
株式会社荒川グリーングリン みどりを創る事業・植栽活動
日本を代表する桜の郷づくり＜一年を通して桜に会える里
山＞の実現を目指して、寄居町内全域でのサクラの植樹
活動を行う。

桶川楽郷の会 石川川の水辺に花木の郷を創るプロジェクト
石川川の護岸を利用して植樹されている「あじさい
ロード（通称）」において、花木の郷を創る為の植樹、
剪定、下草刈り等を進める。

桜区のまちづくりを進める会
荒川堤外（さいたま市桜区）みどりの自然環境保全
プロジェクト

荒川堤外において、生態系及び環境調査を行うとともに、
県民参加の動植物の観察会や自然体験会等を開催する。

原市みどりの再生ボランティア
の会

原市地区みどりの再生事業
原市地区の雑木林を再生するため、下草刈り、雑木
林周辺の刈り払い、古損木の撤去、雑木林内の清掃
を行う。

入間川の岸辺を美しくする会
（左岸）

入間川の岸辺を美しくする会（左岸）グリーン作戦
Ⅱ

入間川田島堰付近においてブタクサなど外来種駆除と清
掃活動を行うと共に、ヒガンバナとネジ花による花の道をつ
くる。

財団法人埼玉県生態系保護協
会

荒川大麻生公園『河原松山』復元プロジェクト
地域住民に親しまれていた『河原松山』の景観を取り戻す
ため、県民参加によりアカマツの植樹育成活動を実施す
る。

川口市青木１・２丁目町会 河川＆公園美化プロジェクト
旧芝川河川敷において、町会が中心となり、芝桜の植栽、
植栽いかだを利用した空芯菜の植え付け、草刈り清掃活動
などを行う。

柳瀬川の最上流をきれいにす
る会

柳瀬川みどりの自然に学び、川に親しむ地域コミュ
ニティーを！

柳瀬川上流部周辺において、探査隊活動や気付き
マップ作製、広報啓発活動を実施する。

糀谷八幡湿地保存会 糀谷八幡湿地里山整備事業
八幡湿地の整備や小学生との稲作活動、里山のくず
はき、下草刈り、間伐、木道修復など環境保全活動を
実施する。

春日部ロータリークラブ 春日部子ども達の心の杜づくり事業
春日部市の児童センター「エンゼル・ドーム」において植樹
を行うほか、子ども達のための自然環境学習会を開催す
る。

熊谷ふるさとの森づくりの会 あっぱれ熊谷流「ふるさとの森づくり」事業
熊谷さくら運動公園において、植樹を行うとともに、記念講
演やリーダー研修を実施する。

吾野宿再生と吾野を語る会 吾野宿再生と林業の活性化事業
秩父街道の宿場「吾野宿」の再生を目指して、街道沿いの
空地や民家の前庭に植樹するとともに、展覧会を実施す
る。

川越緑のサポーター
武蔵野の平地林再生・コナラ植樹でみどりを育て、
伐採木のリサイクル活用事業

平地林の再生のために、伐採した樹木のチップ化による土
壌改良、コナラの植樹、間伐、落葉掃き等を実施する。

ところざわ倶楽部地域の自然
グループ

市民による雑木林再生のための里山の循環型の
実践プロジェクト

早稲田大学所沢キャンパスＢ地区の雑木林の植生調
査と講演会・観察会の開催、調査地の下草刈り作業
などを行う。

山口の自然に親しむ会 菩提樹池周辺緑地保全事業
埼玉県のエコオアシスである菩提樹池と周辺において保全
作業、援農作業、生物調査観察会等を実施する。

ファーム・インさぎ山 冒険の森づくり～里山再生事業
さいたま市緑区にある放置された里山を「冒険の森」として
再生するため、下草刈り・伐採、調査、体験学習、チェーン
ソーアートの作成等を行う。

見沼１００年構想の会 埼玉県立近代美術館を囲む緑の再生プロジェクト
近代美術館周辺において、樹木調査を行った後、樹木の刈
りこみ、下草除去等を行う。

一般社団法人川口市造園業協
会

“緑の郷”安行オープンガーデン
個人庭園等４０か所をオープンガーデンとして整備し、一般
に開放する。

備前渠明戸桜並木造成推進協
議会

備前渠明戸桜並木造成
深谷市明戸の備前渠用水路において、サクラの植樹を行
い、地域ぐるみで桜並木を創出する。

NPO法人秩父の環境を考える
会

里山再生プロジェクト　昆虫の森づくり
秩父ミューズパーク内のゴルフ場跡地において、「森の学
園・昆虫の森」を創るため、昆虫の好む樹木を植栽するとと
もに、自然観察会を実施する。

