
1 アポポ商店街振興組合 アポポ・プランターで花盛りプロ
ジェクト

商店街内に設置したプランター１２０基に草木や花
を植え、地域ぐるみで定期的な維持管理を行う。

2 四季の里運営協議会 四季の里植栽プロジェクト 東越谷調整池の北側上面の球根の植え替えを地
域住民や小中学校と連携して行い、北側上面を黄
色の水仙で統一する。

3 緑と健康の会 放置山林地の再生 山林の草木刈り、間伐・集積、整地、植樹（山桜、も
みじ、つつじ）を行う。

4 金のトンボ会 峯保育所の花木保全プロジェクト 保育所内の植栽（アジサイ、山吹等）、樹木の維持
管理、雑草除去を行う。

5 下芝・緑と里山を守る
会

藤波・中分ふるさとの緑の景観
地保全プロジェクト

毎月１回会員及び地域の方々と「藤波・中分ふるさ
との緑の景観地」の下草刈りと環境保全活動を実
施する。

6 八木崎自治会 ホッとする八木崎ふれあい緑化
事業

市所有の税務署跡地を手入れし、花絵を作成する
とともに、八木崎駅前にプランターを設置し緑化活
動を行う。花絵作成時には地元小学校、高校も参
加し地域交流を図る。

7 飯能第一小学校ＰＴＡ 総合学習　山林整備と谷津田稲
つくり

天覧山付近の山林及び谷津田を近隣の飯能第１小
６年生及び地域住民が整備し、環境保全の意義や
郷土愛を培う。

8 虎秀やまめクラブ 重要文化財周辺整備事業 国の重要文化財である福徳寺阿弥陀堂と周辺の
「やまめ農園」、山林、ハイキング道の整備を行い、
地域の良好な環境を維持する。

9 大沢商店会 街頭彩り作戦 大沢１・２・４丁目地区内の街頭に年３回花苗を植え
ることで地域に彩りを添え、賑わいを演出する。

10 越谷アリタキ緑の会 アリタキ植物園体験教室 市立越谷アリタキ植物園にて小学生やその親を対
象に体験学習会を開催し、子供たちの自然への関
心を高める。

11 ＳＵＮ ＪＯＹ南小畔川 「オリンピックロードに花を咲かそ
う」プロジェクト

県道１５号線沿いに花を植え、地域住民の憩いの場
所を設ける。また、東京オリンピックの会場となるゴ
ルフ場へ通じる場所のため、オリンピック期間中花
いっぱいにするために管理方法等を研究する。

12 川口市立鳩ヶ谷中学校
ＰＴＡ

花と笑顔あふれる緑化プロジェク
ト

中学校の校舎内及び校庭にプランターを設置し、Ｐ
ＴＡ、生徒、教職員が協働で花を植え、学校を笑顔と
潤いで満たす。

13 ふるさと上谷沼　地域
創造塾

上谷沼周辺の自然再生まちづく
り

上谷沼調整池周辺の環境保全・体験事業を実施す
るとともに、小学校での環境教育及び地元農家での
体験学習を開催し、地域住民に地元の自然の価値
を認識してもらう。

14 ふかや緑の王国ボラン
ティア

山野草ガーデンの創設 深谷市所有のふかや緑の王国内の未整備部分に
樹木・野草等を植栽し山野草ガーデンを整備する。

15 平方中央商栄会 花いっぱい運動 平方中央商栄会内の道路歩道にプランターを設置
し、花を植栽することで気持ちの良い地域をつくる。
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16 入間川の岸辺を美しく
する会「左岸」

