
1

一年中桜に出会える町よりい
実行委員会

折原地区「寺山さくら農園」整備事業 寺山さくら農園での桜の植樹、育樹、下草刈り及び調査の実
施

2

連雀町自治会 連雀町花と緑の交流事業 連雀町での道路に面した各家庭での植栽活動や神社、寺で
の植栽事業の実施

3

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

県内の高等学校等での木の剪定に関する講義や、ウッドチッ
プの作成、活用、配布活動の実施

4

奥武蔵研究会 花と緑の景観整備 飯能市の観光地の玄関口での草木類の整備、高低差のある
場所の整地、ミツバツツジ、ドウダンツツジ２００本の植樹を行
い、来訪者と地域住民のコミュニティの醸成を進めるととも
に、簡易遊歩道をつくり、荒廃した緑を彩ある花園に蘇らせ
る。

5

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

宮脇昭横浜国立大学名誉教授の指導により、その土地に
合った本物の木を育てようと、シイ、カシ、タブなど約４０種の
苗木の混植する植樹祭の開催

6

八木崎自治会 花と緑のおもてなし活動事業 花絵の作成・草花プランターによる八木崎駅周辺の緑化活動
の実施

7

特定非営利法人けやの森自然
塾

中沢の林保全と自然のあそび研修会・交
流会

幼児に特化した林あそびと交流会と、その保育者や教諭を対
象とした研修会の実施

8

特定非営利活動法人北本雑木
林の会

市民参加による北本雑木林の活性化プ
ロジェクト

雑木林ツアーを楽しみながらの自然観察会を開催、自然環
境保護に関する講演と雑木林の保全活動と植林体験の実施

9

倉松川を愛する会 倉松川再生事業（２年目） 地域住民による倉松川川沿いでの草刈り、植栽・花壇の手入
れ、川の清掃

10

名栗川の自然を考える会 川に親しみホタルを蘇らせる ビオトープでホタルが生息・繁殖可能な環境を作るとともに、
子供達を対象にした「水遊び・自然観察会」の開催

11

安行小こどもエコクラブ 安行斜面林・アカガエル・ホタル再生プロ
ジェクト

斜面林の保全、調査・綾瀬川フィールドワーク、生き物調査
や安行小まつりでのエコマーケットの実施、環境講演会の開
催、学校ファーム・カブトムシ、アカガエル、ホタル飼育

12

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 遊休農地を借り、花木等の植栽をし、安心、安全、また美しい
散歩路を観光客、地域の人達へ提供

13

四季の里運営協議会 四季の里植栽プロジェクト 越谷市増林地区内の東越谷調整池での除草活動、球根の
植栽活動

14

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２

緑と森の博物館所沢市分雑木林での保全活動、観察会、散
策会、講演会、体験会などの実施

15

大石北小親父の会 大石北小ビオトープ保全プロジェクト 小学校でのビオトープの保全活動、ほたる観賞会の実施

16

ふるさと上谷沼地域創造塾 上谷沼ふるさとの自然再生事業 上谷沼調節池周辺での外来植物除去、野鳥・蝶・植生調査、
自然観察会、草刈りの実施

17

秩父もみじ 秩父もみじプロジェクト 小鹿野町の３か所でのもみじの植樹活動の実施

18

男衾自然公園管理組合 男衾自然公園南西側、雑木林の伐採に
伴う公園整備事業

下刈り・雑木林の伐採・間伐材再利用し整備（階段、土留め、
柵杭）、遊歩道の施行、保守の実施

19

吉川市立中曽根小学校ＰＴＡ 中曽根小学校　若竹山整備プロジェクト
「よみがえれ　こころんの森」

小学校の敷地内での除草作業、伐採作業、盛土作業など

20

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　（３
年次）

雑木林林床の下草刈り、間伐・伐木作業の実施

21

秩父こもれびの庭 芝桜の丘にクリスマスローズを植えよ
う！

雑木林でのクリスマスローズや植物を植栽、勉強会の開催
や植栽地の管理
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22

歴史に学ぶ地域活性化の会 旧鎌倉街道再生とホタルと河鹿ガエルの
いる里

ホタル飼育と観賞会・樹木の植栽や環境整備（カワニナ・河
鹿・河鹿ガエルの成育）・旧鎌倉街道の整備

23

NPO法人赤山陣屋の会 赤山城本丸アジサイの小路 赤山陣屋本丸内の耕作されていない農地を手入れを行い、
花木や草花を植えて花畑に蘇えらせる事業の実施

24

公益財団法人埼玉県生態系保
護協会

県民協働による撹乱依存性希尐植物の
育成管理プロジェクト

県内各地での希尐植物の種苗・表土育成、植栽・除草管理、
観察・計測、研修会の開催

25

花のプリンス倶楽部 花育推進事業 深谷市内の小中学校や各種イベント会場でのキッズガーデ
ニング教室の開催

26

北本市都市公園（東側）指定管
理者株式会社矢口造園北本総
合公園管理事務所

みどりに親しむきっかけづくりプロジェクト 北本市内の公園で成長しすぎた樹木の伐採・剪定による萌
芽更新、伐採した木材を用いた薪割り講習会やきのこ栽培
講習会の実施

27

舟運・ふじみんの郷 新河岸川斜面林（白山神社下）の法面の
植栽プロジェクト

新河岸川斜面林での樹木の苗木の植栽と花の苗木の植栽

28

秩父森づくりの会 間伐材で山と人をつなぐ事業 間伐搬出実習の実施、伐地、薪ステーション、薪ストーブ活
用場所等の見学、間伐材を利用したなめこ種菌植え付けイ
ベントの開催、循環型森林システムについての理解を深める
イベントの実施

