
第１号議案

１．環境教育活動（20事業） 未来につながる人づくりを目指して、環境教育プログラムを企画し運営する事業

区分 事業名 事業主体（委託元等） 主担当 副担当 備考

「里山そとアソビ塾（3-6年）」実施 エコエデュ 柴崎
辻

石川
職員主体

「里山そとアソビ塾（1-2年）」実施 エコエデュ
辻

石川
柴崎 職員主体

「わんぱく題楽」実施 エコエデュ 毎熊 会員事業

「わんぱく里山」実施 エコエデュ 小林 会員事業

「里山de遊び隊」実施 エコエデュ 大石 会員事業

「里山のかやねずみ」実施 エコエデュ 古川 直轄事業

「里山キッズ」実施 エコエデュ
辻

石川
柴崎 直轄事業

「里山やっほ」実施 エコエデュ
辻

柴崎 石川
直轄事業

「びく石宝さがし隊」実施 エコエデュ 前原 会員事業

「ワク☆ドキ★ぐりぃ～んず」実施 エコエデュ 山下 会員事業

「森の絵本カフェへようこそ」実施 エコエデュ 柴崎 大畑 職員主体

「新規小学生事業」検討 エコエデュ 山本 柴崎 職員主体

「里山BASE in summer」実施 エコエデュ 柴崎 石川 職員主体

「里山BASE after school」体験会実施 エコエデュ 柴崎 職員主体

「里山BASEキャンプ」実施 エコエデュ 辻 柴崎 職員主体

「里山BASE ～春休み編～」実施 エコエデュ 柴崎 職員主体

「わくわく竹伐りプロジェクト」実施 エコエデュ 鈴木玲 職員主体

「遊木の森　有料プログラム対応」実施 エコエデュ 柴崎 辻 職員主体

「ホタルコンシェルジュ業務」実施 静岡市（環境創造課） 柴崎 辻

「北安東３丁目子ども会」プログラム実施 北安東３丁目子ども会 石川 柴崎

２．環境教育人材育成（3事業） 環境教育を企画し、運営することができる地域の人材を育てる事業

区分 事業名 事業主体 主担当 副担当 備考

「安全衛生講習会」実施 エコエデュ 柴崎 大畑 直轄事業

「自然あそび担い手創出事業」実施 エコエデュ
辻

柴崎
直轄事業

受託 「静岡市PTA連絡協議会研修」実施 エコエデュ 柴崎

３．環境教育の場の創出（2事業） 環境教育に参加でき、実践できる場所を運営管理する事業

区分 事業名 事業主体（受託元等） 担当 副担当 備考

「平成27年度　里山保全活動推進業務委託
（『遊木の森』管理運営）」実施

静岡県（中部農林事務所）
辻

柴崎
石川

「平成27年度　静岡県立森林公園自然体験プログラム実施
業務」実施

一般社団法人フォレメンテあかまつ 澤井 奥田

４．関係の創出・再発見（7事業） 社会の多様な主体と協働して、環境教育の新しい形や可能性を探っていく事業

区分 事業名 事業主体 担当 副担当 備考

「遊木の森とおどる」実施 静岡県（中部農林事務所） 柴崎

コーディ
ネート 「平成27年度　静岡市環境学習指導員派遣業務」実施 静岡市（環境創造課） 鈴木玲

CSR 「ユーコープ　自然体験企画」実施 ユーコープしずおか 柴崎 石川

「棚田・里地保全活動支援業務委託」実施 静岡県（農地保全課） 石川 柴崎

　 「しずおか体験教育旅行」実施 しずおか体験教育旅行 大石 柴崎

「環境教育ネットワーク推進会議」補助
特定非営利活動法人ホールアース研
究所

山本

「わたしにもできる環境みまもり隊」講師 特定非営利活動法人AYUドリーム 柴崎

平成２７年度事業報告

受託

主催

受託

受託

主催



５．環境教育研究・啓発（7事業）

区分 事業名 事業主体 担当 備考

研究 創造性研究 エコエデュ
山本
柴崎

イベントPR出展 石川 直轄事業

「となりの森フェスティバル」実施 エコエデュ 石川 直轄事業

「自然といっしょにソダテテル写真展」開催 エコエデュ 鈴木玲 職員事業

「草薙まちゼミ」出展 静岡市清水商店街連盟 山本 直轄事業

