ニュースリリース

平成 28年

3月 11日

公益信託「エコーいばらき」環境保全基金
平成 27 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 27 年度（第 24 回）の助成金給付先を決定
い た しま した 。つ き まし て は、 下記 のと お り 助 成 先活 動視 察お よ び助 成 金贈 呈式 を開 催 いた し ますので
お知らせいたします。
本年度は、学校や NPO 法人・ボランティア団体など 97 件に総額 960 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ます。
記

１．公益信託「エコーいばらき」環境保全基金の概要
本基金は、常陽銀行と損害保険ジャパン日本興亜等により共同で設立されたもので、茨城県内で環境保全
たてわき いさお

活動を行う団体および個人等を対象に運営委員会（委員長 帯刀 治 茨城大学名誉教授）で審議選定のうえ
助成を行っております。
２．助成先活動視察および助成金贈呈式
日 時
場 所
出席者
内

容

備

考

3 月 17 日（木） 午後 1 時～2 時
水戸市立上大野小学校（水戸市東大野 106-1）
助成先（上大野小学校の教諭、児童）、基金関係者
・助成金目録贈呈
・助成先活動報告
上大野小学校は、那珂川下流沿いの豊かな自然環境の中で自然に親しみ、
自然に働きかける児童の育成を目指し環境教育に積極的に取り組んで
います。また、全国小学校理科研究会授業公開校（平成 30 年度予定）
に選ばれるなど、同校の取り組みは対外的に高い評価を得ています。
同校は、長年にわたり野鳥観察や鮭の孵化放流などに力を入れており、
当基金からは、平成 24 年度から鮭の飼育水槽や野鳥観察に使用する機器
などを助成しています。

３．助成概要
平成 27 年度助成先数
97 先
平成 27 年度助成金総額
9,600,000 円
基金設立からの助成件数累計 960 先
（今回を含む）
基金設立からの助成金額累計 111,125,000 円 （今回を含む）
＊助成先の詳細は別紙をご参照ください

公益信託 「エコーいばらき」 環境保全基金平成27年度助成先一覧表
※助成対象事業：①茨城県内における環境の保全活動 ②環境の保全活動を促進するための調査研究 ③環境の保全活動の普及啓発
④東日本大震災復旧・復興支援にかかわる活動
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助 成 対 象 の 事 業 内 容
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ＮＰＯ法人きもの文化を大切にする
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会
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①茨城県内における環境の保全活動
茨城町小幡「元気の森」及び茨城町若宮「体験学習の森」において森林整備、保全を継続実施する。
③環境の保全活動の普及啓発
「元気の森」及び「体験学習の森」において森林整備、保全活動で出た間伐材等の工作等による利活用と子供達へ
の自然体験学習による環境保全の普及啓発。舞茸作りとタケノコ堀りによる自然環境体験と食事作りを通してのコ
ミュニケーション作り活動の拡大。
【工作用発電機購入費、バーベキュー・炊飯場制作材料費】

ジョウヨウモリ

常陽森のボランティア

イナシキシリツ

①茨城県内における環境の保全活動
ふっとりんりんプロジェクト
・全校児童の植樹学習と植樹体験事業
・学校敷地内のソメイヨシノなどの古木の再生事業
【土壌整備に係る重機使用料、苗木・培養土・消毒等購入費、植樹活動講師謝礼】

フット ショウガッコウ

稲敷市立古渡小学校

サトヤマ

マモ

①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
市内の小中学生及び幼稚園児参加の自然環境（里山）体験活動事業
【ハンドマイク、こども用ヘルメット、救急セット購入費用】

カイ

ＮＰＯ法人こが里山を守る会

カミスシリツ

ドアイ

①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
矢田部利根川沿いに生息していたといわれるヒヌマイトトンボの生息状況を調べ、残された自然環境の保全を考え
るとともに地域の自然保全活動を推進する。
【タブレットPC・消耗品・水質検査器・PH計リトマス紙等購入費、看板作製費、通信費】

ショウガッコウ

神栖市立土合小学校

ゴゼンヤマ

①茨城県内における環境の保全活動
・ヤマザクラ（・エノキ）の植栽、植栽したヤマザクラの保全
・希少植物の保全
③環境の保全活動の普及啓発
・地元小・中学生を迎えての自然観察会の実施
【ヤマザクラ苗・刈払機替刃・電柵購入費、燃料費、講習会経費】
①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
・坂東市が設定した里山の保全管理業務
・雑木林と竹林があり、間伐材の利用を専ら「竹炭焼き」として活用
この過程を地元小学校生徒の環境教育体験の場として提供
・茨城県自然博物館に協力し、菅生沼の自然保護ボランティアとして活動
【刈払機・チェンソー・替刃購入費、燃料費、通信費】

カンキョウ

御前山ダム環境センター

ナナ ゴウ サトヤマ

カイ

七郷里山会

ＮＰＯ法人エコ・グリーンいばらき

ナメカタシリツ

アソウヒガシ

ムラ

カンキョウシラ

②環境の保全活動を促進するための調査研究
「東海村の自然を調査する活動」会員が主体としての東海村の自然観察・調査会
「東海村の自然保護を普及啓蒙する活動」全村小学生対象の講座開催、文化祭での発表
③環境の保全活動の普及啓発
「東海村の自然を記録報告する活動」年次報告書作成
【調査会開催費、講座開催費、報告書作成費】

タイ

東海村の環境調べ隊

ハナ ヌキ ガワ セイリュウ

サト

①茨城県内における環境の保全活動
・高萩市内を流れる花貫川河川敷の草刈、ゴミ拾い等による環境保全
・花貫川流域に鮭、ヤマメ等の放流によるすぐれた自然環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
・小学生に鮭、ヤマメの稚魚を放流させることにより、環境活動への普及啓発
【鮭、ヤマメのエサ代、環境ｽﾛｰｶﾞﾝ看板作製費、草刈り機の替刃・胴長くつ・ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ、配管ﾊﾟｲﾌﾟ・ﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
網購入費】

