
 

 

2019年 3月 8日 

 

公益信託「エコーいばらき」環境保全基金 
平成 30 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 30 年度（第 27 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 116件に総額 1,000万円の助成金を

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。 

 当行は、今後とも、持続可能な社会の実現に向けて、地域と連携し、環境保全活動に

継続して取り組んでまいります。 

 

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
たてわき いさお

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  2019年 3月 14日（木） 13時 00分～14時 00分   

場 所 東海村立中丸小学校（那珂郡東海村村松 2124番地 8） 

出席者  助成先（中丸小学校の教諭、児童）、基金関係者 

内 容 
・助成金目録贈呈   

・助成先活動報告 

備 考 

中丸小学校は、2014年に策定された「東海村生物多様性地域戦略」に基づき、

東海村環境政策課と日本生態系協会と連携し、昨年度から総合的な学習の

時間を活用した環境学習に取り組んでいます。生物多様性地域戦略は、県内

自治体で初となる計画で、行政と学校が連携して環境学習を進める県内でも

稀有な取り組みです。学区内にある東海村総合福祉センター「絆」の北側

緑地を拠点として四季を通して自然環境に関する調査活動を実施して、東海村

の自然のすばらしさを県内外へ発信しています。 

当基金からの助成は、今回が３回目となります。 

３．助成概要 

平成 30年度助成先数 116 先 

平成 30年度助成金総額 10,000,000円 

基金設立からの助成件数累計 1,294 先    （今回を含む） 

基金設立からの助成金額累計 140,685,000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30年度助成先一覧
№ 申請者名 地域 助成対象の事業内容

1 行方市立麻生東小学校 行方市
校庭の緑化を推進し、芝生のグランド及び校庭周囲の木々の
整備・管理、保全活動に取り組み、児童の体力向上のために
活用する。

2 豊里学園つくば市立上郷小学校 つくば市
①学校林を活用した森林環境教育②学校敷地内にある学校
林「いこいの森」の整備③校庭の芝生（200mトラック内）の整
備

3 常総市立玉小学校 常総市
歴史のある学校で、敷地内の樹木も大きくなってきている。定
期的に剪定作業を行う必要がある。また、花壇を整備し、花の
多い地域から親しまれる学校をめざす。

4 つくば市立谷田部中学校 つくば市
学校等の緑化推進活動による環境保全教育に資する取り組
み・花いっぱい運動・学校の環境美化活勤【苗・プランター・
土・堆肥・刈払機・芝刈り機・消耗品購入費】

5 常陽森のボランティア
ひたちな

か市

「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。竹林でのタケノコ堀り、体験農園での
芋掘り、干し芋作り等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

6 筑西市立明野中学校 筑西市
広大な敷地（約8ha）の除草作業に必要な自走式草刈り機を購
入し、校内の美化に努め、生徒のよりよい生活環境を支援をし
たい。

7 つくばみらい市立谷和原幼稚園
つくばみ
らい市

幼稚園等の緑化推進活勤による環境保全教育に資する取組
み・花いっぱい運動・園内環境美化活動

8 矢野倉　隆 水戸市
茨城県那珂市のホタル観察および記録。しかし、昨年より、他
市町村のホタルも調査対象。記録も含む。

9 写真家集団グラフィカ 水戸市
①笠間市、水戸市、茨城町（涸沼）を対象とした外来植物の抜
き取りと清掃作業を実施（年三回）②茨城県知的障碍者ス
ポーツ大会（千波湖畔）運営、清掃活動の実施

10 東海村立中丸小学校 東海村

第5学年の総合的な学習の時間に「未来の環境をつむぐ」探
究学習を推進している。村の環境政策課や日本生態系協会
の支援を受け、「絆」北側緑地でフィールドワークを行い、環境
保全に向けた調査や観察学習に取り組んでいる。

11 古河市立上大野小学校 古河市
学区内の里山、ミュージアムパーク茨城県自然博物館、川の
上流での校外学習等の科学的な体験学習等の充実

12 阿見町立阿見中学校 阿見町

学校敷地面積44，708㎡の中に多数ある樹木の整備・保全活
動を継続する。また、校内栽培委員を中心として、学級ごとに
花壇を整備し、学校の緑化推進活動による環境保全教育を実
施する。

