
年度 事業名 関係機関

2001 「猪子山・緑を守る会」立ち上げ支援（森づくりボランティア育成事業） 受託 横浜市緑政局

2001-02 環境保全リーダー養成研修・フォローアップ研修 受託 横浜市環境保全局

2001-05 市民による里山の保全と活用のシステムづくり【かながわボランタリー活動推進基金21協働事業】 協働 神奈川県環境農政部

2002-04 「栄さとやまもりの会」立ち上げ支援（栄区グリーンキーパー養成事業） 受託 横浜市栄区

2002 よこはまの森育成事業 受託 横浜市緑政局

2002 （仮称）北の森公園運営・活用計画策定業務 受託 横浜市西部公園緑地事務所

2003 森づくりボランティア育成事業 受託 横浜市緑政局

2003 （仮称）北の森公園モデル利用 受託 横浜市緑政局

2004 里山資源を使う展示会&エコショップ「ひねもす里山」 助成 日本財団

2004-05 大きな木プロジェクト【環境まちづくり協働事業】 協働 横浜市環境創造局

2004-06 市民による里山育成事業 受託 横浜市環境創造局

2005
里山と森林から産出される未利用資源を活用、販売する「イセザキの里山エコ市」の開催【セブンイレブンみ
どりの基金】

助成 セブン‒イレブン記念財団

2005 里山の手入れの結果出る未利用材活用のための流通ルート作り【環境省エコ・コミュニティ事業】 受託 環境省

2006 「瀬上沢とホタルを守る会」立ち上げ支援 受託 横浜市栄区

2006-07 区の花「さくら」リサイクル推進に関する調査業務 受託 横浜市南区

2007 横浜銀行冊子『マイウェイ』神奈川の里山監修・執筆 受託 はまぎん産業文化振興財団

2007-08 組織基盤強化と会員活動の活性化を視野に入れた広報戦略づくり【Panasonic NPOサポートファンド】 助成 パナソニック株式会社

2008
森づくり舵取り技術（管理計画作成技術）を身につける～市民による森づくり管理計画コーディネーター養成
講座とガイドブックの作成【三井物産環境基金】

助成 三井物産株式会社

2008 里山づくり推進事業 条例に基づく地域選定の促進のための調査業務 受託 神奈川県環境農政部

2008 区の花「さくら」リサイクルシステムの検証業務 受託 横浜市南区

2008 森づくりコミッションブロック研修業務 受託 かながわトラストみどり財団

2008 森に隣接した旭高校外周道路のコミュニティ空間化【ヨコハマ市民まち普請事業】 助成 横浜市都市整備局

2009-11 「さくらの記憶」伐採木活用プロジェクト業務 受託 横浜市南区

2009 市民による里山育成事業 受託 横浜市環境創造局

2009 新治市民の森保全管理計画準備講座 受託 横浜市環境創造局

2009 若葉台ほか2公園樹林地管理方針策定業務 受託 横浜市旭土木事務所

2009 環境ボランティア事業 受託 特定非営利活動法人リロード

2009 街のなかにある土間「はまどま」がつなぐ地域コミュニティ【「まちづくり人」応援助成】 助成 まちづくり市民財団

2010 市民による「森を知る・触れ合う・育む」学びあいプログラム支援事業【みどりの夢かなえます事業】 助成 横浜市環境創造局

2010 都市の山シゴト安全活動研修＠川井緑地【「森林づくり国民運動」推進事業】 助成 林野庁

2010 川井緑地特別保全地区の森づくり活動【市民活動応援プログラム】 助成 神奈川ゆめコープ

2010 里山ライフ体験・森の収穫物体験事業 受託 横浜市環境活動支援センター

2011 新治市民の森保全管理計画コーディネーター業務 受託 横浜市環境創造局
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2011 森づくり団体のお助け製材【みどりの夢かなえます事業】 助成 横浜市環境創造局

