
　　　　　　　            　　令和２年度事業報告書

特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ

１　事業の成果

①   人の手を必要としている樹林地の伐採、下草刈り、枝打ち等の維持管理に関する事業
　私たちが係わる３つの市民の森で整備活動を行い、何とか里山環境を維持できた。コロナ禍ではあったが
、自然は関係なく、繁殖するため、従来通りの整備活動を行った。　
市民の森整備では、２４年度から導入したウッドチッパーが威力を発揮している。伐採した雑木や竹を粉砕
し、林に撒くことで、枝葉や竹の残材の山を残さずにすみ、市民の森利用者から好評を得ている。　
また市民の森整備作業にて、雑木林の下草刈り作業にハンマーナイフモアを使用し、効率よく整備している
。　
このように、高齢化して体力も弱ってきた我々は、大型機械を導入し、なんとか森林作業をこなしている。

②　里山の自然の恵みを通じた子ども達の健全育成事業
　タケノコイベント、流しそうめんなど、密着の多くなるイベントは、コロナ禍により、自粛した。門松教室は、
昨年まで東市民センターの多目的ホールで実施していたが、室内は、危険という判断で、市民の森での野
外実施を行った。市民の森里山体験会も、緊急事態宣言延期などで中止を余儀なくされ、五味ケ谷市民の
森１回だけ実施した。
　４年目となる藤小学校の総合学習で、藤金市民の森がテーマとなり、市民の森と大谷川に親しんでもらう
指導を行った。　昨年４回行った野外学習は秋に２回のみ実施した。昨年好評であった栄小学校の自然学
習教室を今年も開催でき、近隣の五味ケ谷市民の森で、竹林と雑木林の楽しさを伝えられた。

③　間伐材などを活かした木材加工活動、技術開発等職業能力開発事業
　木工に関心を持つ会員が年数回木工活動を楽しみにしている。また、市民の森のイベントでは、子供たち
に竹細工などの体験活動を実施している。

④　里山を活かしたレクリェーションによる市民団体との交流事業
　里山での各種イベントにおいて、地域の支え合い協議会や市内の市民活動団体との連携活動を実施して
いる。また近隣のNPO一二三富の会やおやこ劇場などの団体との連携を図っている。
 竹林を活用して日本の伝統催事である門松制作を毎年開催し、大変好評で参加者が増加し、地域支え合
い協議会での開催など市内の各地域で取り組みが広がっている。また、近隣の活動団体から開催支援の
要望があり支援を実施している。

⑤　里山の調査・保全活動及び、環境の保全に関わる一切の事業
2014年から地域の環境変化を調査するため、気温調査の継続を県の支援で記録観測器を市内23箇所に
設置し、継続的な観測を実施している。　2017年から運動公園にある小彼岸桜の新枝から新芽を増やす活
動を開始した。　本年で４年目に入り、苗木が育ってきて、小彼岸ザクラの苗木の配布、公共施設や公園で
の植樹などを計画している。　市の生活環境課の依頼に協力し、大谷川の清掃活動を実施している。

⑥　里山を活用した健康づくりなど保健、福祉の増進事業
　社会福祉協議会に協力して社会的弱者を対象とした自然体験活動を行っている。具体的には、不登校児
童を対象とした高倉市民の森自然体験と、近隣の壮年団体「壮年塾Ｇのつどい」が発足し青竹踏みなど竹
細工活動のサポートを始めた。

⑦　間伐材などを活用した住宅改修及び福祉用具の開発、設置事業
　進展なし

⑧　地域の安全安心に関わる事業

　　　　　該当事案なし



２　事業実施に関する事項

　（１）特定非営利活動に係る事業　　(令和２年４月01日　至　令和３年３月３１日)　

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事人数 受益対象者
支出額

(千円)

