ニュースリリース

平成22年 3月 15日

公益信託「エコーいばらき」環境保全基金
平成 21 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 21 年度（第 18 回）助成金を給
付するにあたり、本年度助成団体の「ひたちなか市立前渡小学校」の活動状況視察および助成金
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、学校や NPO 法人・ボランティア団体などから 73 件の申請を受け付けました。その中
から 60 件に総額 615 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 カ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、常陽銀行と日本興亜損害保険等により共同で設立されたもので、茨城県内で環境
保全活動を行っている地方公共団体、営利を目的としない法人、団体および個人を助成対象として、
たてわき いさお

毎年 10 月から 2 ヵ月間助成希望者を募集し、翌年 1 月に運営委員会（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います。
２．贈呈式
日時・場所
出席者
概 要

3 月 16 日 午後 1 時～2 時
ひたちなか市立前渡小学校
助成先（ひたちなか市立前渡小学校の児童・学校関係者）および関係者
・助成金目録贈呈
・助成先活動状況視察（校内のビオトープにて学校関係者と児童から活動状
況説明）

３．給付概要
助成先数
助成金総額
主な助成先
基金設立からの助成件数累計
基金設立からの助成金額累計
設立以来の寄付件数 ※
設立以来の寄付金 ※
基金財産額 ※

60 先
6,150,000 円
ひたちなか市立前渡小学校(助成事業：校内ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟにおける
動植物の生態観察、ｵｵﾑﾗｻｷが生息するための環境復元活動)、
NPO 法人宍塚の自然と歴史の会(宍塚の自然や歴史の紹介、里
山活動の紹介ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成)など ※詳細は別紙参照
470 先 (今回を含む)
58,180,000 円 (今回を含む)
2,512 件
96,363,759 円
172,024,082 円 （当初 1 億円で発足）

※件数・金額は平成 22 年 1 月現在

以上

公益信託 「エコーいばらき」 環境保全基金平成21年度助成先一覧表
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申

請

者

名

常陸太田市立世矢小学校

特定非営利活動法人 こが里山を守る会

守谷市立黒内小学校

行方市立大和第二小学校

牛久市小坂団地行政区
美浦村立大谷小学校

ひたちなか市堂端自治会

つくば森林クラブ
井上「山百合の会」
千波湖周辺の公園と自然を愛する市民

市町村
常陸太田市

「エコミュージアム」弁天川として環境教育を推進 【水
質分析試薬およびビオトープ改修費用】

古河市

「いばらき協働の森パートナーズ協定」によるフィールド
（稲宮の森）を「企業の森づくり」のフィールドとして位置
づけ、当会と企業との協働による森づくりによる森林整
備活動 【ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ､ﾌﾟﾘﾝﾀｰ､造林草刈鎌､機材収納
保管庫の購入】

守谷市

学校と隣接する土塔森林公園等における野鳥を中心と
する自然観察やﾔﾏﾕﾘの保護等、身近な地域の環境保
全活動 【学校及び土塔森林公園における野鳥観察備
品の購入】

