
環境保全茨城県民会議の歩み



昭和47年度～昭和59年度 ○空き缶追放運動（ノーポイ運動・回収キャンペーン）の展開

　昭和47年の設立当初から「空き缶追放運動（ノーポイ運動）」として，各構成団体の協力のも
と県内全域で清掃活動を展開した。昭和61年からは，各地で行われる環境美化や環境保全活
動に必要な資金の一部を助成するなど活動を支援した。また，美しい郷土の保全を目的に，昭
和61年から平成8年まで「生垣コンクール」を開催した。

「空き缶公害を防止して環境を美しく」をス
ローガンに，県内の国道沿線を中心に，立て看
板を設置して，空き缶の投げ捨て防止（ノーポ
イ運動）を呼びかけた。

昭和53年10月発行機関紙No.1より

＜ノーポイを呼びかける立て看板＞

国道6号線空き缶回収キャンペーンとして，
沿線の環境保全市町村民会議，各市町村，団体
等の協力のもと，約3,000名の参加者による
空き缶回収を実施し，空き缶120袋を回収し
た。回収した空き缶は道路脇に展示してドライ
バーに呼びかけた。

昭和53年10月発行機関紙No.1より

＜第3回国道6号線空き缶回収キャンペーン＞

「清掃の日」の定着を図るため，麻生町民会議
では，住民など約4,100名の協力を得て，3月4
日と11日に町内の一斉清掃活動を行い，ゴミ
230トンを回収した。

昭和54年3月発行機関紙No.2より

＜麻生町の清掃活動＞

〈構成団体の活動〉

昭和48年6月に設立された環境保全茨城町
民会議では，毎年国道6号線沿いの空き缶回収
及び清掃を500名近い参加者により実施して
いる。また，大涸沼漁業協同組合等の協力を得
て，涸沼湖上と湖岸清掃や環境美化コンクール
などの啓発活動を行っている。

昭和54年3月発行機関紙No.2より

＜環境保全茨城町民会議の清掃活動＞

1. 環境美化・環境保全活動

写真でたどる活動の記録
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環境保全美野里町民会議は，これまで町内で

それぞれの団体で進められていた環境美化活

動などを統合して，行政と町民が一体となって

環境保全を推進するために昭和53年11月末に

設立された。空き缶回収運動や河川・池をきれ

いにする運動など様々な活動を町内で大々的

に展開している。

昭和55年3月発行機関紙No.4より

＜美野里町青年団による空き缶回収＞

6月20日，梅雨空の合い間をぬって，東海村

豊岡自然環境保全地域において，白浜子供会の

子供たちと保護者，美しい東海村をつくる会に

よる空き缶追放キャンペーンを実施した。空き

缶，空きビン，紙くずなどのなんと多いことか。

潮風の吹きすさぶ中の地道な活動となった。

昭和57年7月発行機関紙No.9より

＜白浜子供会及び東海村を美しくする会による空き缶回収＞

全国的に問題となっている空き缶公害防止

と資源リサイクル運動の一環として，かさまを

よくする市民会議が企画して，8月8日に海水

浴客通過の最盛期をねらって，国道50号線脇

で「ノーポイ・ゴミ持ち帰りキャンペーン」を展

開した。

昭和56年11月発行機関紙No.7より

＜かさまをよくする市民会議によるノーポイ・ゴミ持ち帰りキャンペーン＞

取手市民憲章推進協議会は明るく住みよい
まちを築く運動の一環として，「クリーン作戦
（不法投棄看板等撤去作戦）」を昭和53年から
行っている。57年11月22日のクリーン作戦
では，6時間にわたり市内全域の道路上の不法
看板やポスター等の撤去を行い，看板約1.7ト
ンを回収した。2年後の科学万博に国内外から
の見学者を迎えるにあたり，県の玄関都市と
して恥じることのないよう活動を推進してい
きしたい。

昭和58年3月発行機関紙No.12より

＜取手市民憲章推進協議会によるクリーン作戦＞
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道路沿いや広場等に空き缶等の散乱が著し