29

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 川越市内の雑木林での樹木の伐採、草刈り、落ち葉掃除、ご
み拾いの実施

30

川口市立朝日東小学校学校応
援団

朝日東小みどりいっぱいプロジェクトⅡ 小学校内で花苗の植栽・樹木の手入れ・剪定活動を行い、美
しい学校環境をつくり、人々の心を美しい花々で癒す

31

ＮＰＯ法人毛呂山サポートセン
ター

レッサーパンダ応援プロジェクト 竹林の間伐による環境保全活動の実施

32

所沢市立小手指小学校おやじ
の会

みどりにふれよう！小手小田んぼプロ
ジェクト

学校水田の維持管理を行うとともに水辺に集まる生き物の観
察をはじめとし、学習及び休み時間等で活用できる場所の提
供を行う。

33

妻沼東中おやじの会 校内緑化整備活動 中学校での花壇作り、花の苗の植え付け作業を通して、校内
の緑化を推進するとともに、地域の方々との交流を図る。

34

花咲くさと山癒しの会 五ノ坪花いっぱいプロジェクト 寄居町五ノ坪地区での住民による花や木の植栽活動

35

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いっぱいプロ
ジェクト

中学校内で、こぼれ種からサクラソウの栽培、多種多様な樹
木や草花の植栽、種から花への育成を行うことで、自然への
興味を抱かせる。

36

熊谷市立江南南小学校ＰＴＡ 花と緑いっぱいの学校づくり 小学校でのビオラやパンジーなど花苗の植栽活動を通して、
地域から愛される学校づくりを行う。

37

「花いっぱい！やさしさいっぱ
い！いじめ０！」プロジェクト埼
玉県三郷市立彦郷小学校

「花いぱい！やさしさいっぱい！いじめ
０！」プロジェクト

小学校の児童に植物を育てる楽しさや苦労を味わわせ、生き
物を慈しみ大切に育て、優しい心を育成する。

38

一般社団法人鳩山ニュータウ
ン住民自治会

銀河の丘公園及び緑道周辺の植生観察
会・草刈り

銀河の丘及び緑道周辺での植生観察と草刈りの実施

39

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 子ども達の生活する環境を花とみどりで満たし、豊かな心を
育むために、ビオトープの整備、生垣剪定、プランター等への
花植え活動を行う。

40

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② カエルの棲む水場づくり、自然観察会（セミの羽化観察と抜
け殻探し）、虫のマンションの整備を行い、地域の方々も楽し
める自然環境を構築する。

41

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２ 小学校の敷地内での花苗の植栽活動

42

三郷市立彦糸中学校ＰＴＡ フェンス花いっぱい運動 全校生徒で種から花を育て、地域の方々と花の美しさを楽し
む。

（県民企画・実施提案公募事業　２８件）
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43

三郷市立北中学校ＰＴＡ 「花一番」～あじさい運動の北中 中学校の敷地内の花苗の植栽活動を実施することで、学校
応援団やＰＴＡ,地位共に花を育てる時間をコミュニケーション
の機会とし、生徒にとって地域とつながる場とする。

44

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
に自然は生命を守り育てる大切さと素晴らしさを味わわせ
る。

45

特定非営利活動法人うるおい
工房村

草加伝右川左岸の河川の遊歩道・維持
管理事業

草加伝右川左岸遊歩道でのそうか桜２１本や夏、秋の花苗
の植栽、手入れの実施

46

花木みどりの会 花いっぱいプロジェクト 越谷市蒲生地区遊歩道でのツツジ等の植樹・植栽・清掃活
動

47

伊原みどりの会 川と花ふれあいプロジェクト 越谷市伊原地区遊歩道でのツツジ等の植樹、植栽活動・清
掃活動

48

早稲田小花いっぱいプロジェク
ト埼玉県三郷市立早稲田小学
校

早稲田小花いっぱいプロジェクト 小学校内での緑化活動を推進するとともに、植物を育てる楽
しさや苦労を味わせ、生き物を慈しみ大切に育て、児童の心
を耕す。

49

川口市立東本郷小学校ＰＴＡ 東本郷小学校ビオトープの再生 ビオトープを中心として学校の中にある林や森、かぶと虫の
箱を改善、再生などを通して、地域の自然環境の改善を図
る。

50

所沢市立林小学校ＰＴＡ 林小＊花いっぱいプラン 小学校内の花壇で花絵作成などを行い、そこから生まれるぬ
くもりを学校全体に広げ、明るく楽しい教育環境を整備する。

51

ふじみ野こどもエコクラブ 竹林の保全（竹林を元気にしよう） 竹林の保全活動・竹林整備（タケ伐採等）・タケノコ採り・タケ
の活用及びタケのモノづくりの実施

52

柳崎小エコクラブ 「よみがえれ！ひょうたん池」ビオトープ
づくりと自然観察会

学校ビオトープの作成管理、みどりや自然を楽しむ活動の実
施を通して、児童が豊かな自然に親しみ、地域の自然の豊
かさの周知を図る。

53

埼玉建築士会大里支部 緑の風吹く街づくり事業 熊谷市の中心市街地である、星川の景観を活かした緑化を
行うことで、緑陰や涼風を吹かせる街づくりに寄与する。

54

ＮＰＯ法人大道・屋敷林の会 おおみち屋敷林の路づくり事業 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、
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。

平成２６年度　合計　５４件

（みどりの活動きっかけ支援事業　２４件）

（わが街緑化支援事業　２件）


