
1 越谷アリタキ緑の会 アリタキ植物園で学ぼう 越谷アリタキ植物園内の保全活動に努め、植物観察会や体験学
習を通して、植物の大切さの普及、啓発活動を行う。

2 緑と健康の会 緑の保全と景観整備 飯能市の代表的観光地の玄関口で間伐、集積、草木類の整備を
実施しミツバツツジ、ドウダンツツジ、５０本の植樹を行い、景観
美を拡大し来訪者と地域住民のコミュニティの醸成を進める。

3 秩父鉄道株式会社 宝登山山頂「秩父鉄道の森」プ
ロジェクト

宝登山山頂でモミジ園の整備や花のプランターの飾り付け等を
行い、宝登山のさらなる魅力アップを図る。

4 梅林公園ボランティアの会 梅の香と人の輪ひろがるプロ
ジェクト

越谷市内の梅林公園での草花植栽・梅の木再生に向けた梅の
木保全（下草刈、前提施肥等）活動を実施する。

5 秩父もみじ 秩父もみじプロジェクト 小鹿野町及び秩父市内３か所でもみじ８５０本の植樹を行う。

6 四季の里運営協議会 四季の里植栽プロジェクト 越谷市の東越谷九丁目地内にある調節池の法面約５，７００平
米に花の球根や樹木を植栽し、四季折々の景色が楽しめ、やす
らげる場所（四季の里）として整備する。

7 ふるさと上谷沼　地域創造
塾

上谷沼　グリーンジム さいたま市上谷沼調節池で外来植物抜きや市民への啓蒙
プレート作りを行う。

8 連雀町自治会 連雀町花と緑の交流事業 本庄市児玉町連雀町で会員を中心に花の苗や木を植栽して交
流の場をつくる。

9 倉松川を愛する会 倉松川再生事業（３年目） 地元小学生とともに倉松川川沿いでの草刈り、植栽（低木）・花壇
の手入れ、川の清掃を実施する。

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や各種イベント会場でキッズガーデニング
教室を開催する。

11 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

県内高校で樹木剪定と指導などを行い、排出された剪定枝を焼却処分
せず、ウッドチップに加工・再利用することで、「みどり」「環境保護」「資
源再利用」の大切さを次世代を担う高校生に伝えていく。

12 ＮＰＯ法人　赤山陣屋の会 赤山城山王池復活プロジェクト 川口市赤山にある歴史ある赤山日枝神社（山王神社）の池を改
修し、周囲を植栽等を行い整備し、地域の皆様に自分の住んで
いる町の歴史を知ってもらう。

13 男衾自然公園管理組合 男衾自然公園南西側、みどり創り及び
植樹木の管理と公園の施工整備事業

数十年間放置されジャングル化した里山を借り受け、桜等の植
樹を行い、自然を生かした起伏ある里山をよみがえらせる。

14 神保原四丁目水辺の里親
会

御陣場川・みどりの再生・桜並
木と花の夢パークプロジェクト

御陣場川周辺の遊歩道整備（草刈作業）や、桜並木保全樹木約５０本、ゴミ捨て
場所だった川辺を公園化して、花苗約500株を植栽、地域に彩(いろどり)のある花
壇が造成され地元の住民の憩いの場所を提供する。

15 ForesTokigawa 弓立山頂を景勝地に再生！プ
ロジェクト

ときがわ町大附地区に所在する弓立山焼失地の残材整理、荒廃
竹林の再生を行う。

16 安行小こどもエコクラブ 安行斜面林・アカガエル・ホタ
ル・フクロウ再生プロジェクト

川口市安行小校庭や周辺の安行原自然の森公園、安行ふるさと
の森で斜面森の保全や自然調査等を行う。

17 陽野ふるさと会 里山再生事業 秩父市荒川日野地内の荒廃した里山の景観の復活、落葉樹等の植樹
による里山の再生、遊歩道設置による自然観察、有害獣からの被害解
消等を継承して行くことにより、人と自然の共生を図る。

18 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３

所沢市内で放置され荒れてしまった雑木林を昔ながらの美しい
武蔵野の雑木林に戻すための保全活動や動植物の観察会、狭
山丘陵の散策会、講演会などを実施する。

平成２７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（Ｈ２８．２．２９現在）

番号 団　体　名 事　　業　　名 事　業　概　要



平成２７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（Ｈ２８．２．２９現在）

番号 団　体　名 事　　業　　名 事　業　概　要

19 西島町自治会 みどりで和む街づくり 深谷駅前（北口）新駅通り及び蛭川新道付近道路上での花苗、
球根、低木の植栽、手入れを行う。

20 特定非営利活動法人スマ
イリングキッズバイ想根会

ＮＰＯ法人Ｓ．Ｋ．Ｂ想根会×根岸
小学校・ＰＴＡ愛のリレープロジェク
トカブトムシ・蝶編

川口市立根岸小学校を取り巻く豊かな自然環境と生物多様性の
保全活動を小学生とその保護者と一緒に行うとともに、椎茸の栽
培からカブトムシの繁殖、果樹園作りから蝶の楽園作りを目指
す。21 三富ライフファーム株式会