みどりの環境と花の道づくり 入間川左岸で花苗の植栽、外来植物の除去、藪の
刈取り、清掃作業、剪定等を行い、地域住民が楽し
める散歩道を整備する。

17 市野川水系の会イン滑
川町

「キツネノカミソリ」の保護・保全 県指定の準絶滅危惧種「キツネノカミソリ」の群生地
の維持管理を行うことで地域との絆を深める。

18 埼玉県シェアリングネイ
チャー協会

小瀬田再生プロジェクト 小川町小瀬田地区の里山再生及び田んぼの生き
物調査等を通して、里山の豊かな自然を復活させ、
子供たちに自然の素晴らしさを伝える。

19 町屋通りまちづくり商店
街振興組合

まぼろしの茶の花が咲く、町屋通
りプロジェクト２

商店街の店頭や一般家庭の軒先にチャノキの鉢植
えを置き、通りを緑で彩る。

20 日高市立高麗中学校Ｐ
ＴＡ

校内花いっぱい運動 学校の校門から昇降口までや体育館前など、生徒
が毎日目にする場所に花苗を植栽し、活気ある学
校づくりをサポートする。

21 高麗地区青少年健全
育成の会

花で飾ろう１３００ 今年高麗郡建郡１３００年を迎えるにあたり、高麗公
民館の敷地に地域の子供たちと大人が協力して花
を植えるほか、ガーデニング教室を実施する。

22 桜区のまちづくりを進め
る会

「ハンノキの里」プロジェクト 荒川左岸（羽根倉橋上流河川敷）「ハンノキの里」に
残された自然環境を保全するとともに、自然観察会
を実施する。

23 ForesTokigawa 弓立山頂を景勝地に再生！プロ
ジェクト

山林火災により一部が焼失した弓立山の残材整理
を実施し、景観美化を目指す。

24 さいたま市立上落合小
学校ＰＴＡ

ビオトープの再生と花いっぱいプ
ロジェクト

校内のビオトープと花壇の手入れを行うことで校内
の環境美化に取り組み、児童・学校・保護者・地域
の絆を深める。

25 さいたま市立大宮南中
学校ＰＴＡ

花緑♡プロジェクト 校内全体を花・植物でいっぱいにして子どもたちの
心のうるおいをはぐくむとともに、環境整備、除草、
ボランティア清掃、落ち葉清掃等も実施する。

26 さいたま市立与野南中
学校ＰＴＡ

与野南中のバラを美しく豊かに
する会

校内のバラの木の維持管理と新たな植栽により、な
お一層地域から愛される学校となるよう活動する。

27 一般財団法人日本太
鼓協会

太鼓の森づくり 平成２２年から保全活動を実施している東秩父村の
「太鼓の森」の維持管理を行い、地域との絆を深め
る。

28 株式会社むさしビルク
リーナーＭＢＣみどりプ
ロジェクト

ウッドチップから「みどり」「環境保
護」「資源再利用」の大切さを広
めるプロジェクト

県立草加かがやき特別支援学校及び分校において
樹木剪定、刈払機による除草、チッパーによる剪定
枝粉砕、ウッドチップ活用方法を講習・実演し、就学
生等にみどりの大切さを広報する。

29 倉松川を愛する会 バタフライガーデン・コミュニケー
ションガーデンの維持活動

倉松川の両岸に整備した花壇、バタフライガーデン
の維持管理・植栽を実施するとともに、牛島小学校
の児童を対象に支援事業を実施する。

30 西島町自治会 みどりで和む街づくり 深谷駅前の歩道植栽桝への植樹・植栽事業を充実
させ、地域住民が自らの街に誇りを持てるようにす
る。

31 月葉会 学校の緑サポート活動 上尾市立芝川小学校、大石小学校、幸手市立幸手
西中学校の校庭樹木の剪定、花壇の手入れを行
う。



32 特定非営利活動法人ス
マイリングキッズバイ想
根会

「野草園なんだけど動物園」子ど
も達とつくる和の野草園

川口市立根岸小学校内で自然観察会、クマガイソ
ウの栽培強化と動物・植物の名前がついた山野草
の植栽を実施し、子供たちの自然への関心を高め
る。

33 特定非営利活動法人う
るおい工房村

伝右川遊歩道・延長工事に伴う
桜・花植樹プロジェクト

伝右川に整備された遊歩道にそうか桜・福島ひまわ
りの花等を植樹し、維持管理を行う。

34 西武入間グリーンヒル
ショッピングプラザテナ
ント会

西武入間グリーンヒルショッピン
グプラザ花いっぱい運動

ショッピングプラザ前の花壇を植栽し、定期的な維
持管理を行うことで地域の絆を深める。

35 桶川市東二丁目町会 地域の緑化と美化活動 雨水管の上の未舗装部分に竜のひげを植栽して緑
化に努めるとともに、定期的な管理活動を行うこと
で町内のコミュニケーションの場とする。

36 白子川と流域の水環境
を良くする会

湧く湧く（わくわく）パークの自然
活動

白子川の親水公園（湧く湧くパーク）の定期的な維
持管理を実施するとともに、近隣小学校の環境学
習支援や水生生物調査を実施する。

37 熊谷市立江南中学校 江南中みどりの園プロジェクト 学校内の除草、花の植栽、グリーンカーテンの植え
付け等を行い、地域の方のみどりに対する関心を
高めるとともに、生徒の環境保全意識を醸成してい
く。

