
1

日本景観フォーラム埼玉県支部 蛍飛ぶ杏と水車の里づくり　プロジェクト 蛍の自然飼育・杏の花・美しい鳴き声の河鹿蛙等失った自然を回復させる活動を通して都会の人た
ちとの交流をはかり地域の活性化を進める。

2

秩父もみじ 秩父もみじプロジェクト 両神地区の代表的な観光拠点である両神国民休養地に「もみじ」を植樹するとともに、既存の「もみ
じ」の保全を図ることで緑を創出し、地域の魅力向上を目指す。

3

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・パート２ 更に増えつつある休耕地を開墾し、農地の保全、景観、環境保全に努め、地域の保育園、幼稚園、
高等学校、大学、ロータリークラブ及び一般市民の方々に和光農業と伝統食の食育体験学習をして
頂き、「農」を通して「みどり」の価値を学んで頂く。

4

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 美術館を囲む公園の環境整備を行う。今年度は土の流出留めの設置を行うととも土壌改善と種ま
き、植え込みの実施や参加ボランティアの増員を行う。

5

倉松川を愛する会 倉松川バタフライガーデン創生事業 平成２５年度から倉松川沿いの管理用地が春日部市の所管となるため、地元有志やこどもたちによ
る植栽や草刈り作業を行い、かつてあったような多様な植物や生物が生息できる環境を創生する。

6

桜区のまちづくりを進める会 さいたま市桜区荒川堤外「（仮称）ハンノキの里」
保全プロジェクト

桜区の荒川堤外の周辺一帯を「（仮称）ハンノキの里」と名付け、県民の憩いの場とする「里山・ビオ
トープ」構想を提案している。平成２５年度は昨年度の活動に加え、これまでの自然環境調査の結果
を報告する「シンポジウム」を開催して、この地域の自然環境の豊かさへの理解を深めてもらう。

7

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 上尾市内の里山の多様な自然を再生するための維持管理活動と研究者の協力を得て再生過程の
調査研究を行う。

8

Ｄesign Heart(デザインハート） 自然体験サイクリングコース新設事業 自転車を停めて人が休憩できる、耐侯性の高い木製サイクルベンチを製作展示する。また木を近く
に感じることができるサイクリングコースマップを作成することで周辺の豊かな自然とじっくり触れ合う
ことができるようにする。

9

秩父森づくりの会 山と人とをつなぐ森づくり活動 秩父地域の里山を中心に、自主的な活動により森林をよみがえらせるために有志が集い、秩父の
森林を守り育むとともに、薪など木質バイオマスの地産地消を進め、木の薫る潤いと安心な生活空
間を創出することを目的とする。

10

花のプリンス倶楽部 花育推進事業 深谷市内の小中学校を対象に開催するキッズガーデンニング教室を開催し、広く緑や花についての
意識の醸成を図る。

11

神川観光づくりの会 下久保コテージ跡地を桜の名所に 現在は更地になっている下久保コテージ跡地のイメージアップのため、桜を植え、新たな観光名所と
してＰＲを行う。

12

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

「山里」稲沢の山林の保全と健康の増進を図る目的で、地域の人々と協働し、旧山道を整備し活用
したハイキングコースを開設し、都市との交流やグリーン・ツーリズムを推進し地域活性化と地域ぐる
みで豊かな森作りを育てて行く。

13

春日部市立小渕小学校ＰＴＡ 自然を愛し、自然と共に元気な小渕っ子プロジェク
ト

学校の敷地内にあるトトロの森と呼ばれるビオト―プでの蛍の放流や親子でのホタル観賞会を行っ
たり、学校園と呼ばれる花壇での季節ごとの野菜作りを行ったりする活動を通して、学校とＰＴＡとが
一体となって、児童の豊かな情操を育てるとともに、みどりを育てていく。

14

八木崎自治会 絆と緑あふれる・あったかタウン八木崎創造事業 県立春日部高校や八木崎小学校と共同で八木崎駅前広場や駅周辺、八木崎商店会などの通り沿
いを緑化することで、駅から降りる人たちを花や緑で温かく迎える「あったかタウン八木崎」の実現を
目指す。