カイ

花貫川清流の里づくり会

ミライ

コドモ

ＮＰＯ法人エチオピアの未来の子供

マモ

①茨城県内における環境の保全活動
国内外の自然環境の維持と保全を図る事業
【消耗品費（手袋・ゴミ袋・ハサミ）、燃料費、通信費、食糧費】
①茨城県内における環境の保全活動
つくば市にある二つの自然公園（高崎自然の森、茎崎こもれび六斗の森）を結ぶ自然観察道入口にある、放置林及
び耕作放置棄地を伐開し、ソバづくりを行い、森と畑と川の自然豊かな市民散策の地とする。
【燃料費、替刃・ソバ種・安全用具購入費、機材修繕費、消耗品、保険料】

つくばフォレストクラブ

サトヤマ

①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
環境教育の実施、里地里山の整備事業・ビオトープづくり・木柵・木道づくり・枯損木等の伐採処理下草刈清掃作業
（有機系廃棄物は全てチップ化粉砕・破砕処理を行い里地里山地内の園路に敷均し外部には一切排出せず）
チップ化し里山地内に敷均し、ビオトープ内で木道として再利用、ベンチ化してリサイクル、木戸房池周辺地に木柵
として利用、堆肥化として利用
ビオトープの整備・山百合の里の復元・ウォーキングロードの整備・昆虫の森の創造、探鳥の森の創造
【消耗品費、通信費、ボランティア保険、重機賃貸費、人件費、土壌改良剤購入費】
①茨城県内における環境の保全活動
緑化推進など、校庭芝生の保全活動
校庭芝生維持管理費に充当
【肥料購入、芝刈り機燃料代等、冬芝芽植付委託料】

ショウガッコウ

行方市立麻生東小学校

トウカイ

③環境の保全活動の普及啓発
古布などを利用したミニきもの等の作品を発表する。
そのギャラリー展として、甦る着物展を4回開催をする。
【ギャラリー展開催費用】

カイ

ＮＰＯ法人里山を守る会

③環境の保全活動の普及啓発
里山で行われる各種行事に参加することで、自然とふれあうことができ、自然環境の保全の重要性などを知ってもら
う機会にする。このためには、積極的に広報・普及活動を行うことが重要で、そのためにﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの印刷、広報紙
「里山の四季」の発行、案内看板の製作・設置を行う。
【パンフレット印刷代、広報紙印刷・通信費、案内看板製作・設置費、拡声器購入費】
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※助成対象事業：①茨城県内における環境の保全活動 ②環境の保全活動を促進するための調査研究 ③環境の保全活動の普及啓発
④東日本大震災復旧・復興支援にかかわる活動
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助 成 対 象 の 事 業 内 容

助成先名

№
トウカイ

ソンリツ

シラカタ

ショウガッコウ

東海村立白方小学校
シリツ

コキヌショウガッコウ

つくばみらい市立小絹小学校

ヨシタケ

ワジロウ

リツ ツチウラ

ショウガッコウ

土浦市立土浦小学校

ロッコウ

シンリン

②環境の保全活動を促進するための調査研究
鬼怒川洪水に伴う砂礫堆積物の分布と堆積環境について
平成27年9月関東・東北豪雨による鬼怒川洪水によって浸水域に堆積した砂礫層について、ジオスライサーなどを
用いて柱状の剥ぎ取り標本を約10か所で採取し、その堆積環境について比較検討をする。また、鬼怒川～小貝川
に挟まれた低地域での地層断面と比較検討をし、当該地域の形成環境について考察するとともに、成果を今後予
定されている企画展（自然災害展）で公開する。
【ジオスライサー・親水性ポリウレタン樹脂・剥取り用資材・ＤＶＤ－Ｒ・展示用パネル購入費・調査旅費】

ワタル

小池 渉

カンキョウ

カンガ

カイ

かさま環境を考える会

シリツ

イナチュウガッコウ

つくばみらい市立伊奈中学校

カゼヒロバケンセツ

そよ風広場建設

イバラキ

マチ シゼン

①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
・宍塚大池に生育する絶滅危惧種のオニバスの保護栽培活動の実施。
・個体数の激減が続いているギンブナやモツゴ、クロメダカの保護増殖活動。
・里山観察会を通して環境保全方法について体験を通して学び、環境保全に向けた実践力を育てる。
・昨年度造成したオニバス池を活用し、ヤゴを育てトンボが舞う学校を目指す。
【カメラ購入費、オニバス池維持管理費、クロメダイア・モツゴ・フナ・モツゴ産卵床整備費用、交通費、えさ・肥料、オ
ニバス用土代】
①茨城県内における環境の保全活動
潮来市の大生神社は鹿嶋市の鹿嶋神宮の本社とも伝えられているが、近年の境内社有林の荒廃が著しくアズマネ
ザサの浸食やスダジイ等の過多繁茂により本来の社有林の多様な樹種の樹欉が保たれていないため、下草刈りや
徐伐によって針葉樹、広葉樹混交の多様な樹種の寺社森に近づける作業をする。
【チェンソー・刈払機・ノコギリ等購入費、替刃・燃料・防護用具・インク・切手等消耗品費、ボランティア保険料】

鹿行森林クラブ

コイケ

③環境の保全活動の普及啓発
花いっぱい運動 学校を花でいっぱいにする
【土・肥料・花・苗・プランター・みどりのカーテン用品購入費、管理備品購入費】
①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
・地衣類による環境段階表（10段階）を作成して数値化。
笠間市（66地点：1991～92年）、鹿島工業地帯（４１地点：1980～82年）における地衣類の生育状況を調査し各地点
の数値、全体の平均を得た。
2006年に再度、同地点を同様に調査し環境段階を比較、２本の高速道路ができた笠間市は数値が悪化し、工場の
造成と共に植えられた公園の樹木などが成長した鹿島工業地帯は若干数値が良くなっている。
1973～74年に水戸市を調査。同地点の現況を再度調査し、変化を知り環境保全の方法を探る予定。
・地衣類は形態によって生育環境から受ける影響に違いがあると考えられている。
形態（樹状・葉状・固着）、生育地（山地・平地・海岸など）の違いによる変化を見るため、過去に記録されている代表
的な種が現在どのようになっているかを調査。
・茨城県環境アドバイザー（茨城県環境対策課）おもしろ理科先生（茨城県教育委員会）として、こどもから大人まで
を対象としたお話や定期的な講座を行っています。
上記、調査結果を環境保全対策・意識向上に資したいと考えます。
【交通費、報告書作成費、消耗品費】