社
生活者参加型三富平地林・屋
敷林再生・維持管理と環境保全
教育

所沢市にある平地林または屋敷林の再生作業と環境保全教育
プログラムの実施し、多くの都市住民が農地・緑地の持つ多面的
価値を体感し、都市住民と農家のつながりを作る。

22 特定非営利活動法人森林
活用研究会こぴす

森の香りを作って楽しむ！ 寄居町金尾地区で森林整備により発生した間伐材等を使って、
精油づくりを行い、森への理解を深める。

23 秩父森づくりの会 陽のあたる森づくり事業 秩父市有地等において、間伐搬出実習を行うとともに、間伐地、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を
開催し、循環型森林システムについての理解を深めるイベントを行う。

24 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 日高市内で幼児に特化した林あそびと幼児の作品を林に展示す
る。またその活動場所の整備保全活動を行う。小学生対象の林
あそびも開催する。

25 秩父こもれびの庭 秩父こもれびの庭（クリスマス
ローズ）植栽地）の整備

秩父市羊山公園等で植物の植栽（クリスマスローズ、コデマリ、
ユキヤナギ、ヒメウツギなど）、維持管理、勉強会、交流会、講演
会を開催する。

26 早稲田大学所沢キャンパ
スＢ地区湿地保全活動

里山湿地保全プロジェクト 早稲田大学所沢キャンパス周辺の湿地とその周辺環境の観察
会、保全のための手入れを行う。

27 増林公園枝垂桜の会 増林公園枝垂桜の会（育樹） 越谷市増林公園内で枝垂れ桜の育苗と育樹を行う。

28
ＮＰＯ法人和光・緑と湧き水の会

和光の宝・白子湧水群における
保全ボランティア体験会

和光の湧水環境の特徴を実際の地質などから学び、保全を体験
する。

（県民企画・実施提案公募事業 28件）

29 金のトンボ会 峯保育所の花木保全プロジェク
ト

川口市内にある保育園内での斜面の笹、雑草の除去、ツツジの
剪定管理などを行う。

30 飯能第一小学校ＰＴＡ 飯能第一小学校ＰＴＡ　総合学
習　山林整備と谷津田稲作り

小学生と地域住民が協力して春の田植え、夏の田と付近の森林
教室、秋の稲刈り、冬の森林整備、落葉掃き、カブトムシの増
殖、堆肥の生産を通して自然観察会を実施する。

31 市野川水系の会in滑川 市野川キツネノカミソリ保護プロ
ジェクト

滑川町にある市野川で花群生地の下草刈り及びゴミ拾い、通路
整備、キツネノカミソリ鑑賞会を実施する。

32 戸田市立美谷本小学校ＰＴ
Ａ

美谷本小学校ＰＴＡビオトーププ
ロジェクト

学校の中庭のミニビオトープを作り、日ごろの学校生活の中で少
しでも自然を感じたり、親しんだりする場所づくりを行う。

33 特定非営利活動法人うる
おい工房村

福島ひまわり里親プロジェクト
＆そうか桜の保全

草加市伝右川左岸遊歩道付近で夏・秋・冬に花がいつも楽しめ
るよう手入れ、植栽を行う。

34 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、プランターを学校のフェンスに掛
け、地域の方々に花の美しさを楽しんでいただく。

35 野田月吉町自治会 県道川越日高線月吉陸橋下緑
地の管理に関する事業

緑地の保全をするため、植木や花壇の手入れを幅５ｍ長さ１２０
ｍにわたって実施し、「みどりり」や「花」の絶えない憩いの場所と
して整備していく。
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36 月葉会 学校の緑サポート活動 県内にある小学校の校庭で庭木の剪定、花壇の除草等を行い、
学校の安全環境の確保維持や美化に努める。

37 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 子供、障害者、高齢者、地元自治会などが協働して、竹林を間伐
して環境を保全する。