15

奥武蔵花楽会 花の山緑化事業 杉を伐採した後放置されたままになっていた山林に（飯能市吾野、元あじさい館脇の山１．３ヘクター
ル）サクラ、モミジ、ツツジなどを地域の人々で植栽することで花の山と甦らせるとともに、地域の連
携を深める。

16

上谷総合公園緑化推進の会 みんなで育てるみどりの創出事業 元荒川側に桜の苗木を植樹し育てることにより、市外からの利用も多い公園利用者や総合緑道散
策者に緑がもたらす様々な効果を享受してもらうとともに、地域住民が主体となって緑化活動を実施
することにより、地域住民をはじめ緑の大切さを広く認識してもらい、緑のまちづくりを支援する。

17

元市町内会 地域ぐるみでみどりを育てる「元市町内会」プロ
ジェクト

緑の保全と創出を目的に公園に樹木を植栽するため苗木を購入し、多くの県民の皆様のボランティ
ア活動により植栽を行い、大切な緑の創造と保全に取り組み、継続的な緑化推進を幅広く行う。

18

特定非営利活動法人フラワーピー
ス

吹上駅北口　ロータリー「空中花壇・花灯でおもて
なし」プロジェクト

吹上駅北口前のロータリーにある１２基の街路灯に花灯のようなインパクトのある花飾りを取り付
け、”花のまちこうのす”の北玄関口として、花と緑でおもてなしをし、多くの方々に花と緑の力、重要
性を認識していたいだだく。

19

梅ヶ井　花と緑の会 花と緑の散歩道「花木植栽」プロジェクト 赤道である小道を遊歩道として整備し、道路わきの遊休農地などに花木を植栽、管理して観光地と
しての一役を担っていく。

20

山口の自然に親しむ会 菩提樹池周辺緑地保全事業 所沢市山口地区にある菩提樹池周辺緑地の貴重な緑地を里山として再生・維持し、その生物多様
性に富む豊かな緑地と多様な動植物の生態系を保存する。

21

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 斜面林の植物及び生き物調査を継続的に行いながら、その調査結果を斜面林の育成に役立てる。
またツリークライミングなどのイベントを年間を通じて実施し、地域の住民・子ども達が斜面林に親し
む環境を整備する。

22

金尾つつじ山育成会 金尾つつじ山育成活動 第３７回全国育樹祭りのお手入れ行事が金尾山で実施されることとなり、これまでも行っていたヤマ
ツツジの植栽や保全のボランティア活動をさらに拡大していく。

23

ボランティアグループ茜会 地域から親しまれる桜植栽活動 地域の空き地を活用して、桜の木を植栽し、近隣小学校や公共的施設から観賞できるよう育成する
ことで、地域の人々の癒しの広場として整備し、地域の活性化を図る。

24

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

森林の良好な状態を保全していくために、シカの生息状況や森林への影響調査、森林活動保全活
動を行う。

25

一般社団法人奥武蔵・天覧山周辺
再生の会

連携と協働　飯能市観光拠点　天覧山緑化事業 飯能市の環境拠点である天覧山の登山道等の整備を進め、登山道・頂上・中段を美しい緑あふれる
導線として創出する。

26

コープみらい コープ秩父の森「楓の道と東屋」プロジェクト 秩父市大字久那に所有する土地１万６万平米（４９６６坪）に、秩父市の木「かえで」を沿道に植栽し、
環境学習と自然体験の拠点となる東屋づくりをボランティアの手づくりで行う。

27

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　（２年次） 東松山の市民の森で多様な里山保全活動を実践しながら、里山管理の技と里山で暮らす知恵＝里
山文化を学び、生きもの豊かな自然を次世代に引き継ぐ。

28

霞ヶ関東小学校　学校応援団ビオト
―プチーム

学校ビオト―プに植栽緑化、池の機能を再生、生
き物と緑の学習支援を推進する事業

学校ビオト―プに植栽緑化、池の機能を再生、生き物とと緑の学習支援を推進する。
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29

名栗川の自然を考える会 川に親しみホタルを蘇らせる 地域住民活動により名栗川の水辺を整備し、ホタルが自然発生する生息環境をつくり、地元の源氏
ホタルを守り育てる。

