
川本の風と緑と水を守る会 わんぱくの森保全と遊歩道の完成
小学校の裏山の「わんぱくの森」を地域の人達に利用してもら
うために、遊歩道の整備を行う。

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

「里山・ビオトープ構想」の実現に向けて、植生調査、植物相を
記録したマップの作成、生物相調査、周辺環境の整備を行う。

ＮＰＯ法人むさしの里山研究会 里山のみどりを学び楽しむための体験活動
交流拠点におけるイベントや竹林の整備、竹炭づくりのほか、
ホタル観察、焼き芋づくり等を行う。

川口市青木１・２丁目町会 河川＆公園美化プロジェクト
　旧芝川河川敷に芝桜などを植栽するほか、あじさいの剪定や
草刈り、清掃等の活動を行う。

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の実現を目指して、町内全域での
桜の植樹と下草刈り等を行う。

特定非営利活動法人木の家だいすき
の会

「奥武蔵の森の保育園」指導者育成事業
昨年度の実験事業を踏まえて、幼児を対象とした間伐や自然
遊びのプログラムの充実を図るため、研修プログラムの検討・
実施・評価を行うとともに、ミニシンポジウムを行う。

里山の保全を考える会 里山で落葉樹の実生を探そう！
里山の保全に加えて、外来種等を除伐した裸地にて、落葉樹
の実生の植栽を行う。実生は参加者に林内で実際に探しても
らうなど、レクリエーションとしての側面を持たせる。

男衾自然公園管理組合
男衾自然公園北西側、竹林雑樹木の伐採に伴う公園
施工整備

　ジャングル化した里山を借り受け、竹林雑樹林を間伐・伐採
し、クヌギや桜、自生の山野草を保護し、薪等を利用することに
より、観光も含めた恵みある里山を再現する。

奥武蔵研究会 緑と花のコミュニティーづくり
コミュニティーセンターを建設するとともに、山から木材を切り出
し、植樹を行う。

水源の里を豊かにする会 古堂の森を癒しの森にする事業
里山を保全再生するため、中学生による環境学習の一環とし
て植樹会を実施するほか、下草刈りや、間伐、歩道の整備を行
う。

八木崎自治会 花の里親まちづくり事業
花ポットを各家庭で育ててもらい、公園に植えるほか、高校生
が作成した原画に基づいて、寄せ植えによる花絵づくりを行う。

埼玉県立浦和第一女子高等学校麗
風会

「浦和一女麗風会の森」森林整備　～「楽しむ森」をめ
ざして～

寄居町の「浦和一女麗風会の森」において、これまで整備した
部分の下草刈り等を行うほか、新規整備部分の不要な大木を
伐採し、憩い広場のテーブル等を作成する。

川口市立根岸小学校ＰＴＡ
根岸の丘のエコアップ「もりあおがえる」が棲む学校づ
くり

「もりあおがえる」が生息できる環境を創造し、保全するため、
生態調査、井戸を新設することによる水辺の環境整備、植栽に
よる林の環境の充実、花壇の整備等を行う。

明戸櫻の会 明戸地内桜並木等造成
深谷市明戸地区において、紫陽花と桜を植樹するとともに、桜
の維持管理を行う。

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
近代美術館を囲む公園をアカデミックに現代に相応しく再生を
図るため、近隣ボランティアとともに研究しながら、マツ林の再
生と、調査、樹木の刈りこみ、下草除去等を行う。

三富江戸農法の会
三富里山サポーター育成事業～『農的ライフ』を体感
する～

三富地域固有の里山を中心とした農的ライフを地域住民や首
都圏在住の方々に体感してもらうため、昆虫採集、農業体験、
焼き芋会、落葉掃き等を行う。

糀谷八幡湿地保存会 糀谷八幡湿地里山整備事業
貴重な生物の保護活動を行うと共に、地元小学校と連携を取
り、小学生による体験学習を行うほか、田んぼの団体との交流
を行う。

特定非営利活動法人和光市食文化
研究会

休耕地みどり再生プロジェクト
休耕地を耕し、伝統食の食材である大豆、小麦、蕎麦、胡麻、
キビ、練馬大根等を栽培等を行うと共に、伝統食の伝承活動を
行う。

神川山歩きの会 御嵩山里山ハイキングコース再生整備事業
旧の山道を整備して、ハイキングコースを再生するとともに、竹
林伐採後の地に「やまざくら」「つつじ」等を植栽する。

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
　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、花木の郷を創るため、桜の植樹、あじさいの剪定、下草
刈り等を進める。