吉武 和治郎

ツチウラシ

①茨城県内における環境の保全活動
いにしえガーデンの整備と活用
【苗・種・用土・肥料・観察用具購入費、講師謝礼】

カンサツ

茨城町自然観察クラブ

フォトパソコンクラブ

①茨城県内における環境の保全活動
・毎月一回、不法投棄・ゴミ監視作業、ゴミの回収。
・涸沼川の水質向上活動、遡上するサケ観察会実施（事前に除草等、安全作業実施）
②環境の保全活動を促進するための調査研究
・自然観察会（笠間市環境保全課と共催：年４回）を実施。予備調査報告書は笠間市の植生調査結果として活用さ
れている。
・特定外来種オオキンケイギク抜取り作業は一般市民や多くの団体の協力を得、生育量は減少し、さらに特定外来
種アレチウリの除草のための生育拡大状況を調査している。
・野口池自然環境保全地域の調査を継続し、記録写真・文書作成。
③環境の保全活動の普及啓発
・年二回一般市民参加の先進地研修実施。
・公民館祭・環境フォーラムでパネル展示、子ども達参加の実験開催、市民の環境保全意識の向上に努めている。
・会の活動を長く続けるため、市民への環境保全活動の啓発、活動記録の収集、記録誌を作成。
【予備調査交通費・報告書作成費、消耗品購入費、刈払機借用費、通信・会議費】
③環境の保全活動の普及啓発
学校及び近隣地域の環境保全活動を積極的に推進し、緑化・環境美化に協力する。
生徒会の緑化委員会、ボランティア委員会の活動で、校内・周辺地域に緑化・環境美化を発信し、地域の「緑化ス
テーション」的な役割を果たしていく。
【苗・球根・種子等植栽費、たい肥・腐葉土購入費、刈払機・替刃・鎌・スコップ・清掃用具購入費、燃料費】
①茨城県内における環境の保全活動
前年度事業拡大の太古山区環境整備事業で密林を伐採した跡地1200㎡を利用し、53世帯住民のコミュニケーショ
ン広場を建設する。
音楽祭や夏祭りなど各種イベントを催すほか、青空市場を開いて農産物の販売を行う。
地元笠間市からは地方創生関連のモデル事業に選ばれている。
【電線引込費、井戸ポンプ・配管設置費、照明用配線引込費、建物補強金具購入費、ボランティアの食費・飲物代・
維持費、燃料費、苗購入費】
③環境の保全活動の普及啓発
・文集「ミサゴ」を100～150部作成 ・講演会開催
・ベンチ、イスの購入・設置 ・各イベント参加（パネル・写真展示）
【ベンチ・イス購入費、会報作成費、講演会開催・謝礼費、イベント参加費、巣箱作成費用】
①茨城県内における環境の保全活動
・「外来植物引き抜き作業」「ひむまクリーン作戦」「蛍の会駅伝・千波湖クリーン作戦」等への参加。
③環境の保全活動の普及啓発
・テーマ：「茨城のみち」 自然環境・風景。人々の暮らし等、写真展開催（県民文化センター ２8年９月開催）
【自然環境保全活動経費（ゴミ袋・手袋・昼食代・交通費）、パソコン購入費、写真展開催費（事務用品・通信費・写
真代・展示用バックシート購入）、】
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④東日本大震災復旧・復興支援にかかわる活動

26

27

28

29

ホタル

①茨城県内における環境の保全活動
駅伝大会、ロードレース大会後のごみ拾い、分別仕分け等の環境保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
知的障害者社会参加推進事業
【案内看板製作費、清掃活動備品購入費（分別用ダンボール・分別用ビニール袋・トング・軍手・ちりとり等）、飲物
代】

カイ

ＮＰＯ法人蛍の会

①茨城県内における環境の保全活動
・児童の豊かな心を育む学校緑化環境の保全・整備
・児童の夢や希望を育む学校花壇づくり
【種・苗・堆肥・肥料・培養土、園芸用品の購入費、樹木の剪定】

ホコタシリツオオタケショウガッコウ

鉾田市立大竹小学校

①茨城県内における環境の保全活動
・自然環境の保全（檜林の間伐・除伐・下草刈り）活動
・活動場所を地域住民の方々へ開放し交流会を行う
【チェンソー購入費、燃料費、消耗品費、ボランティア保険代】

ジュ ラク カイ

つくば樹楽会

①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
・セミナー講演会などの企画と開催（学校などでの出前授業、地域公民館などでの講座や温暖化防止のクラフト教
室の企画及び開催）
・環境保全を主題とした温暖化防止に係るキャンペーン活動（実践活動を行う為のスキルアップ研修）
・エコドライブシュミレターを用いてのエコドライブ推進実践活動等
【クリスタルサンド・クラフト用材料費、印刷費、広告チラシ作製費、イベント開催費、機材運搬費、資材倉庫賃貸費、
事務経費】

ホウジン

NPO法人エコレン

イバラキケン

30

助 成 対 象 の 事 業 内 容

助成先名

№

シンリン

シンリン

ホゼン

ケンキュウ

茨城県森林セラピー・森林保全研究
カイ

会

31

32

33

34

35

バンドウ

シリツ

①茨城県内における環境の保全活動
ミュージアムパーク茨城県自然博物館との連携事業をとおして、環境教育と環境保全活動を実施。
③環境の保全活動の普及啓発
地域の環境保全団体「七郷里山会」と連携し、小学校に隣接する里山での自然観察及び環境保全活動を実施。
【印刷製本費、環境整備用資材費、環境学習用備品費、講師謝金】