く，大きな社会問題になっている中，波崎町美化

運動推進連絡協議会では，発足以来，ごみの回収

等美化運動を推進してきたが，昨年より拾うこ

とより捨てさせないという一歩踏み込んだごみ

持ち帰り運動を実践している。この8月5日に

は海水浴客を対象に持ち帰り袋と啓発用花の種

を配布し，ごみの持ち帰りを呼びかけた。

昭和59年7月発行機関紙No.18より

＜波崎町美化運動推進連絡協議会によるごみ持ち帰りキャンペーン＞

環境保全大子町民会議では，美しい郷土，快

適な生活環境づくりを推進するため，町民の協

力のもと，毎年，大子町内を流れる河川の全域

の清掃を実施している。今年も3月13日には，

約7,500名が集まり清掃活動を行った。大子町

を訪れる多くの人たちに，美しい自然ときれい

な川を満喫していただくためにも，清掃活動を

続けたい。

昭和63年3月発行機関紙No.32より

＜環境保全大子町民会議による河川清掃活動＞

町の「空き缶回収に関する条例」に定められ

た空き缶・ゴミ・使用済乾電池等の回収事業の

推進母体として昭和58年に発足した守谷町環

境保全推進会議では，全町一世帯1名の参加に

より，住みよいまちづくりを築き上げるため，

積極的に環境美化の実践運動に取り組んでいる。

昭和60年3月発行機関紙No.20より

＜守谷町環境保全推進会議による科学博クリーン作戦＞

平成2年度に創設されたクリーン下館推進
委員会では市民全員参加のもと，下館市民憲
章に定められている「健康で，清潔な美しい
まちづくり」の目的達成のために，環境美化・
環境保全活動を実施している。このうち，「花
いっぱい下館づくり運動」では，市民の創意工
夫により地区花壇等に草花を植栽して，通行
者の目を楽しませている。また，この花壇等を
対象とした環境美化コンクールや花づくり講
習会を開催して，技術向上に努めている。

平成10年3月発行機関紙No.63より

＜下館市民による花壇づくり活動＞
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昭和61年度～平成 7 年度 ○環境美化実践活動推進助成制度の実施
平成 8 年度～平成11年度 ○環境保全活動推進助成制度の実施
平成18年度 ○地域支援事業（助成）の実施

環境美化活動への助成

神栖市美化推進連絡協議会の活動

環境保全・水質浄化キャンペーンへの助成

環境保全行方市民会議の活動

第一回生垣コンクール

大子町Ｎ様宅（樹種：どうだんつつじ）

最優秀賞受賞作品

潮来市Ｏ様宅（樹種 :槙）

昭和61年度～平成8年度 ○生垣コンクールの開催
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2. 水質浄化活動

昭和51年度～昭和56年度 ○粉石鹸使用推進運動（講習会の開催） 
昭和54年度～平成4年度 ○家庭排水を考える教室の開催

昭和59年度～平成4年度 ○水系浄化研修会の開催

平成18年度～ ○霞ヶ浦・北浦清掃大作戦への参加

昭和50年10月の当県民会議運営委員会で，
霞ヶ浦の浄化対策の一環として，粉石けんに切
り替える運動を行うことを決議して，昭和51
年から県内各地で講習会を開催するなど，啓発
活動を行った。

昭和54年3月発行機関紙No.2より

＜美浦村の粉石けん使用講習会＞

昭和58年9月に水質浄化を目的とした霞ヶ
浦条例が施行され，リンを含む合成洗剤の使用
販売などが禁止されたが，無リン合成洗剤で解
決するものではないことから，潮来町と潮来町
民憲章実践推進委員会は，未来を担う子ども達
（小学生～高校生）を対象に実験を伴う説明会
を開催した。

昭和59年1月発行機関紙No.15より

＜潮来町による実験・説明会＞

環境保全活動の一環として，霞ヶ浦問題協議
会等が主催する「霞ヶ浦・北浦清掃大作戦」に平
成18年度から参加して清掃活動を行っている。

平成18年度～

＜平成18年3月の霞ヶ浦清掃活動＞

河川・湖沼の水質汚濁が顕著になった昭和50年代は，原因の一つである家庭排水について啓発
する水質浄化運動を展開した。

河川・湖沼の水質汚濁の要因に家庭雑排水の
流入があることから，水質浄化運動の一環とし
て，「家庭雑排水を考える教室」を茨城県婦人団
体連盟の協力のもと，県内各地で開催した。

昭和62年1月発行機関紙No.27より

＜家庭排水について考える県婦人団体連盟の皆さん＞
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吾国山ブナ林観察会（昭和62年度）