13 小美玉市立玉里東小学校
小美玉

市

霞ヶ浦湖岸の清掃活動（ゴミ拾い・除草作業）、アサザの植栽
活動、霞ヶ浦水域の水質調査、アクリルたわしづくり、学区内
環境美化運動（ゴミ拾い、花壇整備）

14 NPO法人麗潤館
 大子町

耕作放棄地などを活用し漆の栽培を行い、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。これまでに
累計3，600本の植栽を実施し、2019年は、1000本の植栽と分
根苗の育成を予定している。

15 つくばフォレストクラブ つくば市
おぐろくの森に隣接した約0．4haの耕作放棄地に日本ソバを
栽培し、自然景観を改善すると同時に収穫したソバでソバ打ち
大会や試食会を開くなど地域交流に役立てる。

16 境町立境第二中学校 境町
環境保全括動として、学校敷地内の緑化を推進し，自然を大
切にする緑多い学校づくりを進める。
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№ 申請者名 地域 助成対象の事業内容

17 城里町立沢山小学校 城里町
・地元の観光名所「御前山」登山道のクリーン作戦・種から育
てる学校花壇活動の実施及び緑のカーテンの設置・環境保全
に関する研修会の実施

18 東海村の環境調べ隊 東海村

「東海村の自然を調査する活動」自然観察会・調査会の開催
「東海村の自然保護を普及啓蒙する活動」講座の開催・文化
祭での発表展示「東海村の自然を記録報告する活動」ニュー
ス・年次報告書等の作成

19 常総市立菅原小学校 常総市 学校内にある里山の環境保全活動（継続）

20 那珂市立菅谷西小学校 那珂市

・創立40周年を迎えた。以前よりPTA活動が盛んで、環境美化
意識の高い学校である。手作りの畑や水田、井戸を活用した
体験活動が盛んに行われ、周囲の除草作業に乗用芝刈り機
や運搬用のリヤカーが必要である。作業を効率的にするため
の道具の補充し、緑化

21 つくばみらい市立小絹中学校
つくばみ
らい市

・学校等の緑化推進活動による環境保全教育に資する取り組
みを行う。
・花いっぱい運動の実施・学校の環境美化活動の推進

22 東海村立村松小学校 東海村

東海村立村松小学校の児童、保護者、地域の方を対象に、学
校ビオトープをフィールドとして、自然体験等を通して環境保全
活動を推進する。そのために、継続的に校内の自然環境を整
備していく。

23 水戸市立上大野小学校 水戸市
地域の環境を調査・研究し、環境について考える活動（サケの
卵からの飼育、野鳥・河川環境観察、理科コーナーの充実）

24 水戸市新春たこあげまつり実行委員会 水戸市

たこあげ等の遊びをとおして、子どもたちの体験活動の場と、
家族や地域の方々とふれあう機会を提供する。　さらに、関係
団体が一体となって事業を運営することで、青少年の健全育
成活動を支える環境の整備を図る。

25 行方市立玉造中学校 行方市
台風21号により本校周辺の樹木1本が倒木した。また、その周
辺の樹木も倒木する可能性が高く、危険な状態である。業者
に依頼し、危険な環境から復旧する。

26 つくばみらい市立陽光台小学校
つくばみ
らい市

・学校内の緑化推進（花いっぱい活動）
・中庭の芝生管理とビオトープの維持管理

27 常陸大宮市立山方小学校
常陸大
宮市

学校敷地内の緑化推進活動の充実を図る。学校花壇等やプ
ランター・鉢等を活用して花いっぱいの学校づくりを推進する。

28
茨城県地球温暖化防止活動推進
員グループエコネットいばらき

水戸市
気候変動適応法の施行に伴い、地球温暖化防止を推進する
出前講座や行政が実施する環境フェアに出展し、パネルクイ
ズやエコ工作を行い、環境改善の機運醸成をはかる。

29
ホタルネットワークｍｉｔｏ逆川こども
エコクラブ

水戸市
千波湖周辺の休耕田は50haにも及び、半世紀にわたって雑
草地化していた。昔のようなホタルが舞い、豊かな河畔を再生
するため、当ネットワークを機能させ、自然再生を目指す。

30 阿見町立朝日中学校 阿見町

朝日中学校内及び校外を対象とした花壇整備を行う。整備活
動は、本校の環境整備委員会を中心に、生徒・保護者・地域
住民からのボランティアを募る。地域連携による活動で、環境
意識の向上を目指す。