稲沢ハイキングコース開設実
行委員会

「山里」再生稲沢ハイキングコース開設プロジェクト
旧児玉町稲沢地区にある旧山道をハイキングコースとして
再生するため、雑木等の刈り払い、植栽、東屋の建設等を
行う。

本庄ロータリークラブ 花と緑を取り戻すロータリーの森づくり
本庄総合公園の駐車場においてサツキツツジの植栽を行
う。

児沢探検隊 児沢の森・里山と谷津田再生プロジェクト　Ver.2
里山保全と谷津田の保全を一体のものととらえ、落葉利用
の堆肥づくり、谷津田でのお米作り、里山に親しむ活動を
行う。

里山の保全を考える会 里山にコナラの森を復活させよう！
早稲田大学所沢キャンパス内において、下草刈り、
落ち葉かき、枯れ草の刈り取り、調査等を行うほか、
コナラの移植を実施する。

柏沢花の会
地域ぐるみでみどりを育てる「花木植栽」プロジェク
ト

旧両神村にある四阿屋山の北側山麓に、ミツバツツジやモ
ミジの植栽を行うとともに、集落内の空き地等に枝垂れ桃
を植栽する。

和光市食文化研究会 大豆・ゴマプロジェクト
荒廃した休耕地を開拓して大豆・ゴマ等を育て、味噌、ごま
油をつくり、食育を実践するほか、地域ブランド開発を模索
する。

特定非営利活動法人森林活用
研究会こぴす

森とあそぼう（森のパズル作り）
森林に接しながら、パズルづくりをすることによって、子ども
の五感を養い、自然への意識を高める。
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財団法人埼玉県公園緑地協会 みどり探し・ふれあいチャレンジプロジェクト
県営公園において、昨年度整備した樹名板を活用したみど
り探しオリエンテーリングやミニイベントを開催する。

「鬼ヶ谷津ホタルの里」を守る
会

鬼ヶ谷津「花の散歩路」プロジェクト
小川町前高谷地区にある鬼ヶ谷津においてホタルの
保護の他、休耕田の草刈り、天地返し、レンゲの種ま
きを行う。

埼玉県立浦和第一女子高等学
校麗風会

間伐材で「浦和一女麗風会の森」に遊歩道をつくろ
う

寄居町風布地内の「浦和一女麗風会の森」において、下草
刈り・間伐を行うほか、間伐材を利用した遊歩道整備を行
う。

協同組合飯能銀座商店街 商店街中心市街地緑花プロジェクト
飯能中心市街地商店街において、地域ブランド西川
材を利用したプランターを設置するとともに、駐車場
の緑化を進める。

特定非営利活動法人フラワー
ピース

鴻巣駅東口ロータリー「ハンギングバスケットでおも
てなし」プロジェクト

「花のまちこうのす」の玄関口である、鴻巣駅東口
ロータリーの街路灯に、吊型ハンギングバスケットを
取り付ける。

鴻巣市立鴻巣東小学校ＰＴＡ 大けや樹勢回復プロジェクト
学校のシンボルであり、樹勢が衰えてきている「大け
や」の樹勢回復工事等を行う。

特定非営利活動法人秩父農工
森づくりの会

メープルの森植樹事業（３年目植樹区域）
秩父地域ふれあいの森「メープルの森」における看板
の設置、作業道の造成、下草刈りのほか、鹿害対策
として、くわんたいネットの設置を行う。

ＮＰＯ法人エンハンスネイ
チャー荒川・江川

江川下流域サクラソウトラスト地の絶滅危惧植物群
落の維持管理活動

上尾市・桶川市の江川流域サクラ草トラスト地におい
て、外来種駆除作業と絶滅危惧植物の保護活動を行
う。

こしがや・四季の路管理組合 こしがや・四季の路の緑地帯改善実施事業
住宅地において緑地帯をワークショップにより住民参
加でモデル的に改善するとともに、樹木管理の体験
学習を行う。

戸塚南小エコクラブ 斜面林・アカガエル・ホタル再生プロジェクト
アカガエルやホタルなどの水生動物、昆虫が生息で
きる生態系を守り育てるために、竹林間伐を実施、斜
面林に植樹し、井戸を採掘する。