2011- 山道具の安全使用 協働 シンコー

2012 森づくり団体の作業お助け整備事業（よこはま里山レンジャーズ）【みどりの夢かなえます事業】 助成 横浜市環境創造局

2012 森づくりリーダー研修業務 受託 横浜市環境創造局

2012 にいはる里山交流センター展示実施設計業務 受託 横浜市環境創造局

2012 根岸小学校学校ビオトープづくり支援 受託 横浜市環境創造局

2012 生麦新子安地区の貨物線の森トンボ池作成 受託 生麦新子安地区緑のまちづくり協議会

2012-18 （森林保全団体に対して）【e-約款等寄付金】 協力 プルデンシャル生命保険株式会社

2012- よこはま里山レンジャーズ 協働 自然環境復元協会

2013 京浜の森づくり事業エコツアー2013運営 受託 横浜市環境創造局

2013-16 竹林保全活動・竹細工教室運営【水源環境保全･再生市民事業支援補助金】 補助 神奈川県

2014 神奈川県里地里山条例に基づく総括アドバイザー 受託 神奈川県環境農政部

2014-16 川井緑地における森林保全活動【森林・山村多面的機能発揮対策交付金】 助成 林野庁

2015-19 里山保全ボランティアの若手リーダー育成【フィランソロピーバンク】 協力 かんぽ生命保険株式会社

2015- 横浜市保育所・小中学校等ビオトープ整備等指導業務 受託 横浜市環境創造局

2015- 長浜公園トンボ池等管理業務 受託 横浜市緑の協会

2016 森を育む人材の育成会議運営補助 受託 横浜市環境創造局

2016 末広／生麦・新子安地区整備ワークショップ 受託 生麦新子安地区緑のまちづくり協議会

2016-19 里山保全ボランティアの若手現場リーダー育成、安全技能研修【緑の募金】 助成 国土緑化推進機構

2016-21 親子参加型の環境教育・里山保全プログラム【東京海上日動火災GreenGift地球元気プログラム】 受託 日本NPOセンター（関東EPO）

2017 里山資源活用の有効活用【環境市民活動助成】 助成 一般社団法人セブンイレブン記念財団

2017- 野島公園ビオトープ水路環境調査 受託 横浜市緑の協会

2017-18 『JA広報通信』にコラム「里山とかかわる暮らし」執筆 受託 JA新聞連

2018 竹林整備で産出する竹の有効活用【環境市民活動助成】 助成 一般社団法人セブンイレブン記念財団

2018 よこはま里山レンジャーズにかかわるリーダー育成【よこはま夢ファンド】 助成 横浜市市民局

2018 活動拠点「はまどま」を地域に開くための改修【地域の居場所づくりのためのコーディネーター派遣】 協力 南区

2018-19 活動拠点「はまどま」を地域に開くための改修【よこはま夢ファンド】 助成 横浜市市民局

2018 竹林保全活動と竹細工等による竹資源の活用【森里海つなぐプロジェクト】 協力 東京ガス

2019 生木を手工具で加工するグリーンウッドワークの普及【HAPPYエコルーレット】 協力 ファンケル

2019- 本牧市民公園、根岸森林公園トンボとり大作戦 受託 横浜植木株式会社

2019- 森づくりボランティア体験事業 受託 横浜市環境創造局

2020 体験の学びを深めるオンライン教材制作支援【市民活動緊急支援助成】 助成 横浜市市民局

2020- 都市の里山資源の活用推進事業【緑の募金】 助成 国土緑化推進機構

2020- 安全で楽しい森づくり活動を指導できるリーダー養成 協働 モリダス
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2020- 活動拠点「はまどま」の持続的な運営に向けた仕組みづくり・コーディネーター業務【よこはま夢ファンド】 助成 横浜市市民局

2020 旧川合玉堂別邸（二松庵）庭園森づくりボランティア体験会 受託 金沢区

2021 樹林地（横浜市東部）地域計画策定業務 受託 株式会社景デザイン研究所

2022 里山にかかわる暮らしを絵本などで楽しく表現し伝える事業 助成 花博記念協会

2022 里地里山入門講座企画実施 受託 横浜市環境創造局

2022 森づくり安全管理研修・入門講座企画実施 受託 横浜市環境創造局