31 NPO法人うしく里山の会 牛久市

牛久市内を対象とし、環境の保全活動するにあたって近年急
増している外来植物の実態を調査しその結果を景観、生態系
管理および市民への広報活動の基礎資料にするため冊子の
発行を目標とする。

2/8



№ 申請者名 地域 助成対象の事業内容

32 つくば市環境マイスターの会 つくば市

ESD（持続可能な開発のための教育）活動
一般を対象とする里山ウオークなどの自然観察会・市主催の
エコツアーへの協力・環境フェスティバルへの出展、児童を対
象とする「こども自然環境教室」

33 ＮＰＯ法人　桜が丘おはな会 つくば市

つくば市アダプト・ア・パーク、同ロードとしての活動を基調とし
た居住環境の美化・保全及びごみ減量と青パト車による不法
投棄監視（道路端等の飲料容器等回収）・交通・防犯パトロー
ル

34 沓掛峠の山桜を守る会 大子町

山桜園（4．5ha）内において、下草刈り　倒木の伐採　遊歩道
の整備を行い樹齢100年以上の桜15本と、植樹を行った350本
の保護を行っている。　また、4月には地元住民を招待し、桜ま
つりを開催する。

35 古河市立古河第七小学校 古河市

・環境を守り、育てる心や実践力を育む教育を推進する。
・植樹用の苗木購入代・講師謝金代・備品購入代として使用
する。
・渡良瀬遊水地での現地調査や研究発表会への参加の際の
輸送費等として使用する。

36 つくば市立茎崎第一小学校 つくば市

本校は、総合的な学習の時間や理科、社会科の学習の中で、
環境教育を行っている。これらの学習をプレゼンテーションに
まとめ、他に広げる活動として、つくば市プレゼンテーションコ
ンテストに参加している。

37 花貫川清流の里づくり会 高萩市

花貫川の清流を守る会として河川の清掃、ヤマメの育成と放
流と鮭の捕獲・排卵・人工授精・人口孵化・育成・放流をしてい
る。鮭の放流については、地元の小学生に参加して頂いてい
る。

38 息栖の森　自然共生を図る会 那珂市

「息栖の森ふるさと公園」整備の一環として、これまでの子供
広場・遊歩道造成に続いて、里山・竹林の整備・保全活動の
継続、朽ち果てた里山内の小屋の撤去、駐車場の整備、公園
内遊具の維持管理を行う。

39 つくば渓流会 桜川市
児童生徒に、渓流に住む生物とのふれあいの機会を持たせ、
渓流に生息する生き物とのふれあいを通して楽しみながら、
自然への興味関心を持たせ、自然を愛する心を育む。

40 つくば市立並木小学校 つくば市
①学校周りの生け垣や樹木の整備
②学校内の池や中庭の整備

41 城里町立七会小学校 城里町

・「クリーングラスタイム」（校庭の除草、花山子どもの森の前
の道路の清掃等）の充実
・学校花壇やプランターの花苗植えや除草等　・PTA奉仕作業
による環境整備

42 下妻市立下妻小学校 下妻市

下妻市内砂沼で見られる環境省レッドリストのコシガヤホシク
サ、小貝川ふれあい公園内自然林に生息する国蝶オオムラ
サキの観察会を実施し、地域の自然に関心をもち、守ろうとす
る態度を育成する。

43 ネーブルパークほたるの里友の会 古河市

ほたる川でのげんじ蛍育てを手段にして環境保全と2016年改
修工事開始、2017年から再び完全自生を目ざして取り組んで
いる。またほたる祭りと約1ヵ月の成虫観察を通して自然環境
の保全に向けて普及啓発に努めている。

44 つくば市立吾妻中学校 つくば市
学校等の緑化推進活動による環境保全教育に資する取組・
学校の環境緑化活動（生徒会環境委員会、PTA環境ボラン
ティア等）・国体花いっぱい運動への参加

45 下妻市立東部中学校 下妻市
下妻市内を対象とし、環境の保全活動を実施する。一部一善
活動（地域のゴミ拾い）、小貝川ポピー畑の除草・種まきへの
参加を実施する。
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№ 申請者名 地域 助成対象の事業内容

46 つくば市立手代木中学校（科学部） つくば市

小野川調査の3年次である。昨年までの研究で、小野川は農
業用水として亜硝酸やリン酸濃度が高いことが分かった。今
年も継続調査し、結果を論文やコンテスト等で発信し、地域へ
水質浄化の啓発をしていく。

