山地内に里山林の復元　【森林・遊歩道整備及び間伐材有効利用に要する機器の購入費用、
運用経費】

霞ヶ浦連続自然観察会の開催　【機材購入費、講師謝礼、消耗品費】

那珂川水系における希少淡水魚類の保全に向けた基礎調査　【水質計、調査協力者（漁業者）への謝
金】

涸沼における水中生物、藻類、ヘドロの調査研究　【採取器具類整備費用、生息調査費用、分析費用、学
習会の開催費用、ﾃﾞｰﾀの整理費用】

・日立市南切関公園用地の雑木林の除伐、林床整備（除伐材を利用した遊歩道、ﾍﾞﾝﾁ、ﾌﾟﾗﾝﾀｰの作成
並びに設置）
・日立市岩本前遺跡公園の雑木林除伐整備、除伐材の有効活用
【除伐関係費用（鋸・ﾁｪﾝｿｰ他）、除伐材の活用費用（ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ・電気ﾄﾞﾘﾙ他】

竹林整備による里山の環境保全　【森林整備に必要な刈払機とその他関連機材・安全防具購入費用】

当自治会の地理的中心地「うなぎ溜」を清掃体制が整い実施中であるので、今年度は水生花を購入し環
境の向上を図る　【水生花購入費用】

森林保全活動の一環として、菅谷地区の荒地の除間伐等の実施　【ﾁｪｰﾝｿｰ・刈払機等の燃料購入費
用】

神立地区に黄花コスモスを植えるための除草、広場にイス・テーブルを設置しコミュニケーションの場に
【草刈鎌他除草費用、ﾃｰﾌﾞﾙ設置費用】

守谷市内の公園樹木を中心とした環境維持活動　【環境維持活動に必要な道具類、物置の購入費用】

・花室川の水生生物による環境調査
・トンボの卵発生と環境との関わりの調査
【調査・記録用具、図書購入費用】

1.都市・農村交流事業・・・東京都葛飾区「郷土と天文の博物館」と提携し、都市住民と共同して農村の環
境・景観保全活動（里山や竹林の整備等）
2.青少年野外活動支援･･･都市（主に葛飾区、足立区）、地元の子供たちの野外体験活動の支援及び農
村環境が果たしている「生物多様性」の保全機能の教育
3.農村環境・景観の保全･･･休耕田、耕作放棄地を復田し都市住民の稲作体験フィールドに活用し景観
の保全に努める
4.心身障害児童の支援･･･東京都立「葛飾ろう学校 中等部生徒の野外体験活動の支援
5.地域の活性化事業…H23年度から「食と地域の交流促進　集落活性化対策事業」（農林水産省直轄事
業）に指定された事業活動
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（別紙2）№ 申　　請　　者　　名 住所 助  成  対  象  の  事  業  内  容

56 取手市里山・谷津田保全「いもりの里」協議会 取手市

57 古河市立　小堤小学校 古河市

58 霞ヶ浦をきれいにする会 石岡市

59 まかべ花蔵部 桜川市

60 古家　真由美 坂東市

61 鉾田市立　旭北小学校 鉾田市

62 NPO法人 つくば環境フォーラム つくば市

63 NPO法人 里山Ｔｅｉｒｅ隊 ひたちなか市

64 森林ボランティア『常陸の森』クラブ 日立市

65 涸沼魚類生態研究会 大洗町

66 笠間市ボランティア連絡協議会 笠間市

67 NPO法人 エコ・グリーン　いばらき 水戸市

68 つくば森林クラブ つくば市

69 常陸太田市立　世矢小学校 常陸太田市

合計金額69件　652万円

筑波山と宝篋山の里山林とハイキング道の整備　【ﾁｪﾝｿｰ・刈払機購入費及び修繕費、安全器具購入
費、燃料費等】

・弁天川の生き物調査・水質検査　　・真弓山の自然調査　　・リサイクル運動
・作物栽培、花いっぱい運動、クリーン作戦等　【水質検査ｷｯﾄ・活性炭・ｴｻ・網・培養土・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ購入費】

地道に「森を綺麗に！」する活動＝常陸太田市里山公園作り、日立市施設「きららの里」景観改善、民有
檜林の間伐、荒廃した里山再生　等イベント型でない森林整備　【林業用機材の購入費用、機材保守費、
消耗品費他】

絶滅危機固体群　涸沼ニシンの現状調査ならびに普及啓発活動　【調査旅費費用、標本瓶他消耗品代、
ﾎﾟｽﾀｰ印刷費用】

笠間市ボランティア事業　古布分別作業と海外支援　【古布収納物置設置費用】

所有者の高齢化や生活様式の変化に伴い、放置されてしまっている山林や農地の清掃整備管理活動
【ﾁｪｰﾝｿｰ・ﾊﾞﾘｶﾝ・草刈り機・管理機購入費用】

霞ヶ浦の水質浄化活動　【ﾎﾟﾝﾌﾟの増設・発電機購入費用他】

桜川市真壁町の商店街を中心とした花いっぱい運動　【緑化推進配布費用、ﾌﾟﾗﾝﾀｰ他備品購入費用、
木・苗等購入費用、研修費用】

茨城県那珂川以南におけるムササビ保全に向けた基礎調査　【調査で必要な機器の購入費用】

涸沼浄化運動としての自然観察及びキャンペーン活動　【ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ作製・観察器具及びｷｬﾝﾍﾟｰﾝ用のぼり
旗購入費用】

・里山整備事業（間伐・除伐・下枝・下草処理・発生材チップ化及び敷き均し処理）
・ビオトープ整備事業（湧水・湿地帯・溜池保全事業）
【重機機械損料、重機ｵﾍﾟ者賃金、需用費、役務費】

・グリーンカーテンの設置
・花いっぱい事業
【ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝ設置のための材料・花苗等購入費用】

筑波山の環境保全を進めるための啓発活動　【筑波山自然ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成費用、筑波山自然展開催費
用】

取手市貝塚の里山・谷津田「いもりの里」の再生・維持を通じての生命環境および生命倫理教育活動
【木道敷設工事費用】
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