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。

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、雑木林内の美化・清掃を行う。

団　体　名 事　　業　　名 事　業　概　要

平成２４年度みどりの埼玉づくり県民提案事業補助金交付団体一覧



団　体　名 事　　業　　名 事　業　概　要

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
植木業者等が多数集まる安行地域において、個人庭園約４０
か所を地元の町会、学校の協力を得て、オープンガーデンとし
て一般に開放する。

本庄ロータリークラブ 花と緑を取り戻すロータリーの杜づくり
土地区画整理事業により、本庄早稲田駅周辺に立ち上がる
「新しい街」を一望できる丘の公園から、ふもとにかけての散策
路に山桜やエゴノキを植栽する。

名栗はぎの里づくり実行委員会 日本一のはぎの里づくりプロジェクト
日本一のはぎの里をつくるため、飯能市名栗地区の名栗湖の
堰堤下から、約３０００本の「はぎ」を植栽する。

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ソウ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。

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、樹木類
の整備・処分、更新などの保全作業、援農作業、生物調査観察
会等を実施する。

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
ティーづくり事業

柳瀬川上流部周辺において、探査隊活動や環境マップ作成、
広報啓発活動を実施する。

埼玉の森林を考える会
守ろう！埼玉の森林・埼玉の自然－野生動物と共生
する森づくり

森林を良好な状態で保全していくために、観察会を開催すると
ともに、生息状態を県民参加で調べ、その情報を発信する。ま
た、狩猟者に対するアンケート調査を実施する。

原市場の森を育てる会
原市場の森整備事業ver.2プロジェクトD(間伐の急斜
面の整備）

｢原市場の森」から、山は資源の宝庫だと発信するため、丸太
を搬出して薪割り機により薪を作り、小中学校に配布するな
ど、薪を使った生活を広める。

荒川商工会青年部
「ちちぶ花見の里」彩りづくりを生かした地域コミュニ
ティづくり

秩父市の花「シバザクラ」を地域ぐるみで、そば畑がある「秩父
花見の里」に植え付けし、緑化と地域の憩いの場づくりを行う。

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
関係機関に認められ、作業道として整備された四阿屋山登山
道の両側に、枝垂れ桃やミツバツツジ、モミジの植栽を行う。

社団法人秩父青年会議所
彩りあるちちぶ、未来へ繋ぐ豊かな環境植樹プロジェ
クト

竹林跡地を、他団体やボランティアと協働で、横瀬町の木であ
るモミジで埋め尽くし、癒しとなるような景観形成を図る。

Design Heart（デザインハート） 体験型・自然のアートギャラリープロジェクト
自然体験型のアートギャラリーを設置するほか、県産材を利用
したお箸づくりワークショップを開催し、自然の価値を再発見す
るとともに、アートに興味を持つきっかけを作る。

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する。

市民の森保全クラブ 市民の森里山保全作業プロジェクト
里山管理の技と里山で暮らす知恵＝里山文化を学ぶため、東
松山市有林「市民の森」の雑木林において、古損木の伐採・整
理、下草刈り、伐採作業を行う。

特定非営利活動法人比企自然学校 薪の暮らし普及促進事業（初年度）
森林資源の有効活用、エネルギーの地産地消を図ることで、里
山を復活させるため薪の生産・供給体制のモデルを構築するこ
ととし、間伐作業や薪生産、ピザ窯の製作を行う。

坂戸２区の２防災会
坂戸初！民民賃貸による未利用地の芝生広場整備事
業

未利用地を自治会等で無償賃借し、地域のコミュニティ広場と
して活用出来るように芝生や樹木の整備を行う。

公益社団法人　埼玉県公園緑地協会 みどりを学ぶ「きっかけ」づくりプロジェクト
継続的にみどりへの興味をもつ「きっかけ」を増やすことを目的
に、工夫を凝らした樹名板を作成・設置するほか、親子で門松
を作成する体験型イベントを実施する。

特定非営利活動法人西川木楽会 ヤブツバキの森づくり
埼玉県の潜在植生であるヤブツバキの森づくりを行うため、間
伐や選定作業、苗木の捕食を行う。

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
　開発予定地の表土と植物を移植した公園等において、里山
再生に取り組むために、草刈り、帰化植物抜き、植物調査、観
察会、間伐、下草管理作業を行う。

奥武蔵花楽会 花の山緑化事業
荒れた山を花の山にするために、作業道の整備や花木の植栽
を、地域、外部にも働き掛け、近くの小学校と連携して行う。

笹井小芝生サポート隊 狭山市立笹井小学校芝生地拡大プロジェクト 児童から要望のあった遊具地の築山に芝生スペースを創る。

鴻巣市立鴻巣東小学校ＰＴＡ 大けや樹勢回復プロジェクト２
樹勢が失われている、学校のシンボルである「大けや」の樹勢
回復工事を行うとともに、枝を使用したコースターを作り、腐葉
土作りを行う。