昭和62年6月7日，自然保護思想の普及啓発
のため，茨城県自然観察指導員連絡会と共催
で，吾国山で自然観察会を開催した。

いばらきの自然ふれあい写真教室（平成9年度）

平成9年8月20日，日常的に環境保全行動に
取り組んでいただくきっかけとして，県内の高
校生を対象に県植物園（那珂市）において，身近
な植物等を被写体にした写真教室を開催した。

　昭和60年度から，自然保護思想の普及を図ることを目的に，「自然に親しむ会」（自然観察会）を
県内各地で開催した。専門家の指導を受けることができる数少ない機会に，参加者が100名を超
えることも多く，効果的な啓発活動となった。また，平成9年度には，次世代育成を目的に，高校生
を対象とした「いばらきの自然ふれあい写真教室」を開催した。
　平成10年度から26年度には，衰退が懸念される筑波山頂周辺のブナ林を保全することを目的
に「筑波山フォレストエイド」を開催してブナ種子を採取・育成し，山頂に植樹するための活動を
継続的に行った。残念ながら発芽には至らなかったが，16年間にわたる活動で多くのボランティ
アや企業の協力を得て，環境保全意識の高揚を図ることができた。

昭和60年6月9日に，第13回環境週間記念事業と
して，八溝山ブナ林等自然観察会を開催した。鈴木副
議長はじめ自然保護指導員による指導のもと，100
余名の参加者が自然林のすばらしさを満喫した。

（自然観察会の実施）

八溝山自然観察会（昭和60年度） 筑波山ブナ林等観察会（昭和61年度）

昭和61年11月10日に，筑波山にて自然観察
会を開催した。濃霧のあいにくの天気にも関わ
らず，100名を超える参加者が，ブナ林を中心
に熱心に自然観察した。

3. 自然環境保全活動

昭和60年度～平成8年度,平成19年度～平成22年度 ○自然観察会の実施
平成 9 年度     ○いばらきの自然ふれあい写真教室の開催
平成10年度～平成26年度     ○筑波山フォレストエイドの実施
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筑波山フォレストエイド

開会式の様子（平成20年度）

観察の様子（平成18年度）

ブナの実収集の様子（平成21年度）

収集したブナの実（平成21年度）

筑波山フォレストエイドの概要
•昭和50年代 当県民会議鈴木前副議長が筑波山のブナ種子を採取し，旧谷田部庁舎の敷地

内で発芽育成。

•昭和60年代 旧谷田部庁舎で育てたブナの苗木約30本を，筑波山山頂付近のNTT 施設前
に移植。

•平成10年 全国植樹祭の候補地となったことを契機に，当県民会議主催で筑波山フォレ
ストエイドを開始。

•平成12年 筑波山フォレストエイド（参加者114名）でブナ種子1.2kg（殻斗含む）を採
取後，茨城県林業技術センターに，約1,600個の選別と冷蔵保存を依頼。翌
春にふれあいの里（つくば市）の畑にて，同センターで選別した969個のブ
ナ種子を播種したが発芽なし。

•平成16年 筑波山フォレストエイドで，下草刈りを実施。また移植したブナの密植を防
ぐため，昭和60年代にNTT施設前に移植したブナ1本を，カタクリ広場付近
へ移植。

•平成21年 筑波山フォレストエイド（参加者60名）で，ブナ種子を約3,300個採取し，
（独）森林総合研究所に発芽育成を依頼するも発芽なし。

•平成27年 活動内容が重複する茨城県主催の筑波山アカデミー事業に統合。
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　平成3年度から20年度まで，写真を通して，茨城の自然を再発見し，ひいては自然保護思想の普
及を図ることを目的に，茨城県と共催で「いばらき自然環境フォトコンテスト」を開催し，入選作
品について県内各地で展示した。また，平成24年度には，当県民会議設立40周年記念事業として，
「伝えたい茨城の自然環境フォトコンテスト」を開催し，作品の一部については，レジ袋削減推進
を啓発するカレンダーに掲載したほか，県庁舎等においてパネルを展示した。
　なお，平成27年度に募集要項を見直して「いばらき自然環境フォトコンテスト」を再開した。

平成3年度～平成20年度 ○「いばらき自然環境フォトコンテスト」の開催

フォトコンテスト入賞作品のパネル展示

平成24年度

第12回いばらき自然環境フォトコンテスト

当県民会議議長賞受賞作品
「雪の朝」

平成14年度

伝えたい茨城の自然環境フォトコンテスト

最優秀賞受賞作品
「夕照の棚田」　

平成24年度

いばらき自然環境フォトコンテスト

当県民会議議長賞受賞作品
「ワンポイント」

平成27年度
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当県民会議の活動を推進していただく環境
ボランティアであるエコ・パートナーの方々を
対象に研修会を開催し，環境保全活動に関する
具体的手法の習得を図った。