ナナ ゴウ ショウガッコウ

坂東市立七郷小学校

チイ

トリ

③環境の保全活動の普及啓発
小さな鳥の資料館と茨城県鳥獣センターから委託されたエディケーションバードを活用した地域環境保全を目指し
た教育啓発活動
【資料作成費、エサ代、タカ道具購入費（発信機・グローブ）】

シリョウカン

小さな鳥の資料館

コガシリツ

コガダイナナショウガッコウ

古河市立古河第七小学校

シゼン

ｽｲｼﾂ

ｼﾞｮｳｶ

ｽｲｼﾝ

ｷｮｳｶｲ

千波湖水質浄化推進協会

サカサガワ

36

ホタルネットワークｍｉｔｏ逆川こどもエ
コクラブ

37

38

39

シリツ

イナヒガシチュウガッコウ

つくばみらい市立伊奈東中学校
霞ヶ浦研究会

カイガン

①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
千波湖に大量発生するアオコの水質浄化を目的に、市民一体で取り組める自然浄化の促進をするビオトープ（植
栽による自然の再生）づくり、生物多様な空間を再生するため、アメリカナマズなどの外来生物の捕獲を行っていき
ます。水と自然の向上に、できることを進めていきます。
【土購入、造成工事費、人件費、消耗品費（軍手・鎌・スコップ）、パンフレット印刷費】
①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
千波湖偕楽園公園の湿地帯は、昔、水田が行われ、ホタルが生息していましたが50年近く放棄地となり、四方のう
ち、逆川緑地を除く三方はホタルが消え、雑草地帯となっています。
逆川で10年間ホタルを保全し、市民や学校から雑草地を再生してホタルを戻したいと要請を受けてネットワークを設
立、公園区域に属する市民とともに、自然を再生し、ホタルを公園全体に広げていく活動を行う。
【胴付長靴・一輪車・鎌・あみ等・容器購入費、保険代、リーフレット印刷費、通信費】
③環境の保全活動の普及啓発
学校と学校周辺を花と緑で飾り、花づくりをとおして地域の活性化、環境美化に取り組む
【肥料・培養土・プランター・苗購入費】
③環境の保全活動の普及啓発
霞ヶ浦と人間活動をテーマとした研究会報の発行（年1回）
【会報編集費、用紙・インク、通信費、会報印刷費】

カスミガウラケンキュウカイ

カシマ

①茨城県内における環境の保全活動
環境を守り、育てる心や実践力を育む教育
渡良瀬遊水地での現地調査及び研究発表会への参加
藤棚の整備と樹名板の設置
【大型バス借上げ費、藤棚・樹名板整備費、グリーンカーテン・花・苗購入費】
③環境の保全活動の普及啓発
・ロープアクセスの付属品を充実し、より楽しめる樹上活動
・作業する上での安全対策として防護服・防護手袋を作業ごとに貸与
【ﾛｰﾌﾟｱｸｾｽﾊｰﾈｽ・ﾊﾝﾄﾞｱｾﾝﾀﾞｰ･ﾂﾘｰﾎﾞｰト購入、防護服・防護手袋購入費、燃料費】

カイ

なか自然の会

ｾﾝﾊﾞｺ

①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
・茨城県内における森林セラピー基地認定に向けた情宣活動
・森林浴による健康増進PRとフィールド体験企画
・環境フェスタを通した森や木の実への啓発活動
・セラピー基地の運営への参加
【セラピー基地運営費・参加費、環境フェスタ等出展費、セラピーガイド・セラピスト研修費用】

マモ

カイ

鹿嶋の海岸を守る会

①茨城県内における環境の保全活動
毎月１回の海岸定期清掃の実施、年１回「海ゴミサミット」に参加、年１回「国際海ゴミ調査」参加、スカシユリの保護
育成
③環境の保全活動の普及啓発
海洋汚染、特にマイクロプラスチック問題を中心に広報・啓発を行う、２１年制定の法律、海岸保全法（略称：海岸漂
着物処理推進）の普及啓発
【広報活動用器材購入費（モニターTV・プロジェクター・スクリーン・DVD）、保管庫整備費用】
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カンキョウソンミンカイギ

40

助 成 対 象 の 事 業 内 容

助成先名

№

シゼン

キョウセイ シャ

とうかい環境村民会議 自然共生社
カイ ブカイ

会部会

シリツ

ミシマ

つくばみらい市立三島小学校

42

ふれあい筑波

43

①茨城県内における環境の保全活動
森林と竹林と里山の実践整備活動
【宿泊費、機械賃貸料、印刷費、通信費、チエンソー、刈払機、運搬費、燃料費】

ツクバ

ダイゴ

③環境の保全活動の普及啓発
１.総会 ２.身近な水環境の全国一斉調査 ３.統一環境美化キャンペーン
４．奥久慈大子祭り ５.大子町女性教育振興大会 ６.料理講習会（ゴキブリダンゴ作り）
【デジタルカメラ、水質調査用具・薬品・ゴキブリダンゴ材料費、ダンボール・温度計・炭購入費、写真・コピー代、ＰＲ
用チラシ作成費】

カイ

大子くらしの会

ゴギョウカワ

44

③環境の保全活動の普及啓発
サツマイモの苗植え、芋掘り、田植え、稲刈りなどの学校行事。
環境美化ボランティアによる活動。
理科の自由研究。
【消耗品購入費、双眼鏡・顕微鏡購入費】