38 花咲くさと山癒しの会 五ノ坪花いっぱいプロジェクト 会員の協力のもと、花木等の植樹活動等を行い、地域自然の保
全や会員、区民及び見学者相互の親睦を図る。

39 藤久保第一区 藤久保第一区集会所敷地内芝生植込
み

地域住民を中心に集会所の敷地内に芝生を設置し、子供から高
齢者の皆様が憩える場、地域住民のコミュニケーションの場とし
ていく。

40 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

川越市笠幡（県道１５号）と南小畔川の交差（田中橋）両岸の清掃及び
花苗等の植栽を実施する。

41 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

地域住民とともに小学校のビオトープの清掃、維持、管理、校内
花壇での花苗の植栽を行う。

42 さいたま市立与野南中学
校ＰＴＡ

南中・花いっぱいプロジェクト ＰＴＡを及び学校職員・地域の方々が協力し、学校内で植木の管
理、花植え等を行い、一年を通して花のある学校づくりを行う。

43 アポポ商店街振興組合 アポポ・プランター植栽活性化
プロジェクト

入間市の顔として、「アっという間にひとポコポコ」の街を目指し、
商店街内で花苗の植栽、維持管理等を行う。

44 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

中学校内でサクラソウをこぼれ種から栽培して増やし、校内花壇
やプランター等に植えるとともに花苗（パンジーや宿根草等）や樹
木を植栽、花壇の手入れを実施する。

45 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

学校林「四季の森」の除草、清掃活動等を行い、児童が安心して
自然学習を行える場となるよう整備する。

46 日高市立高麗中学校ＰＴＡ 校内花いっぱい運動 生徒と保護者の共同作業で花を植えることによって親と子、親同
士のコミュニケーションが図る。

47 自然探検コロボックルくら
ぶ

水辺のみどりを守り、川のいの
ちを感じよう！

綾瀬川の水辺のみどりを保全して、子供達による魚類調査等を
行い、自然の大切さを学ぶ。

48 ふじみ野こどもエコクラブ 竹林の保全活動 竹林の管理を中心に、子ども達と竹炭創り・竹工作・落ち葉堆肥
づくり・農業体験・エコクッキングなど、楽しく汗を流し、年間を通し
て活動する。

49 入間市立黒須中学校ＰＴＡ 黒須中学校第２グランド憩いの
公園化プロジェクト（仮称）

本校学校生徒会や地域ボランティアの方が協力し、学校グランド
の環境整備を図る。

50 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

商店街でチャノキを植栽し育てることで、市民に「茶の花」に親し
んでもらう。

51 グループ「黒山村おこし隊」 森の整備事業～ツツジでおもて
なし～

越生町大字黒山地内で下草刈り、ツツジ等の植栽、希少植物の
保護を行うとともに、花々を中心とした四季の風景を整備する。

52 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

商店街で植栽による緑化の推進、継続的な手入れによる緑化面
積の増加することで、多くの方々がみどりにふれるきっかけをつく
る。

53 下芝・緑と里山を守る会 藤波・中分ふるさとの緑の景観
地、保全活動プロジェクト

準絶滅危惧種に属するオオタカの営巣をしっかり見守りながら、
地域の皆さんと協力して貴重な緑と自然の保全活動を進めてい
く。
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54 所沢市立南小学校ＰＴＡ 南小学校ＰＴＡ　やさしさと笑顔
あふれる花いっぱいプロジェクト

ＰＴＡ及び児童・地域が協力して、校庭の南側を花いっぱいにす
ることで、安らぎと潤いのある環境を子どもたい、地域、保護者に
提供する。

55 ファングリーンズ男衾 みどりいっぱい芝生の上で裸足
で遊ぼう

小学校地内に芝生を植栽し、芝刈り、施肥、散水などの維持、管
理を行う。

56 高麗地区青少年健全育成
の会

花で飾ろう１３００ 高麗群建群１３００年を平成２８年度に迎えるに当たり、地域の
人々が公民館等で花植えを行うことで美化活動を行い、さらには
異年齢の交流を図る。

57 さいたま市立大宮南中学
校ＰＴＡ

花緑♡ハートプロジェクト 校内で年に１回ずつ除草活動、環境整備、美化活動を実施し、花
と緑にあふれた環境を維持する。

58 鴻巣緑の会 鴻巣愛宕神社の森の保全事業 森の中の林道の造成と整地活動、倒木と枯竹の処理活動、林道
の杭うちと柵の補修活動を行う。

59 社会福祉法人あやめ学園
あやめ保育園

学びの広場 乳・幼児が虫や草花の観察、土を利用した遊びや、野菜等の育
植、収穫を楽しむ。

平成２７年度合計５９件

（みどりの活動きっかけ支援事業　３１件）