平成11年7月

エコ・パートナー（環境保全活動推進員）のための研修会の開催

平成8年度より実施している「環境にやさしい買
い物運動」の浸透を図るため，水戸市内において
フォーラムを開催した。基調講演の後，パネルディ
スカッション及び参加者との意見交換会を行った。

平成9年2月

環境にやさしい買い物運動推進フォーラムの開催

平成7年度～ ○省エネルギー推進運動の実施 
平成8年度～平成11年度 ○環境家計簿運動の実施
平成8年度～平成17年度 ○エコ・パートナー（環境保全活動推進員）制度の実施
平成8年度～ ○環境にやさしい買い物運動の実施
 ○レジ袋削減推進運動の実施
平成15年度～ ○グリーン購入促進事業の実施 

　設立以来，水質汚濁やごみ問題など地域における環境問題に取り組み，美しい県土を保全する
ための活動を主に実施してきたが，温暖化など地球規模で進行する環境問題解決を目指して，平
成8年度に規約を改正して，「環境保全活動を積極的に推進し，現在及び将来の世代がめぐみ豊か
な環境の恵沢を享受することができる持続的発展の可能な社会を築く」ことを目的として，一人
ひとりが環境に配慮した生活に転換し，家庭から排出する二酸化炭素量を低減することを促進す
る運動（エコライフ運動）に主軸を置き，環境家計簿の普及拡大や環境に配慮した消費行動を促す
環境にやさしい買い物運動を実施している。

「茨城県ものを大切にする県民運動推進会
議」の構成員として，県及び関係団体とともに，
水戸駅前において啓発用うちわを配布するな
ど夏の省エネキャンペーンを実施した。

平成8年8月

夏の省エネキャンペーン

平成13年3月

カレンダー式環境家計簿及び楽しみながら
省エネ等を学べるすごろくを作成し配布した。

エコチェックカレンダーと
　　　　　　　環境すごろくの発行

4. エコライフ運動
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当県民会議主催で，「環境にやさしい買い物
運動」の一環として自作の買い物袋を募集する
「オリジナル・マイバッグコンテスト」を行っ
た。コンテスト終了後に最優秀賞受賞作品をも
とに，モニター用の買い物袋を500枚製作し，
アンケート調査を実施した。

平成13年6月

オリジナル・マイバッグコンテストの開催

オリジナル・マイバッグコンテスト最優秀賞受賞作品

家庭におけるレジ袋等容器包装廃棄物が容
積比で家庭ゴミの6割を占める状況の中，容器
包装廃棄物の３Ｒ（リデュース・リユース・リサ
イクル）を一層推進するための改正容器包装リ
サイクル法が本年4月1日に施行されたことを
受け，県と共催で，水戸市内で県内各スーパー
を対象に「マイバッグ運動」に関する説明会を
開催した。

平成19年9月

事業者説明会の開催

平成19年10～11月

各構成団体等によるマイバッグキャンペーンの実施

（日立市，環境を創る日立市民会議）

（土浦市，土浦市まちづくり市民会議）

（行方市，環境保全行方市民会議）

（環境保全阿見町民会議）
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マイバッグ運動を推進するため，県はじめ
消費者団体や女性団体，県スーパーマーケッ
ト協会等との共催により，マイバッグ運動推進
フォーラムを開催した。その後，県では，レジ袋
無料配布の中止の取り組みについて事業者，市
町村，関係団体との協議を進め，スーパーマー
ケットを中心として，県協定の締結 (平成21年
3月27日)に至った。

マイバッグ運動推進フォーラムの開催

平成20年2月17日

レジ袋削減運動の一環として，県等との共催
で，親子を対象にして土浦市内でフォーラムを
開催した。また，パネルを展示して，買い物袋の
持参及び幼少の頃からの環境配慮型の生活の実
践を促した。

平成21年2月11日

レジ袋削減推進フォーラムの開催

グリーン購入推進事業の一環として県民を対
象に，土浦市内及び水戸市内で，講演とワーク
ショップから成る研修会を開催した。そのほか，
グリーン購入に関するアンケート調査や会員へ
の活動支援を行った。