ショウガッコウ

41

ハナ

ミドリ

サケ

ソダ

勤行川の花と緑とホタルと鮭を育て
マモ

カイ

守る会

45

46

ＮＰＯ法人 麗潤館
シゲンジュンカン

ＮＰＯ法人資源循環ネットワーク・グ
アイ

リーン愛す
47

48

49

50

51

52

53

シリツ

コキヌ

コウボウ

①茨城県内における環境の保全活動
当会は茨城県全域にわたり約20ヵ所の活動フィールドを有している。活動の内容は、放置され荒れ放題になってい
る森林の間伐、下草刈り、枯れ損木の撤去、林床整備などを実施し、市民の散策、いこいの場としての快適な森林
を作ることである。
【チェーンソー・刈払機・替刃・鋸・鉈・ヘルメット・燃料購入費】

シンリン

いばらき森林クラブ

①茨城県内における環境の保全活動
森林整備及び里山林の再生・保全活動
（地球温暖化防止や里山の景観改善・自然環境保全に資する為に活動する）
【安全防護用手袋・すね当て・刈払機チップソー購入費】

シンリン

水戸森林クラブ

①茨城県内における環境の保全活動
水質浄化の研究実践
【水槽・ビニールプール・砂利・砂・土・試薬・水草・ポンプ・ホース購入費】

アサヒミナミショウガッコウ

鉾田市立旭南小学校
モリ

チイキ

チョウワ

カンガ

①茨城県内における環境の保全活動
「地域遺産(資源)保存修復・環境美化事業」
地域に残る古い街並み「高部宿」を保存修復・環境美化する事業
【樹木伐採、除草、植樹、木橋・竹垣設置費用】

カイ

森と地域の調和を考える会

①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
地球温暖化防止の啓蒙活動として
・自然エネルギー普及の出前授業・講座を開催、参加しています。
・自然エネルギーの実証実験やエコ環境等のイベントに出展しています。
・環境問題の研修会や見学会に参加し、会員同士の学習会や講習会を開催しています。
【おひさまドライヤー資材購入費、パンフレット印刷費、資材運搬交通費・高速代】

エコ・カレッジ23

イバラキ

54

①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
・茨城県の道路里親の認定を受け県道沿いの花壇100坪の植栽管理
・大洗鹿島線 鹿島大野駅ロータリー花壇の植栽管理
・花壇の土作りに、生ごみ堆肥化普及のため土づくり講座を開講
【堆肥・肥料・EM資材・園芸用具・培養土・生ごみ密閉容器購入費】

ＮＰＯ法人 かたつむり工房

ホコタシリツ

ケン シゼン

ハクブツカ

ミュージアムパーク茨城県自然博物
ン

館

③環境の保全活動の普及啓発
持続可能で環境負荷の少ないシンプルな暮らしを目指し、「なるべくゴミを出さない生活」を普及啓発することを目的
として、ゴミ問題とその具体的な解決方法に関するドキュメンタリー映画の上映会と、地域住民が具体的に問題解決
に向けて話し合うことのできる交流会を開催する。
【DVDレンタル料、会場費、宣伝費、通信費、雑費】
③環境の保全活動の普及啓発
・花いっぱい運動
・学校の環境美化活動
【苗・プランター・土・堆肥購入費、刈払機・消耗品購入費】

チュウガッコウ

つくばみらい市立小絹中学校

ミト

①茨城県内における環境の保全活動
動植物保護育成のための自然環境の保全活動
サケの自然産卵を行っている筑西市を流れる勤行川（五行川）のサケの保護増殖活動のために、地元の小・中学校
にサケの卵を届けて、幼魚までの飼育観察をさせながら、環境教育の支援を行うと共に自然産卵場付近の環境美
化を行う
【サクラ並木・コスモスロード・ポケットパーク維持管理費、講師謝礼、コスモス祭り補助、サケの受精卵・稚魚のエサ・
飼育観察支援費】
①茨城県内における環境の保全活動
耕作放棄地などの遊休地の活用を中心に漆の植栽を行い、漆掻き職人の支援・育成、漆文化の振興・発展などの
活動を行う。
2016年は、約800本
【地代、耕作放棄地再生費、苗木購入費、管理費、雑費】

レイ ジュンカン

ホウジン

①茨城県内における環境の保全活動
「押延ため池いこいの森」を子供たちの活動の場とすべく、山林の下草刈り、モウソウチクの除根・処分による広場の
設置、不法投棄ごみ除去、ベンチ・看板等設備の設置を行う。
【モウソウチク伐採・除根・処分委託費、ベンチ・看板制作費、消耗品費（軍手・刈払機替刃・観察会参加費）、飲食
費、燃料費】

①茨城県内における環境の保全活動
博物館の野外施設を内水系生物サンクチュアリとして利用し、県内に生息する希少動植物の域外保全を行う。
野外施設のビオトープ、人工池の環境を整え、絶滅危惧種であるゼニタナゴ・タナゴ・アカヒレタビラの魚類、スブタ
やミズユキノシタなどの希少植物の繁殖プログラムを実施し、種の保全と野生復帰を視野に入れた増殖を試みる。
【エンジンポンプ・発電機レンタル費、捕獲用具（さで網・たも網地引網）・収容運搬用具（コンテナかご・バッド・田
船・タル）・生物の計測用具購入費、業者委託費（排水弁の開閉・重機）】
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56

助 成 対 象 の 事 業 内 容

助成先名

№

オククジ

サトヤマ

①茨城県内における環境の保全活動
・常陸大宮市「ふれあいの森（オカリナの森）」ならびに常陸太田市・大子町の有雑木林の下草刈・間伐・整備保全
活動
・奥久慈漆の増林活動に参加し、地域貢献の一助となることを計画
【チェンソー・刈払機入費、消耗品費（燃料・替刃）、NPO保険料、事務費】

カイ

奥久慈里山の会

ミト

エイコウ

②環境の保全活動を促進するための調査研究
生物多様な空間を再生させるため、放棄された森をこども達の力で整備したところ豊かな湧き水と緑が復活してきま
した。ここに生息する生き物を調べ研究していくために機材をそろえて学習させたい
【フィールドスコープ・三脚・顕微鏡・双眼鏡・アミ採取容器購入費、資料印刷費】