行方市

学校及び周辺地域の花いっぱい運動推進事業 【草花
の種代、黒土代、牛糞代、腐葉土代、プランター等の
資材代】

牛久市

家庭排水水質改善による水辺の環境改善 【消石灰の
購入、大腸菌測定費用】

美浦村

水質の変化する要因を探る研究（大谷排水） 【パックﾃ
ｽﾄ、DO計､ポンプ一式代他】

ひたちなか市

自治会の中心地にあるうなぎ溜隣接地に開墾した花壇
用畑に、花を植栽して花壇を感性して観賞地にしたい
【植花の苗・種の購入】

つくば市

筑波山と宝篋山の民有林の整備 【整備用機械・植樹
用苗木代】

行方市

山百合の里整備事業 【球根代、景色作り費用、名水
作り】

水戸市

2箇所の花壇の管理運営 【花苗、肥料、花のﾈｰﾑﾌﾟﾚｰ
ﾄ及び写真ﾌﾟﾘﾝﾄ機、印画紙並びに動く広告塔としての
作業中に着用しているﾍﾞｽﾄ等の購入費用】

筑西市

森林を整備しみどり豊かな里山再生事業 【保管庫購
入費、林道整備費、花だん費、ｲﾍﾞﾝﾄ費等】

結城市

筑西市桑山地内における里山林の復元 【森林整備活
動等に要する機器の購入費用】

那珂市

清水洞の上地区内の森林環境の整備及び維持管理
【草刈機5台及び鯉の餌購入費用】

の会
11

12

13

14
15

嘉家佐和西山の会

つくば森林づくりの会

清水洞の上自然を守る会

御前山ダム環境センター
十一面山平地林整備促進協議会

助 成 対 象 の 事 業 内 容

常陸大宮市

御前山ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟの保全・管理 【機材の購入及びﾋﾞｵﾄｰ
ﾌﾟをPRするための物品等の作成費用】

常総市

十面山の森林の保全活動、地域の平地林としての普及
啓発活動 【ｲﾍﾞﾝﾄ開催費、植樹苗代】
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公益信託 「エコーいばらき」 環境保全基金平成21年度助成先一覧表
NO

16

申

請

者

名

勤行川の花と緑とホタルと鮭を育て守る

市町村

助 成 対 象 の 事 業 内 容

筑西市

五行川（勤行川）周辺部の傾斜緑地のサクラ並木整備
及びﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ作り、及び自然環境復元に係わる維持
管理、ｺｽﾓｽ祭りの実施による地域活性化のための事
業 【樹木購入及び植え付け補助費、環境整備補助
費、ｺｽﾓｽ祭りの補助費】

取手市

自転車をﾂｰﾙに、豊かな景観に富む河川空間（利根
川・鬼怒川・小貝川）の水と緑を満喫しながら、川が育
んだ歴史・文化に触れ、仲間づくりや健康づくりをしな
がら市民生活に自転車を定着させる 【普及啓発のた
めの大会開催費、自転車ﾙｰﾄの調査検討費、ﾌｫｰﾗﾑ
開催費】

龍ヶ崎市

草木ごみ、生ごみの堆肥化事業 【回収拠点の増設、
回収量の増加に対応した資材費及び回収運搬費】

東海村

東海村の自然環境の調査、観察、研究、普及啓発活
動 【パックテスト、参考書類購入費、調査会開催費】

水戸市

水戸市栗崎町地内木戸房池周辺地林整備促進及びビ
オトープ造成作業 【ﾁｪﾝｿｰ他重機器購入・ﾊﾞｯｸﾎｰ他
賃貸料】

笠間市

笠間市内におけるﾑｻｻﾋﾞの生態調査・観察会の実施
【ﾑｻｻﾋﾞ観察会開催費用】

守谷市

大柏地区の里山と谷津田をきれいにし、ﾎﾀﾙを甦らせ、
山百合の再生を図る事業 【刈払機2台の購入費用】

水戸市

旧稲荷第ニ小学校跡地（ｻｸﾗ広場）に植樹した桜の保
全管理。里山道路の入口に、不法投棄防止のための
車輌進入禁止標識の設置 【除草作業費用、標識代
他】

取手市

地域の水田と自然環境にまつわる環境学習 【稲作体
験や谷津田調査の諸費用】

ひたちなか市

市場通り、海岸通り街路区植樹桝の植栽管理 【春秋
植えの花苗購入費用】

鹿嶋市

鹿嶋海岸の清掃活動事業 【発電機等漂着流木の処
理器材の購入費用】

会

17

特定非営利活動法人 小貝川プロジェク
ト２１

18

19

20

やさしいくらしの会

東海村の環境調べ隊
特定非営利活動法人 エコ・グリーンい
ばらき

21

22

23

24

25
26

特定非営利活動法人 ノースマーク

大柏里山の会

グリーンパーティ栗崎

取手市立白山小学校

あじさいの会
鹿嶋の海岸を守る会
人工池で自然生態系を再現する会

27

（協力団体：つくば市立吾妻中学校、つ

中央公園の池（つくば市内）の水質調査および浄化を
つくば市 目的とした植物いかだの作成、設置 【いかだ作成のた
めの材料、水質分析機器等の購入費用】

くば市立吾妻小学校）
28

29

水戸森林クラブ

逆川を愛する会

水戸市森林公園及び那珂市印刷の森 日立市小貝ヶ
浜緑地公園・那珂市内民有林の里山林復活および常
ひたちなか市
陸太田市民有林等における除間伐、整備事業 【安全
装備品の購入および傷害保険料】
水戸市