平成15年11月6日

（グリーン購入推進研修会　水戸会場）

グリーン購入推進研修会の開催

　「マイバッグ運動」を「レジ袋削減運動」に名称
変更するとともに，公募によりシンボルマークを
作成し，ポスター・チラシ・のぼりを，各市町村や
協力スーパー等店舗に掲示いただくなど，レジ袋
削減について全県的に啓発事業を展開した。

平成20年4月17日

（レジ袋削減運動シンボルマーク）

レジ袋削減運動シンボルマーク作成
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昭和48年度～平成3年度 ○環境週間記念講演会の開催
平成10年度～平成17年度 ○環境保全茨城県民大会の共催 
平成18年度～平成20年度 ○マイバッグ運動推進フォーラム等の開催 
平成21年度～平成26年度 ○エコライフ・フォーラムの開催
平成27年度～ ○いばらき環境フォーラムの開催
平成10年度～平成26年度 ○環境保全活動研修会の開催  
平成 5 年度～平成26年度 ○各催事会場での啓発活動（テント出展）の実施

　環境保全意識の高揚を図る為，県民を対象に毎年講演会等を開催している。当初は６月の環境
月間に，平成10年度からは秋から冬にかけて実施し，毎回多くの県民の参加を得るなど好評を博
している。
　また，バスを借用して，企業の環境に対する取組みや再生可能エネルギーの研究施設等を見学
する研修会を実施した。その他，平成5年度から26年度に，各イベントに出展して，クイズや工作
を通して来場者に環境保全について啓発した。

環境保全活動研修会の開催

1月30日，霞ヶ浦浄化センター ( 土浦市 ) 等
を見学し，霞ヶ浦の水質浄化の取組みについて
学び，参加者の環境保全意識の高揚を図った。

平成26年1月

霞ヶ浦環境科学センターこどもフェスティバルに出展

霞ヶ浦環境科学センターこどもフェスティ
バルでオリジナル・マイバッグづくりのコー
ナーを開設し，多くの子供たちにマイバッグ持
参について啓発できた。

平成18年5月

親子ではじめるエコライフ・フォーラムの開催

小学生とその保護者等を対象に，エコライフ・
フォーラムを開催し，小学生による環境活動発表
及びエコ実験ショーを行い，環境保全について，
子どもたちに楽しみながら学んでいただいた。

平成22年1月

いばらき環境フォーラムの開催

6月の環境月間に，各構成団体や県民を対象
に地球温暖化に関する講演会を開催した。当
日は，クラシック・ミニコンサートも行い，音楽
ファンも取り込むなど参加者の裾野を広げた。

平成27年6月
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平成22年度～　　○緑のカーテン運動の実施

　温暖化対策の一層の推進と，夏場の省エネ対策の一環として，県及び各市町村，各構成団体等の協
力のもと，誰もが楽しみながら実践できる「緑のカーテンづくり」の普及を図るため，チラシや種袋
を作成・配布するとともに，「いばらき緑のカーテンコンテスト」を開催し，受賞作品をフォーラム等
の会場に展示するなど啓発活動を行った。また，グリーンカーテンプロジェクト（環境省）に情報提
供するなど広報に努めた。さらに，平成23年度から次世代育成部門を設け，小学校就学前の子どもを
対象に，緑のカーテンの絵画を募集するなど幼少の頃からの環境保全意識の向上を図った。

いばらき緑のカーテンコンテスト受賞作品の展示

エコライフ・フォーラムの開催にあわせて，
講演会場に隣接するスペースに受賞作品を展
示し，緑のカーテンについて啓発した。

平成24年1月

緑のカーテンコンテスト啓発用種子袋の配布

啓発用種子袋2万部を作成し，各市町村及び
構成団体等に配布した。

平成22年～

第1回いばらき緑のカーテンコンテストの開催

生育部門団体の部　最優秀賞受賞作品
（日立化成工業株式会社 下館事業所 様）

平成22年10月

いばらき緑のカーテンコンテスト
次世代育成部門 審査会の様子

平成26年10月

● 緑のカーテン運動の実施
緑のカーテンコンテスト応募数の推移

年 度 生育部門 標語部門 次世代育成部門 計
22 202 124 326
23 283 267 309 859
24 121 417 431 969
25 98 1103 444 1645
26 78 226 639 943
27 61 735 796
計 843 2137 2558