ファーム・インさぎ山 冒険の森づくり～里山再生事業（平成２４年度分）
放置された里山を「冒険の森」として再生する３年計画の３年目
分として、下草刈り、生き物調査、木のぼり、ロープワーク等の
体験学習、チェーンソーアートの製作等を行う。
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川越緑のサポーター
川越地区の森（平地林）の再生に実生から育てたコナ
ラの育成と植樹体制の継続

育てているコナラの幼木５００本を継続して育て、樹高１．５Ｍに
育った若木を森の中に植栽することで平地林の若返り再生を
継続推進する。

日本景観フォーラム埼玉県支部 「杏と蛍と水車の里」作り
吾野をアンズの里、ホタルの里、水車の里とするため、ホタル
の飼育と、アンズの植栽を行う。

戸塚南小あすぱるエコクラブ 斜面林・アカガエル・ホタル再生プロジェクト
竹林間伐、植樹によりアカガエルの生息環境をつくるとともに、
蛍の生息環境を整備する。また、斜面林を守る気運を育てるた
め調査と、ツリークライミングを実施する。

特定非営利活動法人森林活用研究
会こぴす

森の中でのさまざまな遊びが身体活動量とからだに及
ぼす効果

森の中での様々な遊びが子供達に与える影響を調査するた
め、動きや心拍変動から交感・副交感神経の働き具合を判定
し、からだと心に及ぼす効果を調査する。

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
都市部の方々に、キノコ栽培、間伐、下草刈り等の保全作業、
間伐材による小屋づくりを体験してもらい、山林と都市部の暮
らしの繋がりの意識の向上を図る。

武蔵野雑木林ネットワーク みどりのネットワークバスで里山を回ろう！
里山の古民家付農園を舞台に、アーティストによる「アート展
示」や森林等における「ワークショップ」等を実施し、里山の価
値を引き出し、実感できるようにする。

深谷市榛沢地区自治会 榛の森と志戸川を彩る会
深谷市の榛の森に隣接する志戸川の魅力を最大限生かした
彼岸花と桜による植栽を住民参加型で行い、気軽に利用したく
なるような近郊型地域観光スポットを創りだす。

山居オッパイ山公園を愛する会 山居地区空き地緑化プロジェクト
耕作放棄された水田に花ハスを植え、道路沿いに桜の木を植
樹することにより、周辺の公園化を図る。

伊原みどりの会 川と花ふれあいプロジェクト
世代間地域コミュニティの形成を目的に、住民参加による遊歩
道の植栽ワークショップ、清掃活動を通じた地域の見守り活動
を行う。

花木みどりの会 花いっぱいプロジェクト
緑化プロジェクトを通し、地域に対して関心、アイデンティティを
持った住民の育成を図るため、住民参加による遊歩道の植栽
ワークショップ、清掃活動を行う。

川越の魅力を育てる会 自然観察楽しむ会
小学生向けの自然観察楽しむ会を、新河岸川の川岸において
実施する。

連雀町表通り緑化交流会 連雀町緑化交流事業
各家庭で花を育てるとともに、表通りを中心とした花いっぱい通
りとして、地域的文化とうるおいのある町づくりを進める。

朝霞第五小学校学校応援団 花とみどりの潤いのある五小環境づくり
改築事業により新しくなった校地に花とみどりの潤いのある環
境づくりを行うために、菊の植え付け、栽培、展示を行う。

サクラソウの会 日高市武蔵台文教地区美化活動
地域の小中学校、公民館の敷地内の花壇や通学路に花を植
えて、環境美化と情操感情の育成に寄与する。

神保原四丁目水辺の里親会 御陣場川環境美化活動プロジェクト
御陣場川四丁目地内において、刈払機により除草、桜の木の
下刈りや花壇などの花苗等の植栽を行う。

植竹第４花づくりクラブ 丹荘駅周り花と緑でおもてなし事業
無人駅の駅前ロータリーを花とみどりで飾るとともに、近隣の
畑に季節の草花を植栽し、地域の高齢者や子供達を招待し、
年代を越えた交流の場を提供する。

神川町農業女性会議所 耕作放棄地をもう一度緑の農園に事業
耕作放棄地を解消し、大豆の共同栽培を行い、緑の農園を再
生する。大豆を利用した豆腐やみそ加工を行い、町の産業祭
において、加工した商品のＰＲを行う。