逆川緑地公園内の塩橋広場のホタルの再生・保全事
業、自然観察学習会、逆川まつり 【参加募集広告印
刷、通信発送費他】
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公益信託 「エコーいばらき」 環境保全基金平成21年度助成先一覧表
NO
30

31

32

33

申

請

者

名

つくばフォレストクラブ

ハーブフローの会

常陸の国菜の花ネットワーク

しぜんっこサポーターズ“殻斗：
KAKUTO”

34

特定非営利活動法人 つくば環境フォー
ラム

35
36

37

38

39

40

森林ボランティア常陸の森クラブ
地球大好きエコクラブ

西台虹の友

特定非営利活動法人 湖沼浄化推進会

ひたちなか市立前渡小学校

こどもエコクラブ（八溝自然たんけんた

市町村

助 成 対 象 の 事 業 内 容

つくばみらい市

宝篋山の自然環境の保全活動 【森林整備に必要な
チェンソーやその他機材関連の購入費用】

取手市

小貝川での環境保全活動及び環境教育の実施 【会
誌・資料作成費、講師謝礼、ﾁﾗｼ等作成費用、設営
費、種代等】

菜の花などの油性植物を育て、油を搾り、食べ、油粕を
畑に戻す、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
龍ヶ崎市
す活動。活動の促進を目的とするホームページ運営活
動 【ｲﾍﾞﾝﾄ開催費、HP作成維持管理費、手押し耕運
機の購入費用他】
幼児期からの環境教育の必要性を感じ、豊かな自然体
験を提供することによって、次世代を担う子どもたちの
情操を磨き生き物に対する共感を育み、自然のすばら
つくば市
しさやその大切さを伝えることを目標に活動 【新規ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ獲得とﾒﾝﾊﾞｰの知識・ｽｷﾙ向上のための研修会実
施と新規ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・教材開発費】
筑波山麓・谷津田の保全活動と子どもたちへの環境教
つくば市 育・情報発信 【作業用品費、作業費、印刷費、講師謝
金等】
日立市
ひたちなか市

鉾田市

かすみがうら市

森林づくり、森林保全等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 【機材購入・
活動費用】
主に子供達を対象とした環境教育・啓蒙活動 【実験機
器及び材料等の購入費】
鉾田川浄化とEM菌を使った環境にやさしいプール清
掃 【発電機・水そう・高圧洗浄機、EM他購入費】
県公共の平成21年度霞ヶ浦・北浦窒素・りん除去支援
事業 【汚濁水自然流浄化装置の補修費、触媒浄化剤
と加工代、ｴﾝｼﾞﾝ発電機代他】

校内ビオトープにおける動植物の生態観察・生息する
ための環境調査。ホタル・オオムラサキが生息するため
ひたちなか市
の環境復元活動 【池の藻岸整備、ｶﾌﾞﾄﾑｼの飼育場整
備等】
大子町

サシバの住める里山づくり（田んぼの生きもの調べ）
【ﾌｫｰﾗﾑ実施費用、冊子の発行代他】

行方市

沖州地区の「水辺のプラザ」砂浜及び湖岸の清掃 【草
刈り機、ﾍﾞﾝﾁﾃｰﾌﾞﾙ材料代】

牛久市

谷津田で神谷小学校の児童による無農薬・有機肥料で
の米づくり 【足踏み脱穀機と物品の購入費用】

筑西市

五行川の水質調査及びその周辺の自然環境調査・研
究 【水質分析計測ﾒｰﾀｰ等の購入及び講演会開催費
用】

い）
41

42

43

かいつむりの会

特定非営利活動法人 アサザ基金

筑西市立下館小学校
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公益信託 「エコーいばらき」 環境保全基金平成21年度助成先一覧表
NO