特定非営利活動法人山のめぐ
み

「このこの木」プロジェクト
都会に暮らす方々に、木の子栽培、間伐、下草刈り
等の山林や里山整備保全作業を体験してもらい、森
林を守る意識を高めてもらう。

安行みどりのまちづくり協議会
安行の緑地を守る実作業を通じ、『みどりと触れ合
う、知る、親しむ』事業

準滅危惧種「イチリンソウ」が自生する安行地区斜面
林等において、地域の協力を得て、保全活動を行う
他、自然観察活動等を行う。

特定非営利活動法人木の家だ
いすきの会

奥武蔵の森と木にふれる木育・子育て支援活動
幼稚園・保育園を対象に、間伐と間伐材を使用した木
工や、自然学習会などの「森と木にふれる木育・子育
て支援活動」を行う。

奥武蔵花楽会 花の山緑化事業
荒れ果てていく山を『花の山』にするため、作業道の
整備や、雑木の伐採、草刈り、花木の植栽、防獣用
ネット張りなどを行う。

埼玉の森林を考える会
野生動物と共生する森づくり－埼玉の森林におけ
るシカの影響をＰＲする。

森林を良好な状態で保全することを目的に、県民参
加による観察会やシカの生息状態の調査を行い、そ
の情報を発信する。

特定非営利活動法人荒川の自
然を守る会

野の花いっぱい　里山プロジェクト
上尾市立丸山公園に移植した「大正製薬の森」の貴
重な植物の維持管理を行う。

アメニティグリーン本庄の会 本庄市あじさいの里づくり
旧児玉町東小平地区にある里山「ふるさとの森公園」
で開催する「健康まつり」においてアジサイの苗木を
植栽・配布する。

原市場の森を育てる会 原市場の森整備事業
飯能市の「原市場の森」において、ＰＴＡ、学校が地域
と連携して、雑木の植樹や作業道の整備等の整備事
業を行う。

ＮＰＯ法人和光・緑と湧き水の
会

和光市白子の緑地・湧水群見学会および緑と湧き
水フォーラムプロジェクト

地域で保全に取り組んでいる、カタクリが自生し、周
辺に湧水が湧く白子の緑地・湧水地を知ってもらうた
めに、観察会やフォーラムを開催する。

笹井小芝生サポート隊 狭山市立笹井小学校芝生維持管理プロジェクト
「ポット苗」方式により芝生化した校庭を、児童、保護
者、地域が一体となり管理する。

川口市立根岸小学校ＰＴＡ
開校40周年記念事業　根岸小に「くまがい草」復活
プロジェクト

かつて自生し、校章にもなっている絶滅危惧種「くま
がい草」を復活させるため、土壌改良や植え付けを行
う。

川口市立安行東小学校ＰＴＡ
川口市立安行東小学校
みどりのある校庭づくり・芝生化事業

とことんトークで発表した昨年度の高麗芝による芝生
化に引き続き、地域連携によりティフトンを張る。

深谷市遺族会岡部地区 榛の森公園と志戸川を彩るプロジェクト
水辺と緑の魅力を一体に感じることができるように、
河川に隣接した場所に花木、公園に隣接した場所に
つつじの植栽を近隣住民参加型で行う。

備前堀桜の会 備前堀桜の会紫陽花園造成
疎水百選の一つである備前堀の堤塘敷において、桜
並木の間に紫陽花を植樹する。

社団法人秩父青年会議所 彩りのある街づくり～美しき紅葉に想いを馳せて～
地域活性化の「タカラ」であるカエデ類を子どもたちと
いっしょに里山に植栽する。

武蔵野雑木林ネットワーク
アートで市民参加～「６次＋α 」で森林価値の再発
見

雑木林にあるレストランを舞台に、「アート展示」に加
え、声楽演奏会、落葉掃きを行い、雑木林の新しい価
値を創出する。

エコネットとみおか
くぬぎ山（里山）と周辺を整備し、自然環境を守るプ
ロジェクト

くぬぎ山及び周辺のセイタカアワダチソウの駆除をは
じめとするヤマの整備、不法投棄回収を行う。

大石北小親父の会 北小ビオトープ保全プロジェクト
大石北小学校内ビオトープの保全について、学校、Ｐ
ＴＡ、親父の会、地域住民が一体となった植林・植栽
活動を行う。