チュウガッコウ

水戸英宏中学校

③環境の保全活動の普及啓発
57

シ

カンキョウ

つくば市環境マイスターの会
ホコタシ

58

一般対象 筑波山麓の里山ウォーク（４月） つくば市内街中ウォーク（１１月）
児童対象 こども自然環境教室（長期休みを中心に４回程度）

カイ

スイシン

カイギ

【拡声スピーカー・トランシーバー・双眼鏡・ルーペ購入費、印刷費、交通費、講師謝礼、外部スタッフ人件費、通信
費、雑費】

シゼン

カン

鉾田市まちづくり推進会議 自然環
キョウブカイ

境部会
ニンテイ

59

ホウジン

シシツカ

シゼン

レキシ

認定ＮＰＯ法人 宍塚の自然と歴史
カイ

の会

60

61

62

63

64

65

サクラ

オカ

①茨城県内における環境の保全活動
常陸太田駅及び地域の環境・美化・保全活動
【花苗・土・肥料・アカメソロ・山桜苗購入費、イベント開催費・材料購入費（クリスマス飾り・ライト・キャンドル）、通信
費】

チェルシー・ａｍｉｓ

①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
・地元の名所「御前山」の登山道のごみ拾い
・学校花壇活動及び地域緑化への協力
・震災と原発事故を経験した村と家族の物語「空の村号」の演劇鑑賞
【御前山登山道保全活動費、学校花壇活動、花苗配布費、演劇鑑賞会普及活動費】

サワヤマショウガッコウ

城里町立沢山小学校

コカイガワ

ＮＰＯ法人 小貝川プロジェクト21

タクヤ

ウザワ

ミホコ

②環境の保全活動を促進するための調査研究
茨城県北部の湿地における絶滅危惧種を中心としたコケ植物の調査研究
【調査協力者旅費、雨具・ルーペ・顕微鏡用撮影装置購入費、消耗品費（採取袋・筆記具）】

鵜沢 美穂子
マモ

キギョウ

カイ

リ

スタイル

環境を守る企業の会～Re Style いば
らき～
ホウジン

67

ＮＰＯ法人
テンジン

サト

ツク

カイ

ビオトープ天神の里を作る会

68

オミタマ

セイブツ

③環境の保全活動の普及啓発
本事業は自転車の普及拡大を目指し、豊かな景観に富む河川空間の水とみどりを体感し、川が育んだ歴史・文化
に触れながら、仲間づくりや健康づくりを通して、二酸化炭素の削減に参画しようとするものである。
今年は昨年作成したサイクリングマップを基に、自転車の日を設け、参加市民と共に定期的に走行し、自転車人口
の更なる普及啓発を促進する。
【旅費・交通費、印刷費、講師謝礼、通信運搬費、使用料・貸借料、消耗品（コピー用紙・インク）、食糧費、雑費（保
険・手数料）】
②環境の保全活動を促進するための調査研究
茨城県内に生息する変形菌相に関する調査
【生物顕微鏡・顕微鏡撮影機・変形菌文献購入費、交通費、通信費、消耗品費（プレパラート・カバーガラス・薬
品）】

宮本 卓也

カンキョウ

66

カイ

ミヤモト

①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
２種類のリーフレット「ようこそ宍塚大池の里山に」「ワンダーランド宍塚大池の仲間たち」の英訳版の編集、印刷、出
版
（「ワンダーランド宍塚大池の仲間たち」は新たに編集しなおします。）
【看板製作・設置費】
①茨城県内における環境の保全活動
つくば市アダプト・ア・パークとしての活動を基調とした居住環境の美化・保全及び公園施設整備並びに腐葉土生
成施設の活動・維持管理等
【エンジンヘッジトリマ・替刃・エンジンブロワ・チェンソー・刈払機替刃・花木・花苗・肥料・殺虫剤購入費、ガソリン費
用】

桜が丘おはな会

シロサトチョウリツ

①茨城県内における環境の保全活動
北浦北部地区の環境保全・育成を目的として、自然観察会（野鳥・植物）を実施
又、これに基づき、地区利用の為の提案を県や市に提出すべく活動を続行中
【三脚（ﾌｨｰﾙﾄﾞｽｺｰﾌﾟ用）、看板製作・設置、清掃道具、コンプレッサー購入費】

カイ

小美玉生物の会

①茨城県内における環境の保全活動
里山地域のコミュニティの創造と周辺環境整備事業
【チェーンソー・刈払機燃料費、替刃、刈払機購入費、イノシシ除け電気柵費、柱・屋根資材購入費、ユニック車・運
搬車賃貸料】
①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
現在ビオトープ整備を行っている区域内において遊歩道に山砂を敷きならし、安全性を図り、看板（手作り）の設置
の整備。休憩施設（手作り）の整備さらには、イロハモミジ・エノキ・山つつじ等の植栽を施し、植物が生存できる空間
（日陰・半日蔭）や鳥・オオムラサキなどが生存できる場所作りとしてビオトープ整備を行う。
【誘導看板・看板設置費、ベンチ制作費、山砂・苗木等購入費】
①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
小美玉市の生物リスト及び標本の整備
【生物リスト追加調査リスト作成（講師謝礼・保険、印刷費・定点カメラ購入費）、標本制作整備費（植物保存箱・押し
花制作セット購入費）、会報誌発行制作費（写真用紙・紙・プリンタインク購入費）】

5/7

※助成対象事業：①茨城県内における環境の保全活動 ②環境の保全活動を促進するための調査研究 ③環境の保全活動の普及啓発
④東日本大震災復旧・復興支援にかかわる活動

ホウジン

69

助 成 対 象 の 事 業 内 容

助成先名

№

コンダダイ

セイタイケイヲマモルカイ

ＮＰＯ法人 金田台の生態系を守る
会

70

71

72

73

74

75

76

77

78

①茨城県内における環境の保全活動
緑豊かな森林および樹林の保全活動
【手斧・のこぎり・刈払機、作業着・ヘルメット購入費、刈払機・チェンソー修理費、燃料費、広告費、講師謝礼】