44

45
46

47

48

49

50

51

52

53

申

請

者

名

STOP！温暖化エコネットしもつま

エコネットワークぼくらの地球
NPO法人 新川水辺交流会

佐々木 広美

特定非営利活動法人 うしく里山の会

霞ヶ浦をきれいにする会

かしま環境ネットワーク

常陽の森ボランティア

小美玉生物の会
まかべ花蔵部（旧桜川市真壁商工会女

市町村

助 成 対 象 の 事 業 内 容

下妻市

「環境カルタ」作成事業（地球温暖化及び自然環境保
全について市民に関心を促し、ｶﾙﾀの作成及びｶﾙﾀ遊
びを通じて、その対策に取り組んでもらうよう啓発） 【ｶ
ﾙﾀ制作費、啓発事業費】

常陸大宮市 エコキャップ回収運動 【回収BOX購入､ﾊﾟｿｺﾝ購入他】

土浦市

新川上流の藻場再生のための藻の養殖と植えつけ及
び清掃活動 【藻養殖用水槽他設備の購入】

坂東市

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査による茨城県産陸生巻貝の生息状況調
査 【ｴﾀﾉｰﾙ、標本びん等の消耗品費、現地調査費
他】

牛久市

牛久市内における里山景観等の収集及び普及啓発活
動 【ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ募集ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成とｾﾐﾅｰ開催及び環
境保全冊子の作成費用】

石岡市

三村地区上谷原池の浄化活動 【ﾏｾﾞﾗｰ等の機器と
EM等の購入費】

鹿嶋市

市民レベルの地球温暖化対策の提案 【かしま発地球
温暖化対策ｲﾍﾞﾝﾄの開催費】

笠間市

森林づくりをﾃｰﾏに、間伐材を利用し会員と地域施設、
住民とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ作り 【ﾌﾗﾜｰﾎﾞｯｸｽ製作費、ﾄﾞﾗﾑ
缶式炭焼き機製作費、茸短木栽培費用】

市民参加による希少湿地性植物の保全と市民への普
小美玉市 及 【記録ﾋﾞﾃﾞｵ作成等費用、調査費用、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟづくり
の基礎的費用】
桜川市

人と環境にやさしいまちづくりを目指した事業（緑のｶｰ
ﾃﾝ、ﾌﾗﾜｰｱｰﾄの装飾、商店街ﾌﾟﾗﾝﾀｰの配布等）

古河市

講演会「温暖化阻止、子供達に緑の地球を!!」-脱ごみ
焼却・生ごみ堆肥化・ﾘｻｲｸﾙ・自然ｴﾈﾙｷﾞｰへ- 【講演
会開催費】

日立市

-暮らしあんしん!米のとぎ汁EM発酵液-を合言葉に身
近かな環境づくりを呼びかけ 【EM・精密費他】

水戸市

市制120周年を記念し森林公園を中心に市民の力でさ
くらの里をつくる 【管理用備品代】

性部）
54

NPO法人 資源循環ネットワーク「グリー
ン愛す」

55
56

57

58

EM暮らしの会
森林公園を中心にさくらの里をつくる会

茨城県小美玉市立玉里東小学校

十王川を楽しむ会

霞ヶ浦の浄化活動（霞ヶ浦の水質調査、生物調査、ｱｻ
小美玉市 ｻﾞ植え付け等）、火力発電や風力発電の体験活動
【水質調査の試薬や発電の体験機器購入費用】

日立市

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、ｻ
ｹ捕獲ふ化活動用具の購入費用】
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NO
59

60

申

請

者

市町村

名

特定非営利活動法人 霞ヶ浦アカデミー
特定非営利活動法人 宍塚の自然と歴

助 成 対 象 の 事 業 内 容

行方市

小中学生の研究ﾁｰﾑによる霞ヶ浦のﾏﾌﾞﾅの生態調査
【調査研究費】

つくば市

宍塚の里山の自然や歴史の紹介、里山活動の紹介を
するﾘｰﾌﾚｯﾄの作成 【印刷代等】

史の会
合計：60件 助成総額：615万円
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