子育て情報誌「ポッケ」記事掲載 株式会社 創碧社 柴崎

「有度山MAP」販売 エコエデュ 鈴木玲

６．組織運営・ファンドレイジング・その他（25事業）

区分 事業名 事業主体（受託元等） 担当 備考

主催 「新規事業」検討 エコエデュ 山本

受託 「講師対応」 東海大学／静岡市等 山本

組織基盤強化 エコエデュ 山本

研修 「職員研修」実施 エコエデュ 山本

「総会」運営 エコエデュ 大畑
山本

鈴木玲

「理事会」運営 エコエデュ
大畑
兼髙

山本

「運営中間報告会」運営 エコエデュ 山本 鈴木玲

「事務連絡会」運営 エコエデュ 山本

「主担当者会議」運営 エコエデュ 古川 会員事業

主催事業･窓口 エコエデュ
辻

石川

「プログラム検討会」運営 エコエデュ 柴崎

安全 「安全パトロール」実施 エコエデュ 大石

交流 「会員交流会」実施 エコエデュ 鈴木

会計、監査、決算対応 エコエデュ 山本 鈴木玲

「NPO会計ミーティング」実施 エコエデュ 鈴木玲

「NPO学会」発表（テーマ：管理会計） 日本NPO学会 山本

アニュアルレポート2014作成 エコエデュ 山本

ホームページでの情報発信 エコエデュ 鈴木玲

フェイスブックでの情報発信 エコエデュ 鈴木玲

ニュースレターでの情報発信 エコエデュ 鈴木玲

マスコミ等での情報発信 エコエデュ 山本 鈴木玲

規則 定款の目的他、各種規則見直し エコエデュ 山本

情報 データベース構築・管理 エコエデュ 鈴木玲

営業 ファンドレイジング・ステークホルダーとの関係構築 エコエデュ 山本 鈴木玲

物販 「雑誌 momo」販売 エコエデュ 山本

計　　６４　　事業

エコエデュの基盤を支えるための事業

未来の人づくりのための研究を行う事業／
より多くの人に自然環境や環境教育について知ってもらう事業

会議

　※特記：①「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」登録
　　　　　　②「緑の少年団助成金」受給
　　　　　　　　　…「わんぱく題楽」「わんぱく里山」「里山de遊び隊」
　　　　　　③「静岡県緑化推進協会　緑の募金事業助成」受給
　　　　　　　　　…「わくわく竹伐りプロジェクト」
　　　　　　④「年賀寄附金による社会貢献事業助成」受給
　　　　　　　　　…「自然あそび担い手創出事業研修」にて
　　　　　　⑤「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」受給
　　　　　　　　　…「遊木の森」「里山キッズ」「絵本カフェ」「となりの森フェスティバル」
　　　　　　⑥「Panasonic NPOサポートファンド」助成金受給
　　　　　　　　　…「組織基盤強化」
　　　　　　⑦「株式会社かんぽ生命保険」寄付金受給
　　　　　　　　　…「わくわく竹伐りプロジェクト」
    　　　　⑧クラウドファンディングサイト「READYFOR?」からの寄付金受給
　　　　　　　　　…「自然といっしょにソダテテル写真展」

啓発

　           ⑨下記委員会等に出席
　　　　　　　　　「静岡県森林・林業教育推進委員会」（静岡県中部流域林業活性化センター）　担当：柴崎
　　　　　　　　　「清流の都・静岡創造推進協議会」（清流の都・静岡創造推進協議会）　担当：大畑
　　　　　　　　　「静岡市環境教育推進会議」（静岡市清流の都創造課）　担当：山本
　　　　　　　　　「巴川流域麻機遊水地自然再生協議会 自然公園部会」（静岡市緑地政策課）　担当：柴崎
　　　　　　　　　「有度山北麓里山づくり連絡調整会」（静岡県中部農林事務所）　担当：石川
　　　　　　　　　「静岡市子育て支援団体連絡会」（静岡市子ども未来課）　担当：石川
　　　　　　　　　「静岡市市民活動促進協議会」（静岡市市民自治推進課）　担当：山本

運営

広報

経理