（点）
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　環境保全活動の推進を図る為，昭和51年度よりほう賞制度を設けたほか，マスコットキャラク
ター等を作成し，当県民会議の知名度向上に努めた。平成14年度には，長年の活動に対して，地域
環境保全功労者賞（環境大臣表彰）を受賞した。
　また，平成24年度には，設立40周年記念事業として，永年会員への感謝状の贈呈や40周年記念
フォトコンテストを開催した。

5. 表彰その他

ほう賞制度の実施

　昭和51年度より，毎年，環境保全活動に顕著な功績のあった個人及び団体
について，延べ167名，236団体を表彰した。さらに，平成20年度からは「子ど
も部門」を設け，延べ39団体を表彰している。
　さらに，当県民会議の組織の発展に貢献した個人について，功績者として延
べ30名を表彰した。

昭和51年10月～

シンボルマーク作成

平成10年度に公募，103点
の応募があり，審査会を経
て，水と緑と大地をイメー
ジした作品をシンボルマー
クに採用した。

平成10年

地域環境保全功労者受賞
（環境大臣表彰）

当県民会議の地域環境
保全活動に対して，環境
大臣賞を受賞した。

平成14年10月

加藤議長退任
大久保議長就任

平成26年4月

設立40周年記念事業の実施

・フォトコンテストの開催
・永年会員への感謝状の贈呈 

平成24年4月

マスコットキャラクター　えこぴーの作成

平成16年度に公募，全国から
イラスト248点，名称3,414点
の応募があり，3回の審査会を
経て，種をモチーフにした作品
を採用した。

平成16年

環境を創る日立市民会議
常陸大宮市環境市民会議
常陸太田市民環境会議
環境保全行方市民会議
日本労働組合総連合会茨城県連合会
茨城県商工会議所連合会
一般社団法人茨城県経営者協会

公益社団法人茨城県畜産協会
茨城県農業協同組合中央会
茨城県森林組合連合会
一般社団法人茨城県医師会
一般社団法人茨城県観光物産協会
一般社団法人茨城県猟友会
茨城県女性団体連盟

日本野鳥の会茨城県
財団法人茨城県交通安全協会
公益社団法人茨城県水質保全協会
株式会社茨城新聞社
株式会社茨城放送
茨城県市長会
茨城県町村会　

永年会員一覧

昭和51年度～　　○ほう賞制度の実施
平成24年度　　　○設立40周年記念事業の実施
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年度 開 催 日 曜日 場　　所 催　　事　　名 演　　　　　題 講　師　等

10 10.14 水 水戸合同庁舎大会議室（水戸市）環境にやさしい活動推進のための研修会（県等と共催）
・「環境問題はお友達 思いは地球規模で，行動は足元から」
・「化学物質と環境ホルモン」

・講師　林家カレー子氏 
・茨城県環境アドバイザー

11

7.29 木 水戸市内（偕楽園付近） 第1回エコ・パートナー研修会 樹木医

10.24 日 常陸太田市内 第2回エコ・パートナー研修会 ネイチャーゲーム指導員

12.2.12 水 県南生涯学習センター（土浦市）環境保全茨城県民大会（県等と共催） 「地球温暖化と私たちの暮らし」 ・淑徳大学教授 工学博士 北野大氏
・パネラー

12.3.12 日 常陽藝文ホール（水戸市） はじめよう 環境にやさしい暮らし 講演と音楽の会「地球温暖化と私たち」 ・リサイクルアドバイザー 藤田あや子氏
・演奏者2名

12

11.27
～13.3.9 県内各地域 環境学習・環境保全活動リーダー実践講座（県と共催） 茨城県環境アドバイザー等 

期間中計6回実施

13.1.24 火 日立シビックセンター（日立市）環境保全茨城県民大会（県等と共催） 「気軽で楽しいエコロジー
～ゴミを出さない暮らし～」

・漫画家 赤星たみこ氏 
・事例発表者

13

4.20 金 茨城県庁共用会議室（水戸市） 講演会,エコ・パートナー交流会 「筑波山のブナについて知ろう」 鈴木副議長

8.31 金 ・茨城県自然博物館(岩井市) 
・アサヒビール(株)茨城工場(守谷町) 研修会 茨城県環境アドバイザー

14.1.24 木 茨城県庁9階講堂（水戸市） 環境保全茨城県民大会（県等と共催） 「地球にやさしいエコライフ～住みよい環境づくり～」タレント ダニエル・カール氏