①人の手を必要とし
ている里山の伐採、
下草刈り、枝打ち等
の維持管理に関する
事業

市民の森整備
4/19,8/9、9/5，
11/7,  12/5,2/6

五味ケ谷市民の森
平均１6

名
鶴ヶ島市民 92

市民の森整備
5/17、8/2、10/3

、1/9、3/14
高倉市民の森

平均１５
名

鶴ヶ島市民 77

市民の森整備 7/5、8/30 藤金市民の森
平均１６

名
鶴ヶ島市民 31

夏のボランティア
体験プログラム

8/9、8/30
五味ケ谷市民の森　
藤金市民の森　

15名　　地域生徒・学生 0

②里山の自然の恵み
を通じた子どもたちの
健全育成活動

森のプレーパーク 11月14日 五味ケ谷市民の森 20名 地域児童・住民 489

藤小総合学習 10/19、/10/30 藤金市民の森 各１０名 藤小児童 0

栄小学校学習 11月20日 五味ヶ谷市民の森 １１名 栄小児童 0

③間伐材などを活か
した木材加工活動、
技術開発等職業能力
開発事業

木工活動 1/17,3/6 藤金木工所
平均１０

名
地域住民 75

④里山を活かしたレク
リェーションによる市
民団体との交流事業

門松作り 12月26日 五味ケ谷市民の森 19名 　地域住民 404

その他②項に同じ

⑤里山の調査・保全
活動及び、環境の保
全に関わる一切の事
業

小彼岸桜挿し木 5/10、2/14、 運動公園、脚折
畑

平均７名 地域住民 34

川の清掃作業 ,10/18 大谷川 １５名 鶴ヶ島市民 5

森・川清掃作業 5/17 飯盛川 16名 鶴ヶ島市民 5

⑥里山を活用した健
康づくりなど保健、福
祉の増進事業

アぺルト支援 10月27日 高倉市民の森 4名 地域児童 0

⑦間伐材などを活用
した住宅改修及び福
祉用具の開発、設置
事業

進展なし

⑧地域の安全安心に
関わる事業

進展なし



役員名簿

前事業年度役員であった者の名簿
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　役　名   　 氏　　名  　　住　所　又　は　居　所 就任期間
報酬の
有無

理事 小澤　邦彦 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金803番地95
平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 佐野　英樹 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折1428番地104
平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 吉牟田　ツル江
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目19番地
3-505号　パールハイム若葉

平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 吉井　　優
埼玉県鶴ヶ島市富士見四丁目１５番地
2-103号　たまみハイツA

平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 小沼　英二 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折86番地3
平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 石川　利江 埼玉県坂戸市西坂戸五丁目37番地1
平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 牛島　哲雄 埼玉県鶴ヶ島市大字下新田６１番地６
平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 柏木　美之
埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷２４４番地２
６

平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 小澤　弘
埼玉県入間郡毛呂山町岩井西3丁目18
番地２９

平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 井上　富美
埼玉県鶴ヶ島市富士見 １丁目１６番２８
-116号

令和元年　６月１９日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 柳川　豊彦
埼玉県鶴ヶ島市脚折町６丁目２２番２１
号

令和元年　６月１９日 ～
令和２年　３月３１日

無

理事 高橋　要
埼玉県鶴ヶ島市二丁目１番１－５０１号
新鶴団地

平成31年　４月１日 ～
令和２年　６月１９日

無

監事 吉田　常男 埼玉県川越市大字鯨井新田18番地1
平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無

監事 松井　艶子
埼玉県鶴ヶ島市南町二丁目1番17-401
号  新鶴団地
    

平成31年　４月１日 ～
令和２年　３月３１日

無
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社員名簿

社員のうち１０人以上の者の名簿
令和２年　6月16日

特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ
                       　

　 氏　　名  　　住　所　又　は　居　所

小澤　邦彦 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金803番地95

佐野　英樹 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折1428番地104

吉牟田　ツル江
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目19番3-505号　
パールハイム若葉

吉井　　優
埼玉県鶴ヶ島市富士見四丁目１５番2-103号　
たまみハイツA

小沼　英二 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折86番地3

石川　利江 埼玉県坂戸市西坂戸五丁目37番地1

松井　艶子 埼玉県鶴ヶ島市南町二丁目1番17-401号　　新鶴団地

牛島　哲雄 埼玉県鶴ヶ島市下新田６１－６

柏木　美之 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷２４４番地２６

井上　富美 埼玉県鶴ヶ島市富士見 １丁目１６番２８-116号

小澤　弘 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西3丁目18番地２９

柳川　豊彦 埼玉県鶴ヶ島市脚折町６丁目２２番２１号

脇谷　満 埼玉県鶴ヶ島市藤金３５８－１６

佐野　和夫 埼玉県鶴ヶ島市脚折町　４－８－１９

風祭　みさ子 埼玉県鶴ヶ島市上広谷７８－３

橋本　一郎 埼玉県鶴ヶ島市中新田７２－２
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