キ

木とふれあうネットワーク

シリツ

ナガホリ

①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
開発により、生息地が危ぶまれている近隣の「ゲンジボタル」を金田台に移動し、谷戸の復元と共に「整備・保全・創
造」し、将来に持続させることを長期計画で考える。
金田台の生態系の多様性を豊かにすると共に、オオタカ、サシバの生息と並んでホタルを３つ目の金田台のシンボ
ルにしたいと考えている。
整備内容として、谷戸の水源・水路の護岸整備・調査、森林植生の整備・維持による索餌条件の管理を段階的に行
う。
【護岸・水路・湿地整備燃料費、水質調査委託費、調査機材購入費（ハンドオーガー）、助言・指導料（講師謝礼）、
地図作成・写真代・印刷費、通信費、保険料】

③環境の保全活動の普及啓発
学区内に流れる中丸川を活用した本校の三大体験活動（米作り・ホタル観賞会・サケ放流）と合わせた中丸川の環
境保全教育
【デジタルカメラ・大型テレビ・テレビスタンド購入費】

ショウガッコウ

ひたちなか市立長堀小学校
ゴウシュウサトヤマノカイ

①茨城県内における環境の保全活動
郷州地区の里地・里山の環境を守り育てる
【携帯発電機・水中ポンプ・苗木・種・土購入費、銘板制作費、消耗品費】

ササキ

②環境の保全活動を促進するための調査研究
茨城県における陸産・淡水産無脊椎動物の生息調査-外来種を中心として外来種を中心に茨城県内ではまだ調査が十分に実施されていない陸産・淡水産無脊椎動物（昆虫を除く）のファウ
ナ調査を実施し、茨城県内の無脊椎動物相の全体像を明らかにする。
【薬品、標本びん購入費、調査・観察用具一式、現地調査費、データ及び標本収集に伴う通信費用】

郷州里山の会

イケザワ

ヒロミ

佐々木（池澤） 広美

シ

カンキョウ

ヨ

カイ

ひたちなか市の環境を良くする会

シンカワ

スイケイ

カンキョウ

新川水系環境ネットワーク

シンリン

ヒタチ

モリ

森林ボランティア「常陸の森」クラブ

ジュウオウガワ

タノ

①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
森林保全と雨水の利活用による温暖化防止活動
【チェンソー・替刃・専用バック購入費、雨水タンク購入費】
①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
ひたちなか市北部、東海村との境界近くを流れる新川水系に残る植物や生物の保全活動を行っている。
啓蒙の一環として、地域のホタルの飼育・育成保護をし、子供たちには学習会や見学会、放流会なども実施。
【ホタル飼育採取備品・えさ・水槽・あみ・カメラ購入費、施設維持費（電気代）、屋外施設修理費】

①茨城県内における環境の保全活動
荒れた里山の再生、手入れの行き届かない人工林の手入れと、間伐材を活用した利用促進のための看板、ベンチ
などの施設設置活動。
対象地域は、常陸太田市の「寿訟院」と日立市の「高原自然塾」に隣接する里山。
【発電機・コンプレッサー・ブロアー・コードレスチェンソー購入費、消耗品費、油脂代、運搬費】
①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
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として、清掃活動、草刈、水生生物調査、カ
ヌーや浮遊体験などのまるごと体験、鮭の孵化放流活動などを行うことにより、親水空間環境を保全する
【ジョイクラフト・ゴムボート購入費、コンサート開催費用】

カイ

十王川を楽しむ会

ホコタガック

ショウガイガクシュウスイシンカイギ

ミトシリツ

シンソウ

鉾田学区生涯学習推進会議

①茨城県内における環境の保全活動
鮭の稚魚育成・放流と鉾田川浄化
【鮭発眼卵、水そう追加購入費、展示会費用（講師謝礼）、広報・通信費、川の浄化団子購入費】
②環境の保全活動を促進するための調査・研究

79

80

81

82

83

ショウガッコウ

水戸市立新荘小学校

ミトシリツ

クニタチュウガッコウ セイブツケンキュウブ

水戸市立国田中学校 生物研究部

カンキョウ

ＮＰＯ法人 つくば環境フォーラム

ヤノクラ

【グリーンカーテン用品、不織布・マルチネット・土・種苗・種子、観察用器具等購入費用】
②環境の保全活動を促進するための調査研究
ゲンジボタルの保護活動（「ホタルの里国田」再生に於けるホタルの環境条件の研究と人工飼育・放流）
【現地調査機器等購入費用（定点カメラ・ホタライト・直視分光器・デジタルカメラ）、アクアリウムセット購入費・薬品等
購入費用】
③環境の保全活動の普及啓発
筑波山の自然環境の大切さ、保全の必要性を啓発するためのリーフレットの印刷、学校遠足の自然ガイド活動、
「筑波山の自然展」の開催
【筑波山関連リーフレット印刷、筑波山自然展費用、広報費、通信費、交通費】
①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
「秋・鮭・那珂川」の観察をまとめた冊子作成
【冊子の発行費】

タカシ

矢野倉 隆

トクテイヒエイリホウジン

豊かな「みどり」と「今、私たちにできること」を探る環境学習の充実

カスミガウラ

特定非営利法人 霞ヶ浦アカデミー

②環境の保全活動を促進するための調査研究
ニホンウナギ再生戦略研究
絶滅危惧種のニホンウナギについて霞ヶ浦を始めとする全国の資源の減少原因を解明し霞ヶ浦開発事業と両立す
る戦略を提案、実施することを目的とする。
【定置網委託費、採捕親魚蓄養委託費、調査旅費、調査船借上げ費、印刷費】

6/7

※助成対象事業：①茨城県内における環境の保全活動 ②環境の保全活動を促進するための調査研究 ③環境の保全活動の普及啓発
④東日本大震災復旧・復興支援にかかわる活動