14
11.7 木 茨城県県南生涯学習センター

（土浦市） グリーン購入研修会 「環境ラベルをチェックしよう
～環境配慮型商品選択のために～」

(社)日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント協会理事

15.1.29 水 茨城県庁9階講堂（水戸市） 環境保全茨城県民大会（県等と共催） 「はじめの一歩を踏み出そう
～環境先進国ブータンと日本～」女優 紺野美沙子氏

15
11.6～7 木

金
・県南生涯学習センター(土浦市) 
・県市町村会館(水戸市) グリーン購入推進研修会 「エコマークの現状とグリーン購入について」・(財)日本環境協会・エコマーク事務局長・県環境アドバイザー

16.2.20 金 茨城県庁9階講堂（水戸市） 環境保全茨城県民大会（県等と共催） 「地球と遊ぶ 自然に学ぶ」 エッセイスト 山村レイコ氏

16

6.22 火
・オール・ウェスト・リサイクル
(株)鹿島工場(波崎町)
・広域鹿嶋RDFセンター（鹿嶋市）

第1回環境保全活動研修会 施設職員による説明

12.14 火 茨城県市町村会館（水戸市）
第2回環境保全活動研修会 
（平成16年度省資源・省エネルギー

リーダー研修会として県と共催）
「エコマークの現状とグリーン購入について」グリーンコンシューマー東京ネット理事 秋元智子氏

17.2.22 火 茨城県庁9階講堂（水戸市） 環境保全茨城県民大会 
（県等と共催，第3回環境保全活動研修会） 「江戸の知恵と心」 作家 石川英輔氏

17

18.2.28 火 茨城県県南生涯学習センター
（土浦市）

環境保全茨城県民大会 
（県等と共催，第1回環境保全活動研修会）

「世界がもし100人の村だったら
～私にしかできないことを環境のために」作家・翻訳家 池田香代子氏

18.3.10 金 茨城県市町村会館（水戸市） 第2回環境保全活動研修会
・東北工業大学客員教授・理学博
士・県環境審議会委員
・(独)産業技術総合研究所研究部門長

18.3.15 水 ・サイエンス・スクエアつくば 
・地質標本館（つくば市） 施設見学会 施設職員による説明

18
11.29 水 ・エコフロンティアかさま 

・県工業技術センター窯業指導所（笠間市）施設見学会 施設職員による説明

19.3.1 木 茨城県市町村会館（水戸市） 講演会 「おいしいエコ・クッキング
～身近な「食」から環境問題を考える～」

東京ガス(株)エコクッキングイン
ストラクター 三神彩子氏

19
7．6 金

・食と農の科学館つくばリサー
チギャラリー
・パナホーム(株)つくばエコラ
イフパーク（つくば市）

施設見学会 施設職員による説明

20.2．17 日 ひたちなか市文化会館 
（ひたちなか市）

マイバッグ運動推進フォーラム
（県等と共催） 「テレビで言えないお天気の話」 ・気象予報士 森田正光氏 

・パネラー

20
10．23 木 ・サンケアフュエルス(株) 

・(株)カツタ（ひたちなか市） 施設見学会 施設職員による説明

21.2．11
水
・
祝
土浦市民会館（土浦市） レジ袋削減推進フォーラム（県等と共催） 「もったいないばあさんと世界のこと」 絵本作家　真珠まりこ氏

21
11．16 月 ・積水ハウスゼロエミッションセンター

・同住まいの夢工場（古河市） 施設見学会 施設職員による説明

22.1．30 土 ゆうゆう十王・Ｊホール（日立市）親子ではじめるエコライフ・フォーラム 「らんま先生のeco実験パフォーマンスショー」・環境パフォーマー らんま先生 ・豊浦小学校，櫛形小学校

22
12．18 土 県近代美術館（水戸市） エコライフ・フォーラム2010（県等と共催） ・みとぴよ音楽隊 

・茨城キリスト教大学人形劇サークル

23.7．30 金 ・牛久自然観察の森（牛久市） 
・キリンビール(株)取手工場（取手市）親子エコ研修会 施設職員による説明

23
8．5 金

・国立科学博物館 筑波実験植物園 
・(株)LIXIL岩井工場 つくば
SOLAR POWAR（つくば市）

施設見学会 施設職員による説明

24.1．28 土 茨城県総合福祉会館（水戸市） いばらき エコライフ・フォーラム（県等と共催）「持続可能な低炭素社会に向けて」 国立環境研究所主任研究員 藤野 純一氏