38 川口市立木曽呂小学
校学校応援団　風の木

グリーンカーテン育成プロジェク
ト

川口市立木曽呂小学校内でグリーンカーテンの作
成、ハーブ・花苗の植栽等を行い、児童や保護者に
環境改善について関心を向けてもらう。

39 坂戸市立若宮中学校
学校応援団

埼玉県花サクラソウと花と緑いっ
ぱいプロジェクト

校内でサクラソウの栽培、多種多様な樹木・草木の
植栽、芝生の再生等を実施する。

40 清香園・東京ドームス
ポーツ共同体

アジサイの里づくり 本庄市ふるさとの森公園内で地元高校生やNPOと
ともにアジサイを植樹する。また、公園内の緑を活
用し自然観察会を実施し、地域の絆を深める。

41 坂戸市立千代田小学
校緑化応援団

学校花いっぱいプロジェクト 学校の昇降口や花壇がいつも季節の花で溢れるよ
うに、花壇の整備、除草、プランター設置等による緑
化を行う。

42 秩父森づくりの会 間伐等による森林の活力アップ
事業

秩父市の市有林内で間伐等の森林整備活動を実
施する。また、体験イベントを実施し多くの方に持続
可能な循環型森林システムの普及啓発活動を行
う。

43 一年中桜に出会える町
よりい・実行委員会

男衾、折原地区の里山風景を活
かした桜植栽事業

男衾牟礼地内の休耕地に桜を植え、地元住民と連
携して維持管理を行いながら地域の絆を深め、コ
ミュニティの場としていく。

44 久喜市立久喜中学校Ｐ
ＴＡ

久喜中学校創立７０周年記念植
樹事業

久喜中学校の創立７０周年を記念してポプラの植樹
を実施する。また、継続して定期的な維持管理を行
うことで、母校愛や地域のきずなを深める。

45 明戸櫻の会 明戸地内に桜並木等造成 備前渠用水路堤塘敷等に桜と紫陽花を植栽し、地
域の発展に資する。

46 株式会社マツザキ緑化
プロジェクト

株式会社マツザキ緑化プロジェ
クト

川越市中福周辺の畑・山林を住民とともに緑化・清
掃し、緑づくりと環境の向上を図る。

47 花と緑部会 ふじみ野市旭町花壇植栽 県道２６６号線の交差点に設置されているプラン
ター８基に年間を通して花を植栽する。



48 グリーン・フォレスト・
ネットワーク所沢

緑の森博物館所沢市分雑木林
の再生

さいたま緑の森博物館所沢市分で植生調査、保全
作業、季節ごとの散策活動を実施し、会員や一般の
方に街の緑の役割や大切さを実感してもらう。

49 ＮＰＯ法人大道・屋敷林
の会

おおみち屋敷林の路づくり 第９号公園、大道自治会館、街路樹、調整池周辺
の維持管理を行うことで、地域の絆を深める。

50 鳩山町立鳩山小学校
学校応援団

緑化推進ドリームプロジェクト 学校応援団と児童が学校の花壇の維持管理及びツ
ツジの植樹等を実施し、郷土と緑を愛する心を培う
とともに、地域住民の絆を深める。

51 さいたま市立指扇北小
学校PTA

指北小PTA四季の森再生・花
いっぱいプロジェクト2016

学校林である四季の森の清掃・除草及び校内の花
壇整備を実施し、自然を大切に思う心を児童の中に
育て、保護者・教職員・地域の方々へ広げる。

52 連雀町自治会 連雀町花いっぱい交流事業 連雀町内及び近隣の公共場所に会員が中心となっ
て花苗を植え交流の場をつくる。

53 江南の藤保存会 「江南の藤」生物多様性アピール
事業

樹齢１４０年、県内最大級の規模を持つ「江南の藤」
の開花時期に向け、維持管理を行う。

54 三富ライフファーム株式
会社

市民参加型の三富平地林の維
持・再生活動および環境教育活
動

三富地域で「活樹祭」、収穫祭・文化祭、落ち葉掃き
を市民や地域グループとともに実施する。

55 名栗川の自然を考える
会

川に親しみホタルを蘇らせる 名栗川の川沿いに整備したビオトープの維持管理
活動を実施し、ホタルが産卵しやすい環境を整え
る。

56 下吉田町会 緑化活動プロジェクト 私有地斜面に植樹及び遊歩道整備を行い、定期的
な維持管理をすることで地域の絆を深める。

57 協同組合飯能銀座商
店街

商店街グリーンライン作成事業 商店街の街路灯にプランターを設置し、商店街利用
者に緑を提供する。

58 越谷どろんこ保育園 畑の改良 保育園内にある畑・花壇の改良及び緑のゾーンの
動物保護柵を作り、子どもたちが野菜や花を育てる
経験ができるようにする。

59 特定非営利活動法人け
やの森自然塾

自然のあそびと林の作品展 日高市内の雑木林で子供を対象とした林あそび、
整備・植樹活動、造形活動、作品展を開催し、子供
たちの自然保護の意識を育む。

60 神保原四丁目水辺の
里親会

桜とみどりの植樹維持管理事業 御陣場川の川岸で年間を通して花苗の植栽、桜の
維持管理、ワークショップを実施し、地域の環境活
動を推進する。

61 三郷市立彦糸中学校Ｐ
ＴＡ

フェンス花いっぱい活動 学校を囲むフェンスに花を植えたプランターを掛け、
ウォーキングを楽しむ地域の方などにも楽しんでい
ただけるようにする。

62 秩父こもれびの庭 こもれびの庭植栽事業 羊山公園内の芝桜の丘に隣接した雑木林（こもれ
びの庭）の維持管理及び追加植栽を行う。

63 男衾自然公園管理組
合

男衾自然公園西側のみどり創り
及び植樹木の管理と公園の施工
整備事業

数十年間放置された里山を整備し甦らせることで、
老若男女が楽しめる公園を提供する。



64 越谷レイクタウンどろん
こ保育園

レイクどろんこ園庭緑化プロジェ
クト

保育園内のエントランス及び園庭に植物を植え、園
内の緑化を図る。

65 NPO法人秩父百年の森 県有林山吹沢の森づくりと植林
体験エコツアー

秩父市内の県有林での植林体験活動・森林観察会
を通して、秩父の森の素晴らしさと大切さへの理解
を深める。