伊奈町立小針小学校ＰＴＡ
シンボルツリー中銀杏復活・自然観察園づくりプロジェ
クト

体育館新設工事に伴い伐採されたシンボルツリーである中銀
杏を復活させると共に、萩やホタルを甦らせるため自然観察園
（ビオトープ）を作る。

武蔵台小学校学校応援団 みどりとトンボの広場創生事業
プレハブ校舎の跡地を、子供達が自然とふれあう場とするため
に、トンボの飛来する湿地帯を作ると共に、実のなる木を植え
て多くの鳥が飛来できるようにする。

埼玉県久喜市立清久小学校ＰＴＡ みどりを学ぶ・楽しむ活動を通した豊かな心の育成
草花や野菜を育てる活動を通して、育てる楽しさや苦労、収穫
の喜びを体験させることにより、豊かな心の育成を図る。

五明「水辺いこいの場」管理会 五明用水遊歩道緑化推進活動
水辺再生100プランで整備された元五明用水の遊歩道に樹木・
花等を植栽することで、地域の緑化運動とコミュニティの形成を
図る。

鴻巣市立赤見台第一小学校父親クラ
ブ

赤一小緑いっぱい　笑顔いっぱいプロジェクト
花いっぱい運動に積極的に取り組み、学校ぐるみで花や植物
などの緑を育てることを通じて、児童に花や緑を大切にする素
地を育成する。

県民企画・実施事業　　計５２事業



団　体　名 事　　業　　名 事　業　概　要

草加市立高砂小学校ＰＴＡ グリーン大作戦！
ビオトープ周辺に樹木の苗を植え、水辺の生態系を充実させる
とともに、自然石を使った護岸整備等を行う。また、グリーン
カーテンを実施する。

川越市立高階西中学校ＰＴＡ
高階西中学校で希望の花をいっぱい咲かせようプロ
ジェクト

保護者や生徒、教職員が一体となって、雑草の除草をし、定期
的に花の植え替えをすることで一年を通じて花いっぱいの花壇
にする。

所沢市東狭山ケ丘美化協議会 所沢市東狭山ヶ丘美化協議会
小学校の花壇・校庭の美化・緑化を行うとともに、駅前ロータ
リーの花植え・除草・ごみ拾う等を行う。

桶川市立桶川東小学校ＰＴＡ 元気キラキラ花いっぱい学校づくりプロジェクト
ＰＴＡが中心となって、地域にも働き掛け、外柵フェンス沿いに
新たに花苗を植えるなど、学校の隅々まで花でいっぱいにす
る。

さいたま市立与野八幡小学校ＰＴＡ 八幡小、ふやそう草花と緑プロジェクト 学校内に草花や樹木を植え、緑の保全、創出を行う。

深谷市立深谷小学校ＰＴＡ 学校ビオトープ作成プロジェクト
豊かな生態系の保全と再生を図るとともに、環境教育に役立て
るために、ビオトープを作成する。

所沢市立所沢小学校後援会 所小＊花プロジェクト
開校１４０周年・後援会７０周年に合わせて、学校の花である
「チューリップ」を校舎前の花壇いっぱいに咲かせる。

さいたま市立谷田小学校父母と先生
の会

芝生再生プロジェクト
学校の芝生を維持管理するため、ＰＴＡとして積極的にメンテナ
ンス活動を行う

桜木小学校応援団（グリーンキー
パー）

桜木小校庭芝生維持管理事業
学校応援団が協力して、校庭の芝刈り、花壇、果樹園等の管
理など、緑化を推進する。

こしがや・四季の路管理組合 おおみち屋敷林の路づくりプロジェクト

かつての屋敷林の続く緑豊かな街並みが土地区画整理事業
により急速に失われつつある越谷市の大袋地区において、こ
れまで住民参加と行政との協働により緑地を管理してきた四季
の路管理組合のノウハウを地域に広げ、地域の貴重な景観で
あり、環境資産でもある屋敷林の保全・再生や沿道の緑化活
動を実施し、大道地区に再び屋敷林のある街並みを甦らせる。

（社）埼玉建築士会大里支部 緑の風吹くまちづくり事業

熊谷市の中心市街地である、星川通り商店街において、星川
の景観を活かした緑化をすることで、緑陰や涼風を吹かせる商
店街の特色づくりをする。そのために、住民が地域の緑化を自
ら考えるワークショップを開催し、地域に根差した緑化プランを
共に検討する。

わが街緑化支援事業　計２事業

みどりの活動きっかけ支援事業　計２４事業