30

神保原四丁目水辺の里親会 御陣場川・みどりと花の夢パーク＆ロード・プロ
ジェクト

御陣川の右岸及び左岸の約１０００ｍの範囲にサクラを植樹するとともに花壇を整備し、年間を通じ
て花を育成していく。

31

ＮＰＯ法人　赤山陣屋の会 赤山城本丸花畑プロジェクト 江戸時代からの切り花の生産地であった川口市赤山にある「赤山城本丸内」の民有地の環境整備
を行い、江戸時代からの景観を守る。

32

グリーン・フォレスト・ネットワーク所
沢

市民による緑の森博物館所沢市分雑木林再生プ
ロジェクト

身近な自然の大切さを知るために狭山丘陵の緑の森博物館での観察会、緑の保全活動の実施や
生態系サービスや生物多様性について公開講座を開催することで、雑木林の保全活動に参加する
きっかけ作りを行う。

33

特定非営利活動法人　秩父百年の
森

滝沢ダム原石山（滝之沢２・３号地）の森林復元プ
ロジェクト

シカの食害による無立木地の森林復元のため防禦ネットの設置と木々の植栽を進める。

34

森林・竹林・里山を整備する仲間の
会　名栗さわらび隊

名栗の緑を守るプロジェクト 名栗地域の森林の手入れや里山の整備のための活動を行う。

35

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 学校応援団を主体に、地域を巻き込んだ教育活動を推進する中で学校緑化を図る。昨年度は全校
児童による芝生の植栽や「菊づくり」を実施しており、今年度はそれに加え桜草の栽培活動を定着さ
せる。

36

連雀町表通り緑化交流会 連雀町緑化交流事業 連雀町の表通りを中心に各家で花を育て、地域の歴史や文化と共に花で町づくりを行う。

37 サクラソウの会

日高市武蔵台文教地域美化活動 武蔵台公民館の花壇、武蔵台小学校及び武蔵台中学校の通学路に花を植え、環境の美化を図ると
ともに学童の感性を高める。

38

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 学校内に草花や樹木を植え、緑を創出し、地域の子ども、保護者・学校利用者等が、草花や樹木に
心をいやされ、その大切さにあらためて気付き、自然を大切にしようとする気持ちを育てる。

39

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

草花の苗や球根を植え、育てる活動を通して豊かな心の育成を図るとともに緑豊かな潤いのある学
校環境づくりに努める。

40

五明「水辺いこいの場」管理会 元五明用水遊歩道緑化推進活動 水辺再生事業によって整備された元五明用水の河川清掃、除草作業及び花壇への花苗植え等の
維持管理を地元が行うことで、地域の緑づくりと生活環境の向上、コミュニティの形成を図る。

41

所沢市東狭山ヶ丘美化協議会 所沢市東狭山ヶ丘美化協議会 所沢市東狭山ヶ丘地域の花壇の手入れ・校庭の落葉掃き等を行い、環境美化。緑化に努めるととも
に地元児童と合同で作業することで児童とのコミュニケーションを深め、情操教育の一環とする。

42

桜木小学校応援団（グリーンキー
パー）

桜木小学校緑化推進事業 桜木小学校校庭の芝生及び当地内の樹木・花壇・果樹園の維持管理等を通じてコミュニティの形成
を図る。

43

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 さいたま市の校庭全面芝生化第１号となった小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。

44

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等事業 無人駅であるＪＲ八高線丹荘駅駅前ロータリー及び駅周辺を花と緑で飾り、通勤・通学等、駅を利用
する方々に「いやし」と「ぬくもり」を感じてもらうととともに近隣の畑（休耕地（仮称ふれあいガーデン）
に季節の草花を植栽し、地域の高齢者や子供たちを招待し、世代を超えた交流の場を提供する。

45

伊奈町立小針小学校ＰＴＡ 小針小　わくわくファームづくり 長年、周辺の雑草、校内樹木の枝打ちで出た廃棄物等の廃棄場所になっている、中庭の一部を児
童・学校に安心安全で楽しみを提供する農園に作り変え、児童が収穫作業を楽しめる植物を植える
ことで、学校ファームの充実を図る。