24
8．8 水

・コカ・コーライーストジャパンプ
ロダクツ(株)茨城工場（土浦市）
・(独)農研機構中央農業総合研
究所バイオマス資源エネルギー
研究センター（つくば市）

環境保全活動研修会 施設職員による説明

12．1 土 県近代美術館（水戸市） いばらき エコライフ・フォーラム2012（県等と共催） ・医学博士・登山家　今井通子氏

25

7．25 木
・筑波大学藻類バイオマスエネル
ギーシステム開発実験・実証設備
・(独)国立環境研究所 生物環境
調整実験施設（つくば市）

第1回環境保全活動研修会 
（会員対象） 施設職員による説明

11．30 土 茨城県立健康プラザ（水戸市） いばらき エコライフ・フォーラム2013 「環境問題を考えるエコサイエンスショー」 ・サイエンスインストラクター 阿部清人氏
・水戸市立新荘小学校

26.1．30 木 ・カゴメ(株)茨城工場（小美玉市） 
・霞ヶ浦浄化センター（土浦市）

第2回環境保全活動研修会
（一般県民及び会員対象） 施設職員による説明

26
6．4 木

・ミュージアムパーク茨城県自然
博物館（坂東市）
・アサヒビール(株)茨城工場（守谷市）

環境保全活動研修会 施設職員による説明

11．27 木 茨城県庁共用会議室（水戸市） いばらき　エコライフ・フォーラム2014 「環境にやさしい乗用車の利用とエコライフに
ついて」

(独)国立環境研究所 工学博士 
主任研究員 近藤美則氏

27 6．20 土 常陽藝文ホール（水戸市） いばらき環境フォーラム 「地球温暖化の予測とその影響
－IPCC最新レポートが示す地球環境の将来リスク」

・国立大学法人茨城大学学長 三村信男氏
・演奏者3名

6. 講演会・施設見学会(バスツアー)等の概要 … 施設見学会 … 講演会
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No.1　昭和53年10月発行

No.4　昭和55年3月発行

No.7　昭和56年11月発行

No.10　昭和57年10月発行

No.13　昭和58年7月発行

No.16　昭和59年3月発行

No.2　昭和54年3月発行

No.5　昭和55年10月発行

No.8　昭和57年3月発行

No.11　昭和58年1月発行

No.14　昭和58年10月発行

No.17　昭和59年7月発行

No.3　昭和54年10月発行

No.6　昭和56年3月発行

No.9　昭和57年7月発行

No.12　昭和58年3月発行

No.15　昭和59年1月発行

No.18　昭和59年10月発行

7. 機関紙の発行及びホームページの開設
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No.19　昭和60年1月発行

No.22　昭和60年10月発行

No.25　昭和61年7月発行

No.28　昭和62年3月発行

No.31　昭和63年1月発行

No.34　昭和63年10月発行

No.20　昭和60年3月発行

No.23　昭和61年1月発行

No.26　昭和61年10月発行

No.29　昭和62年7月発行

No.32　昭和63年3月発行

No.35　平成元年1月発行

No.21　昭和60年7月発行

No.24　昭和61年3月発行

No.27　昭和62年1月発行

No.30　昭和62年10月発行

No.33　昭和63年7月発行

No.36　平成元年3月発行
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No.37　平成元年7月発行

No.40　平成2年3月発行

No.43　平成3年1月発行

No.46　平成3年10月発行

No.49　平成4年10月発行

No.52　平成5年7月発行

No.38　平成元年10月発行

No.41　平成2年7月発行

No.44　平成3年3月発行

No.47　平成4年1月発行

No.50　平成4年12月発行

No.53　平成5年10月発行

No.39　平成2年1月発行

No.42　平成2年10月発行

No.45　平成3年7月発行

No.48　平成4年7月発行

No.51　平成5年3月発行

No.54　平成5年12月発行
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No.55　平成6年3月発行

No.58　平成7年9月発行

No.61　平成9年4月発行

No.64　平成10年11月発行

No.67　平成12年1月発行

No.70　平成13年9月発行

No.56　平成6年11月発行

No.59　平成8年3月発行

No.62　平成10年1月発行

No.65　平成11年3月発行

No.68　平成12年7月発行

No.71　平成14年1月発行

No.57　平成7年3月発行

No.60　平成8年12月発行

No.63　平成10年3月発行

No.66　平成11年7月発行

No.69　平成13年3月発行

平成14年12月設立30周年記念事業
としてホームページ開設

<http://www.ecodane.jp/>

19

活
動
記
録



8. 活動年表
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