47 菅生沼を考える会 常総市
菅生沼の自然環境の保全をしながら、多く人々が自然環境を
満喫できる施設整備が求められている。そのためボランティア
の活動により遊歩道の設置に当会は取組む。

48 那珂市英語朗読コンテスト実行委員会 那珂市

小・中学生高校生が地域の環境課題を朗読するコンテストを
開催するため、朗読用として地域の環境課題を題材とする英
語学習教材を作成製本すると共に、教育委員会をとおして市
内の小・中学校高校に配布する。

49 つくばみらい市立伊奈東中学校
つくばみ
らい市

花いっぱいのまちづくりをめざし、学校周辺の緑化推進活動と
して緑豊かな自然環境の保全と快適でうるおいのある生活環
境をつくる。

50 阿見町立本郷小学校 阿見町
現在、児童が学校花壇の草取りを行っている。植物を大切に
する心情や態度を育てるとともに、環境保全への興味・関心を
高め、地域の環境保全活動へつなげていきたい。

51 つくば樹楽会
かすみが

うら市

・かすみがうら市東野寺にあるヒノキ林の森林整備（間伐、除
伐、下草刈り）　・整備した場所に広葉樹の植栽実施。　・間伐
したヒノキの利活用今年田圃に暗渠として使用。　・つくば市高
崎自然の森の下草刈り。

52
勤行川の花と緑とホタルと鮭を育て
守る会

筑西市

サケの遡上と自然産卵が観察できる勤行川の河間地区に、桜
並木とコスモスのフラワーロード約2㎞を整備し、また地元の
小・中学校にサケの卵を配布し観察指導を実施し、地域の美
化活動と環境教育に寄与する。

53 鹿行林友会 潮来市

森林ボランティア育成講座で学んだ技術・知識を活かし、鹿嶋
市・行方市・潮来市周辺を対象とした森林・里山林等の整備・
保全活動を月2回行い、地域の人々とともに、自然環境保全意
識を拡げる。

54 元彦町環境美化クラブ 石岡市

旭台3丁目地内にある芝生花壇（約60坪）と各部に設置して有
る、大型プランター（45×1000m×40）への花苗の植栽と芝生
の管理及び周辺の草刈り、（24個）と年2回の町内会一斉清掃
の実施

55 チェンジ・６ 利根町
大平野生植物園の復元・維持、植物の植栽、植物のラベル
（名札）取り付け、園内の工作物（階段、手摺り、柵）の改修、
イベント開催（カタクリ観賞会、ヤマユリ祭り等）

56 小さな鳥の資料館 守谷市
小さな鳥の資料館の資料（はく製や羽根等）と茨城県鳥獣セン
ターから委託された野鳥の保護とリハビリの過程を活用して小
中高校生や一般の方に自然環境保全の環境教育を行う。

57 なか環境市民会議 那珂市
那珂市内全域を対象に、環境保全活動の普及・啓発を継続実
施する。環境シンポジウム2019の開催を予定し、かつ小学生
の環境ポスター展を計画している。

58 阿見町立あさひ小学校 阿見町

今年の4月に開校した新設校であり、これから校庭の環境整
備に力を入れていきたいと考える。樹木の整備や花壇の苗木
植栽などを児童とともに行い、情操教育の充実と環境の整っ
た学校づくりをめざしている。

59 吉武　和治郎 笠間市

県内の地衣類が減少していることに気付き、過去に記録され
た種の現況調査で、その実態を明らかにすると共に、環境の
変化の原因を探る。結果を県環境アドバイザーやおもしろ理
科先生の講演会や講座で伝える。

60 奥久慈里山の会
常陸大
宮市

奥久慈うるし増林のため、うるし植栽地の保全（草刈ほか）活
動を5～10月まで月2日ペースで実施する。あわせて、大子町
森林セラピーの森づくりを中心として年間20日里山整備活動
を実施する。
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61 NPO法人　ポチたま会 龍ヶ崎市

野良猫に不妊手術を実施し繁殖を抑制することで猫に起因す
る苦情を減らしていく事業。野良猫を捕獲し、提携病院に運び
不妊手術を実施。その際手術済みの印として片耳の先を小さ
くカットし、元いた場所に放し見守る。