46

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、１年を通して
花いっぱいの花壇にし、花いっぱいの花壇を維持し、望ましい学習環境づくりに努める。

47

三郷市立彦郷小学校「花いっぱい！
やさしさいっぱい！いじめ０！」プロ
ジェクト

「花いっぱい！やさしさいっぱい！いじめ０！」プロ
ジェクト

花の世話を行うことで、生き物を慈しみ大切にする心が育ち、人を思いやる心が育成される。それに
より、相手の立場にも配慮して物事を考えられるようになり、いじめの撲滅につながる。また、育てた
花を日ごろお世話になっている方や地域の方に差し上げることで、地域との絆も深める。

48

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 川越市中福周辺はむさし野の景色が残る地域であり、広大な畑と防風林を含む山林も存在している
が、不法投棄や雑草等でその自然環境は悪化が見られる。そのため地域住民が協力して緑化、清
掃を行うことで緑づくりと環境の向上と形成を図る。

49

所沢市立小手指小学校おやじの会 みどりにふれよう！小手小たんぼプロジェクト 学校の周辺では、宅地化が進み、空き地や森林が減少し、子供たちが自然に親しむ機会も減ってい
ることから、校内の一画に田んぼをつくり、総合的な学習の時間や理科、生活科等の学習および休
み時間等で活用できる場をつくる。

50

入間市立東金子小学校PTA 校内ビオトープ整備事業 学校内に設置されているビオトープは、集まってきた生き物たちに身近に触れる場所として、子供た
ちの貴重な存在となってきたが、造られて１０年の歳月が過ぎ、ビオトープとして活用する上で、支障
がでてきた。そこで、かつての姿を取り戻し、より豊かな自然とのふれあいができるように整備を行
う。

51

川口市立朝日東小学校学校応援団 朝日東小学校みどりいっぱいプロジェクト 美しい学校環境をつくることによって心豊かな児童が育成され、訪れる人々の心を美しい花々がい
やす空間をつくる。

52

越谷市立城ノ上小学校PTAお父さん
ボランティア

四季折々の花いっぱいプロジェクト 校地内の緑がまだまださびしい状況のため、PTA組織お父さんボランティアが校内を花いっぱいに
する。

53

所沢市立林小学校PTA 林小＊花いっぱいプラン 学校の花であるチューリップを中心に、パンジー、ビオラ、ノースポールなどを使って、校舎前の花壇
いっぱいにし、ぬくもりある学校環境をつくり、教育活動を支援するとともに児童・保護者・地域にとっ
て、より一層親しめる学校となるように教育環境を整える。

54

所沢市立所沢小学校後援会 所小＊花プロジェクト 市の中心街にあってみどりの少ない学校を「所沢小学校の花＝チューリップ」の花でいっぱいにする
ことを支援するとともに、事業の推進により、みどりと潤いのある教育環境を作り、学校と家庭、地域
が一体となって心豊かな児童の育成に寄与していく。

55

尾間木小学校緑化ボランティア 尾間木小学校　花と笑顔のあふれる緑化活動 年間を通して花や緑のあふれる環境を作ることにより、児童に自然や生命を守り育てる大切さと素
晴らしさを味わわせる。

56

松伏町立松伏中学校PTA 福島復興と絆を深める緑化事業 学校緑化とこれまで交流を続けている福島県南会津町の白樺苗木を植え本校の緑化を推進すると
共に復興に取り組む福島・南会津町との絆との絆を深める。

（県民企画・実施提案公募事業　３４件）



平成２５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

番号 団　体　名 事　　業　　名 事　業　概　要

57

安行小こどもエコクラブ 安行の自然に親しもう　ビオトープづくりと自然観
察会

学校ビオトープ作りと自然観察会に参加るすことで、子どもたちが安行の豊かな自然に親しみ、安行
の自然を自分たちが守り育てていくという環境への積極的な意識を高めていく。

58

妻沼東中おやじの会 校内緑化整備活動 日ごろは生徒たちの手で、校内の環境整備・緑化活動を行っているが、規模的にも時間的にも限界
があり、経験や知識を備えた「おやじの会」を通して今以上の成果を上げ、校内の環境整備・緑化環
境の向上、コミュニティの形成を図る。