84

85

ノブカタ

セイカツ

②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
食品ロス（廃棄食材）の取り組み
【講演会開催費、調査費、チラシ作製費、会議費、印刷費、交通費、雑費】

ガッコウ

延方生活学校

③環境の保全活動の普及啓発
・セミナー講演会等開催費用
・環境保全を題材としたキャンペーン活動
・環境保全に関する冊子発行、普及活動
【会報発行費、講演会講師謝礼、バスチャーター費、通信費、消耗品費（インク・コピー用紙）】

カンキョウシミンカイギ

なか環境市民会議
トクテイ

86

助 成 対 象 の 事 業 内 容

助成先名

№

エイリ

カツドウ

ホウジン

特定営利活動法人 みどりーむプロ
ジェクト

87

88

89

90

91

92

93

94

95

ツチウラ

カンダツ

土浦神立フラワーライトプロジェクト

東海村立村松小学校

①茨城県内における環境の保全活動
・いこいの森の整備
・校庭芝生の整備
・ビオトープの整備
【芝生の整備・維持管理費、樹木の伐採・保全、ビオトープ整備費】

ショウガッコウ

つくば市立上郷小学校

①茨城県内における環境の保全活動
茨城県央地域（茨城町、水戸市、笠間市）の放置林を良好な森林への回復を図るべく、森林の保全活動を行う
【刈払機・チェンソー・エアーコンプレッサー・チャップス・替刃等購入費、燃料費、ボランティア保険料、チッパー賃
借費、キノコ植菌代、イベント参加費】

ケンオウ モリ モリ

いばらき県央森守クラブ

①茨城県内における環境の保全活動
・筑波山と宝篋山の里山整備
・市内の平地林整備
・金田城、小野崎城などの史跡林の整備
【混合油・チェーンオイル・刈払機・チェーンソー替刃・手袋・薬・殺虫剤購入費、月報郵送費、修理代、印刷費】

シンリン

つくば森林クラブ

③環境の保全活動の普及啓発
自然エネルギーに関する教材を手作り（ソーラークッカー、夢風車）や自然の里山体験等を題材として学校やコミュ
ニティでの出前授業を行っています。
地域では自然エネルギー教育の実践活動で出前講座を行い茨城県地球温暖化防止活動推進員としての普及活
動、「いばらき自然エネルギーネットワーク」の活動に連携することで広域で活動をしております。
【手作りクッカー材料費、夢風車モーター購入費】

シゼンタイケンキョウシツ

いばらき自然体験教室

サト トモ

カイ

ネーブルパークほたるの里友の会

クジ

ガック

スイシン

カイ

久慈学区コミュミティ推進会

ツカモト

ヤソウ

北茨城野草サークル
カメヤジシツゲンシゼンイジサイセイジギョウ

（亀谷地湿原自然維持再生事業）

97

ミトシリツ

カミ オオノ

①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
市民の集う公園にほたるの里を作り、自生させる為の環境保全とほたる祭りを通しての普及啓発
【川の改修工事費用（石撤去・コンクリートブロック設置・浄化槽設置・現場管理費等）】
①茨城県内における環境の保全活動
③環境の保全活動の普及啓発
H17年度から始めた茨城県道路里親制度に基づく国道245号久慈サンピア日立から道の駅お魚センター間の花壇
整備活動は、東日本大震災で津波により全滅し中断した。
約４年半後の３月土壌入れ替え６月に植樹し再開した。
交通量も多く、見通しが良いことからスピードが出易く事故も多い。咲き誇った花木によってドライバーの心を癒やす
ことで、少しでも安全運転に資することを念じ、１１月に２回目の花の入れ替えを行い、除草作業・水撒き作業などの
整備を通して環境美化運動を進める。
【苗木・花・肥料・鍬・刈払機替刃購入費、燃料費、水道代、保険料】
④東日本大震災復旧・復興支援にかかわる活動
森林除染、植森等、保全整備活動
【看板制作費、地拵費・施肥費、堆肥購入費、交通費、輸送費】

コウイチロウ

塚本 浩一郎

キタイバラキ
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リツ カミゴウ

①茨城県内における環境の保全活動
②環境の保全活動を促進するための調査研究
③環境の保全活動の普及啓発
神立発信 道路清掃 花植活動の管理、維持拡充
夜の明かりに設置型ソーラーライトを増設
ボートを使って新川・桜川・備前川・霞ヶ浦の実態を体験環境整備に継げる
【花・苗・肥料・コンポスター・船外機購入費】
③環境の保全活動の普及啓発
村松ネイチャーわくわくプロジェクト実施
【ビオトープ整備・管理費（スコップ・長靴・鎌・刈払機替刃）、講師謝礼、ボランティア作業飲料・ゴム手袋・通信費、
観察用具購入費（補虫網・ルーペ・プランクトン・昆虫・飼育箱等）、消耗品費】

トウカイソンリツムラマツショウガッコウ

シ

①茨城県内における環境の保全活動
つくばエクスプレス沿線開発萱丸地区（現みどりの地区）における緑化推進、保全活動
【植栽苗木購入費、チェンソー・スコップ購入費、消耗品購入費（燃料・ゴミ袋）】

ショウガッコウ

水戸市立 上大野小学校

①茨城県内における環境の保全活動
北茨城市関本町小川にある亀谷地湿原の乾燥化を遅らせ、多様な生き物が再生できる環境改善事業に取り組ん
でいる。
③環境の保全活動の普及啓発
北茨城市民、高萩市民等を対象とした自然観察会（年２０回）や通信の発行（毎月）、市教委共催で「ふるさと自然
塾」を開催し自然理解啓発に努めている。
【苗木・花・肥料・鍬・刈払機替刃購入費、燃料費、水道代、保険料】
②環境の保全活動を促進するための調査研究
地域の環境を調査・研究し、環境について考える活動
【鮭の飼育水槽、野鳥観察に使用する機器、自由研究用具、理科コーナー設置材料等購入費用】

助成件数：97件 助成金総額：9,600,000円
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