62 延方生活学校 潮来市

アンケート調査、講演から得た知識を31年度は意識を持つ生
活者の皆様と実行委員会を立ち上げ、行政と手をくんで食品
ロスについて広めて行く。又給食の残菜についても考えてい
く。

63
上国井自治会　薬師樹林を再生す
る会

水戸市
薬師樹林を再生する活勤の2年目を行う。荒れた樹林環境を
改善し、地域住民や来園者の休憩地となるよう、新たに樹木
の移植や園路を設け、環境保全活動を推進したい。

64 額田城跡保存会 那珂市
貴重な文化史跡を現存する形で後世に残すため、額田城跡
の約70ヘクタールの地域について維持管理のための草刈、倒
木の片付けなど、清掃作業を実施する

65 十王川を楽しむ会 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
体験活動として、清掃活動、草刈、水生生物調査、まるごと体
験、鮭のふ化放流活動、竪破山「風のコンサート」などを行う。

66
身近な里山を守る会（里山潜在機
能性研究会）

つくば市
里山の再生と整備活動を中心に里山が持つ本来の役割と潜
在的機能性の発揮を明らかにし、その大切さと利用を情報発
信する。

67 NPO法人　里山を守る会 筑西市

筑西市内に残る里山（五郎助山約6ha、丸山約1．6ha）の整
備・保全活動を継続、実施する。また、地域の小学校、幼稚園
と連携し、様々な自然体験を通じ、環境教育、自然保護につい
て啓発を図る

68 結城里山の会 結城市

荒廃した里山の状況を憂い、次世代に綺麗な里山を伝えるた
め無償で借り受けた平地林34，000㎡の整備と、子供達に里
山の楽しさや大切さを実感して貰い後世に伝えてゆく活動を
行なっている。

69 取手市立藤代南中学校 取手市
学校の緑化推進活動・校内緑化環境の美化・特別支援学級
の作物づくり

70 エコ・カレッジ２３ 水戸市

地球温暖化防止の啓蒙活動として（HP参照）、自然エネル
ギー普及の出前授業・講座を開催し環境問題の研修会や見
学会に参加している。また、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る。

71 郷州里山の会 守谷市 郷州地区里山の自然環境を守り、育てる。

72 境町立森戸小学校 境町 ・愛鳥教育推進事業　・「一人一苗」運動

73 茨城町自然観察クラブ 茨城町
涸沼（汽水湖）流域の清掃として保全活動を実施する。一カ月
に一度定例として野鳥観察会、体験学習を実施する。一年会
の記録として毎年会報誌を発行する

74 阿見緑の会 阿見町

高齢化、後継者不足により耕作放棄地となった農地の再生。
生ゴミをリサイクルすることにより焼却ゴミの減少と生ゴミ堆肥
を活用する。地域住民の方々に花、野菜作りをとおして人の
輪を広げ循環型社会の構築に貢献する。

75 バイオライフ 龍ヶ崎市
植物油の利用に関する調査研究開発及び普及事業に関して
の、菜種やひまわり、エゴマなど油糧作物の栽培事業。

76 茨城の無脊椎動物調査会 坂東市

茨城県内で調査が不十分な陸産・淡水産無脊椎動物（昆虫を
除く）の生息調査を希少種・外来種を中心として実施する。得
られた成果は一般に公表するとともに、生物多様性行政の中
でも活用していく。

77 牛久沼流域水質浄化対策協議会 龍ヶ崎市
牛久沼及び流入河川に生息している、緊急対策外来種のアカ
ミミガメ（通称：ミドリガメ）を捕獲・処分する。
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78 いばらき自然体験教室 水戸市
温暖化防止の推進と環境教教育を図るために、平成26年4月
に発足。地域では自治体、民間企業、教育機関と連携し自然
エネルギーに関する情報を活用・共有し広報活動をしている。