59

倉松川花壇の会 倉松川の花壇への植栽および管理 県のプロジェクトによる倉松川水辺再生１００プランによる川の整備が行われ、遊歩道および花壇が
完成したことで、市民の憩いの場となった。この施設を自治会で率先して、運営・管理を行い、花壇
にいろいろな季節の花を植栽して、地域の生活環境の向上にまたコミュニティの形成に役立ててい
く。

60

入間市立東町中学校区青少年健全
育成推進会

花いっぱい運動 児童・生徒の通学路となっている入間市立東中学校区内の交差点脇に空き地に花を植栽し、地域
の緑づくりと生活環境の向上、コミュニケーションの形成を図る。

61

三貫清水の会 みどりと湧水の復活：保水力のある林と小鳥の来
る池

交付決定後、取り下げ

62

仮称　増林公園枝垂桜の会 仮称　増林公園枝垂桜プロジェクト 越谷市の街づくりの一環として、市の斎場に隣接する仮称ます林公園に「枝垂れ桜」を寄贈し、植林
を行い、市民の憩いの場を提供する。

63

舟運・ふじみんの郷 新河岸川河川敷に「百合園」、斜面に野草園を創
生するプロジェクト

埼玉県による「水辺再生１００プラン」事業で整備された新河岸川（ふじみ野）流域を維持管理、美化
活動を推進するため、流域の河川敷の１角に在来種の「百合園」を、斜面に「野草園」を創設し、会
員みんなで花を植栽し、市民に親しんでもらう。

64

熊谷市立江南南小学校ＰＴＡ 花と緑いっぱいの学校づくり 学校の周りの通学路と学校の正門や北門の近くにプランターを設置して、花と緑いっぱいの学校づく
りをする。

65

桶川市立桶川小学校PTA 学校とPTAが一体となって取り組み校内緑化活動 学校職員と保護者（ＰＴＡ)とが協力して緑化を行うことで、校内の緑化や教育環境の向上、児童の環
境意識の向上を図る。

66

ふじみ野市立亀久保小学校学校応
援団

地域ぐるみで心豊かな児童を育てる、学校緑化環
境の推進

学校応援団をはじめ地域の人々、保護者、児童の委員会活動の協働により、一人一人の児童の心
豊かな人間性の醸成を図る。

67

鳩山ニュータウン住民自治会 銀河の丘公園および緑道周辺の植生観察会・草
刈り

大規模造成地である鳩山ニュータウン周辺の緑地には多くの植物がみられる。針葉樹・広葉樹・草
花の分布状況など、くわしい植生を子どもたちと調査観察や草刈りをすることで、地域のより向上し
た緑づくりへの貢献を図る。

68

久喜北小学校環境ボランティアの会 花とみどりの学校づくりプラン ３１５名の児童が生活を送る久喜北小学校を花とみどりのあふれる環境にし、自然に親しむことで子
ども達に豊かな心を育むことを目的とするとともに、ボランティア活動を通して、地域、児童、家庭、
学校がコミュニケーションを図り、地域のコミュニティーの再構築を図る。

69

川口市立芝富士小学校ＰＴＡ 芝富士小学校ビオトープ整備事業 子供の自然体験を効果的に進め、正しい環境教育を行うためのビオトープをさらに整備し、環境教
育の教材としてだけではなく、子供たちと地域住民のコミュニケーションの場としても、その価値が発
揮されるよう整備する。

70

川口市立東本郷小学校ＰＴＡ 東本郷小ビオトープの再生 学校で行っている学校ファームや身近な生き物の体験活動に生かせるビオトープを再生するととも
にＰＴＡと地域が一体となって児童のために活動する場を提供する。

71

三郷市立北中学校ＰＴＡ 「花一番」～あじさい運動の北中～ 花を植え、育てることで子供たちの「思いやりの心」や「やさしい心」を育てるとともに、花をとおして地
域の方々とのコミュニケーションの機会として、生徒にとって地域とつながる場とする。

72

（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。

73

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。

合計 ７３件

（みどりの活動きっかけ支援事業　合計　３７件）

（わが街緑化支援事業　合計　２件）


