
埼玉大学　理工学研究科
     小口　千明　准教授（岩石風化論、地形材料学 他）
北海道大学大学院　地球環境科学研究院
     早川　裕弌　准教授（地形学、空間情報科学 他）
東京大学　空間情報科学研究センター（ＣＳＩＳ）
     小口　高　 教授（地形などの自然環境解析）
鶴見大学　文学部　文化財学科
     緒方　啓介　准教授（文化財学、日本彫刻史）
横浜国立大学大学院　都市イノベーション学府・研究院（ＩＵＩ）
     守田　正志　准教授（建築史・意匠）
筑波大学　理工情報生命学術院　地球環境科学領域　地形学分野
     小倉　拓郎　助教（地形学、地理教育　他）　

福岡県糟屋郡   垣内　 有希　 様
神奈川県横浜市  石塚　 ゆかり 様
神奈川県横浜市  佐藤　 美加 様
東京都多摩市   野添　 幸太 様
東京都足立区   安田　 綾子　 様
神奈川県横浜市  岩下　 賢一　 様
神奈川県横浜市  長谷川　英子 様
神奈川県鎌倉市  森　　 知子　 様
愛知県名古屋市  山本　 卓摩　 様
沖縄県那覇市   田島　 佳征　 様
神奈川県横浜市  北詰　 豊　 様
神奈川県横浜市  國武　 陽一郎 様
東京都世田谷区  安藤　 亮　 様
山梨県甲府市   齊藤　 通利　 様
神奈川県横浜市  小出　 建次　 様
神奈川県横浜市  小出　 悦江　 様
神奈川県鎌倉市  渡邉　 公子　 様
神奈川県横浜市 富樫　 由里子 様
岐阜県不破郡   藤崎　 紀彦 様
神奈川県横浜市 村田　 一利 様
神奈川県横浜市 北村　 叔子 様
神奈川県横浜市  戸田　 聡子 様
東京都江東区   清水 きさら 様
埼玉県さいたま市　 若山 喜信 様

森　　由香　 様
戸田　聡子 様
酒井　信夫 様
古橋　直子 様
伊藤　修二　 様
岩下　賢一　 様
樋口　邦男 様
　　　由佳子 様

2022年　7月　現在　他　54名様

個人寄付者・支援者

神奈川県茅ケ崎市 (株)ﾘﾝｸｽｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ 様
神奈川県横浜市  (有)小出電気商会 様
神奈川県横浜市  県立金井高校PTA  様
神奈川県茅ケ崎市 亀井工業(株)  様
神奈川県横浜市 株式会社セアプラス 様

企業・法人・その他寄付・支援

(株)リコー  様 360°パノラママップ制作

(株)タイトー 様 田谷の洞窟紹介映像制作

過去の協力企業

調査協力研究者

横浜市立千秀小学校
  2017年度　6年生（32名） 地形模型製作
  2018年度　6年生（43名） 洞窟輪切り断面模型製作
  2019年度　6年生（28名）  田谷周辺の災害・被災立体模型
  2020年度　6年生（44名） 洞内イラストガイドカード制作
  2021年度　6年生（40名） 田谷の地域ガイドブック製作
県立金井高等学校
  杉山　　暉　　 様 レリーフ記録写真撮影調査
   他12名　  2017年度報告会
私立鶴見大学付属高等学校
  中藪　　綾  様 レリーフ記録写真撮影調査
埼玉大学　小口研究室
  秋元　友理奈　 様 2017年度 洞内環境モニタリング
  小川　桃子  様 2018年度 洞内環境モニタリング
  渡邉　幸晋　　 様 地質構造と堆積時環境
  坂根　海征  様 非破壊実地調査
  清水　きさら　 様 3次元モデル作成の検討
  安　　素賢  様 浸出水の水質調査
  Luigi Germinario 洞内風化と環境要素の調査
  松本　莉奈  様 洞内二酸化炭素測定
  四ッ谷　陽輝 様 SfM画像検証
東京大学大学院　新領域創成科学研究科
  小倉　拓郎　　 様 小大連携アウトリーチ
横浜国立大学
　【2017年度 小大連携 地形模型製作プロジェクト】
 鍜治野　泰佑　様 高木　藍子　様　　 福嶋　真純　様
 伊藤　雄大　様（2018年度再協力）　　  田中　正道　様
　　 増田　郁恵　様（2018年度再協力）　　  米山　美紀　様
 照沼　翔大　様（2019年度再協力）  加藤　大地　様
　【2018年度 小大連携 洞窟輪切り断面模型製作プロジェクト】
 飯沼　大輝　様　　千葉　汰一　様　　後藤　大輝　様　　三田　雄貴　様
　【2019年度 小大連携 田谷周辺の災害被災立体模型制作プロジェクト】
 壽川　剛平　様　　勅使河原 大誠　様　 谷口　慶多　様　
　【田谷町の地域魅力資質調査】
 2018年度 横浜国大大学院生　13名  2019年度　横浜国大大学院生　12名

調査協力学生・ボランティア

助成協力

公益財団法人　東日本鉄道文化財団

【助成事業名】
 2018年度地方文化事業支援「田谷の洞窟洞門改修事業」
【助成概要】
 本洞門は、埼玉大学小口千明准教授の洞内環境モニタリン
 グ調査から、洞内の乾燥を防ぐ必要性がある事が判明した
 め、公益財団法人東日本鉄道文化財団の助成支援によりス
 テンレスフラッシュ洞門に改修されたものです。
【助成事業名】
 2020年度地方文化事業支援
 「田谷の洞窟洞内案内表示板等再整備事業」
【助成概要】
 耐火性と耐水性に優れた素材を使用した洞内見取図付の案
 内板と非常口と出入口方向指示板を設置した。

独立行政法人　日本学術振興会

【助成事業名】
 平成30年度 二国間交流事業 共同研究･セミナー
 イタリア国立研究会議(CNR)との共同研究
 　「イタリアと日本における人間活動に資する
 　   地下空間資源の劣化度評価と保存修復 」
 令和2年度 二国間交流事業 共同研究･セミナー
 イタリア国立研究会議(CNR)との共同研究
 　「イタリアおよび日本における洞窟等の

発展的利用を目的とした風化劣化調査」
【助成概要】
 本事業は、イタ リア国立研究会議（CNR）と埼玉大学理工
　　 学研究科小口准 教授を申請者として、地下文化財の保全と 
　 利活用を比較考究する。

公益財団法人 朝日新聞文化財団

【助成事業名】
 2019年度 文化財保護活動助成
 「横浜市登録地域史跡「田谷山瑜伽洞
  田谷の洞窟 」基礎調査・デジタルデータ公開活用」
【助成概要】
 ｢田谷の洞窟｣ の3DLaserScan データ保存の為の基礎調査 
 と写真測量データ公開活用

田谷の洞窟保存活動　ご寄付・ご協力者名簿
Subscription List of the preservation activities for TAYA cave

※ 2022年7月現在