79 NPO法人　環境技術士ネットワーク 水戸市
水戸市大塚池の外来生物アカミミガメの駆除と大塚池公園の
水質汚濁によるアオコ（藍藻類）状況を簡易に把握する炉紙を
用いた手法を開発する。

80 守谷市立御所ヶ丘中学校 守谷市
学校等の更なる緑化活動による環境教育の充実を図るととも
に、環境緑化を通して生徒の心の教育の促進も進める。

81 久慈岡共有竹林組合
常陸大
宮市

・荒廃の進む久慈川沿いの「水害防備林」の再生事業・折れ
竹、枯れ竹の除去及びチップ化による竹林整備活動・健全な
竹林を維持することによる水防機能の維持

82 ＮＰＯ法人　Ｊ．フェニックス 大子町

前2期に引き続き、国道118号池田北交差点東、山里の原風
景を色濃く残すエリアの耕作放棄地とその中心を流れる仁ヶ
沢、その奥400mに位置する里のシンボル鏡山（標高221m）の
総合的整備保全活動。

83 水戸森林クラブ
ひたちな

か市

那珂市田崎地区（常陽ふるさとの森）、城里町下青山地区、水
戸市大串町、石岡市真家地区などの森林、里山林、竹林の整
備・保全活動を継続して実施している。今後も啓発活動も含め
活動を継続実施する。

84 伊藤　彩乃 常総市

茨城県内の希少植物オオウメガサソウの生育地を対象とし
て、生育地保全のための調査研究活動を行い、これによる成
果を活用し、地域のボランティア団体との生育地保全活動を
実施する。

85 たつのこ山芝桜実行委員会 龍ヶ崎市

龍ケ崎市のランドマークである「たつのこ山」の景観を利用し
「芝桜」を植栽することで、開花時は市民の散策スポット、さら
には観光スポットとしたい。あわせて植栽管理することで地域
環境の保全に努めている。

86 森林ボランティア「常陸の森」クラブ 東海村

荒れた里山の再生、手入れの行き届かない人エ林の手入れ
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。

87 筑西市立養蚕小学校 筑西市

・自然体験や自然の恩恵を味わう活動を行ったり、栽培活動
等を行ったりすることで広く環境に関する意識を高める。・地域
との交流活動を深めることで、農業と食に関する知見を高めた
り、エコ活動を行う実践力を養ったりすることで環境教育を推
進する。

88 水戸市立新荘小学校 水戸市 豊かな「みどり」と「水」に親しむ環境学習の充実

89 つくばみらい市立伊奈中学校
つくばみ
らい市

市の中心部に位置している本校から、環境保全活動を積極的
に推進して地域の「緑化ステーション」的な役割を果たし、校
内、周辺地域に緑化、環境美化を発信していきたい。活動は
生徒会の緑化委員会で行う。

90 取手市立桜が丘小学校 取手市
【校内緑化推進活動と勤労生産的環境保全活動の実施】・校
内緑化推進と児童の環境学習のための環境整備と改善及び
学校果樹園等の整備や作業機材の購入

91 つくばみらい市立小絹小学校
つくばみ
らい市

学校の花いっぱい運動を展開する。芝、グリーンカーテンの推
進を図る。

92 宮本　純子 龍ヶ崎市
荒廃した竹林整備・保全活動。活動からほぼ2年経過したが、
まだ整備半ばでありこれから人員増員も含めさらに車両（軽ト
ラック）・機械や道具の導入に力を入れていきたい。
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93 つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校
つくばみ
らい市

富士見ヶ丘小学校における生き物が集う学校ビオトープづくり
に向けた地域の自然環境の調査研究及び保全活動

94 東海村立白方小学校 東海村 いにしえガーデンの整備と活用

95 ＮＰＯ法人金田台の生態系を守る会 つくば市

当会はNPO設立以前からつくば市中根・金田台の歴史緑空間
地区で森林の保全および環境教育活動を継続しており、昨年
度からは専門家と共に動植物のモニタリング調査活動を毎月
実施しています。

96 常磐大学　松原哲哉ゼミナール 水戸市

ゼミで実践している身近な地域での2つの環境活動、「常磐大
学生きものの森」づくりプロジェクトと、耕作放棄地の再活用を
目指す「常磐大学ファーム」プロジェクトをテーマに、「エコプロ
2019」に出展参加する。

97 土棚　光夫 石岡市
・放棄地の里地里山への再生。・このための作業機材を購入
する経費に充てます。

98 森と地域の調和を考える会
常陸大
宮市

「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

99 筑西市立下館南中学校 筑西市

下館南中学校の生徒が地域緑化環境整備の活動を行ってい
る。「館南カムバックロード・館南フラワーロード（下館駅の南、
約300mほどの路側帯）」で季節により菜の花やマリーゴール
ド、コスモスなどを植える緑化推進活動を行っている。

100 西台虹の友 鉾田市

鉾田市内全域を対象とし、市内小学校の環境学習支援に取
組み、子供達と共に、鉾田川・巴川・北浦の浄化活動を継続実
施する。また北浦の外来魚を活用してⅡ型ボカシとし、有機肥
料として有効活用する。

101 那珂市立第三中学校 那珂市
・校内の環境美化・保全に向けて芝生の手入れと機材の整備
（修理）充実・敷地内にある多数の高木の伐採や剪定費用・乗
用芝刈り機2台の機材交換等のメンテナンス

102 城山を考える会
つくばみ
らい市

つくばみらい市内における里山林の整備・保全活動および里
山林に付随する畑の保全活動を継続実施する。また、里山内
で地元小学校の野外環境学習や、まつり・農業体験などの都
市農村交流活動を継続実施する。

103 下菅谷地区環境・防犯推進協議会 那珂市
継続的に地区内外の雑木林、竹林等の間伐除草投棄物回収
処分による維持保全と既存の竹炭焼成釜（ドラム缶釜）2基の
改築に充当する。

104 坂東市立逆井山小学校 坂東市
元中学校の広い敷地内に、桜や様々な木々・草花が広がって
いる。PTAや児童の委員会活動・ボランティア活動によって、
豊かな緑の環境を維持・整備する活動を実施している。

105
こどもエコクラブ（八溝自然たんけ
んたい）

大子町

生きものたちと共存できる大子町をつくるため、高齢化で耕作
できない田畑の草刈りをし、子どもたちと田植えをしたり、生き
もの調べなどして、里山を守る活動（サシバの里山づくり・生き
ものをふやすこと）

106 坂東市立七郷小学校 坂東市

本校は、利根川左岸の河岸段丘上及び菅生沼域の低湿地近
くに位置する。また、ミュージアムパーク茨城県自然博物館に
隣接している。これらの好条件を生かし、環境について学び、
環境の保全活動を進めていく。

107 境町立境第一中学校 境町
校内の環境整備・樹木の剪定及び草刈り、農園整備のための
機器購入
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108 NPO法人　エコ・グリーンいばらき 水戸市

水戸市に残された貴重な財産である緑と野鳥を守り育ててい
くため、生物の生育地を結ぶ回廊（コリドー）が必要で、緑の中
の都市づくり、野鳥の声が聞こえるまちづくりを目指して環境
の整備作業を進めている。

109 一般社団法人　櫻川保勝会 桜川市
国指定名勝地内のサクラの調査、保全活動を行うための樹木
の管理番号プレートの設置（昨年100本分準備）

110 左貫本郷環境保全会 大子町

農水省補助事業である多面的機能支払交付金に地区として
取組むため設立。道・水路の管理、不在地主の耕作放棄地の
保全、地区内に群生している彼岸花やカタクリの保全活動、小
学校と連携したヤマメの放流活動などを実施。

111 龍ケ崎市立城ノ内小学校 龍ケ崎市
しろっこの森（ビオトープ）における環境教育の充実を図る　・し
ろっこの森敷地整備のためのフェンス設置

112 取手市立戸頭中学校 取手市 校舎大改修後の花壇整備と季節の花・学校の花栽培

113 いばらき県央森守クラブ 笠間市
茨城県央地区（茨城町、笠間市、那珂市）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。

114 鹿嶋市立大野中学校 鹿嶋市

大野中学校敷地樹木を対象とし、森林の保全活動を継続実施
する。また、学校敷地内に花壇を設置し、草花の栽培活動を
行う。生徒委員会活動時には、樹木の美化活動と草花の栽培
活動を実施する。

115
つくば市立みどりの学園義務教育
学校

つくば市

・学校の緑化を推進し、学園生が自然に親しむ場所づくりを計
画し、実行していく。・義務教育学校の構成を生かした四つ葉
のクローバーや花いっぱい運動の実施【プランター・水かけ
ホース・苗・肥料・農薬・花壇整備費等】

116 NPO法人やみぞの森 水戸市

茨城県八溝山系のヒノキ林の間伐による残材を活用した公共
施設の整備である。内容は、①間伐木の集積と搬出、②製
材、③手作りベンチ4基を製作、④県内の公共施設に寄贈し、
地域材活用を積極的に発信する場とする。

合計　１１６件　　助成金総額：1,000万円
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