
1 アポポ商店街振興組合 アポポ花いっぱいプロジェクト2019
商店街内に設置したプランター１２０基の花苗の植栽や街路樹の
剪定を行い、地域ぐるみで定期的な維持管理を行う。

2 花と緑部会 市道の植樹帯及びプランターに花の植栽
ふじみ野市の街角にあるプランター・植樹帯に１年中花を咲かせ
るため、植栽活動を行っている。活動内容をFacebookに公開し皆
様から愛される花壇を目指す。

3 久喜市立久喜東小学校美化グループ 久喜市立久喜東小学校の美化活動
久喜東小学校内の剪定、緑のカーテン、花壇、ビオトープ等の美
化活動を行うことで、生徒や職員、地域の人々の心豊かな環境
を作る。

4 鳩山小学校学校応援団 ＦＬＯＷＥＲ＆ＳＭＩＬＥ運動
全児童による一人一鉢の実施と大型プランターや花壇への植栽
を行い、児童・保護者・地域住民がみどりに親しむことを促進す
る。

5 高麗地区青少年健全育成の会 花でかざろう、通学路！
公の施設で花を植え育てることで施設を知り、施設を大事にする
気持ちを育て、感性豊かな子供を育てることを目的としている。

6 特定非営利活動法人うるおい工房村
伝右川左岸・右岸遊歩道沿い緑の植樹と
保全活動

伝右川の左岸・右岸にある「そうか桜」の維持管理を行い、季節
毎の花を植栽することで、四季を通じて花のある遊歩道を整備す
る。

7 一般財団法人 日本太鼓協会 太鼓の森づくり
平成２２年９月より埼玉県東秩父村にて「太鼓の森づくり」と称し、
ケヤキの植樹、育成、保全活動を年２回行い、地域とのふれあい
や絆を深める事を目的としている。

8 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

「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、旧山道を活用したハイキングコースを開設。維持管理を通
して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づくりを行っている。

9 連雀町自治会 連雀町花いっぱい交流事業
連雀町内に緑を増やすため、町内に花苗を植栽し、地域の方々
が集う場所の樹木の管理を行い、除草や落ち葉掃きをとおして
地域の交流を図る。

10 芦原小学校ＰＴＡ 季節感じる芦原小学校花壇プロジェクト
校内での花苗の植栽や除草などの維持管理によって、季節感を
感じる校内を目指し、児童の心が豊かになるような活動を行う。

11 三ヶ島２区「お助け隊」 地域環境緑化整備事業
花苗や球根の植栽、樹木の剪定等、地域の自治会有志により二
区子ども広場（２か所）及び空き地の環境緑化、美化活動に取組
んでいる。

12 伊勢原町８地区協議会 環境美化活動
小畔川河川敷歩道沿いや川越吉田地区内に花壇を設置し維持
管理することで、緑化意識の啓蒙を図る。

13 大沢3丁目商店会 花いっぱい運動
大沢3丁目商店会会員の店舗前にプランターを設置し花苗の植
栽を行うことで、店舗の活性化と街の景観の美化に努める。

14 高倉小学校学校応援団 花いっぱい運動
児童が地域の方々とともに校内のプランターや花壇に花苗の植
栽を行う。地域での交流を深め、学びやすい環境作りを行う。

15 わくわく新河岸川みどりの会 景観維持活動プロジェクト
黒目川と新河岸川の合流地にあるわくわく田島緑地や黒目川の
旧川周辺で、定期的な草刈り・ゴミ清掃・樹木の維持管理等を
行っている。

16 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

「藤波・中分ふるさとの緑の景観地」の緑地保全活動を実施。昨
年度から玉竜の植栽計画も開始し、景観地周辺の緑化促進を推
し進めている。

17 四季の里運営協議会 四季の里維持管理事業
東越谷九丁目の東越谷調整池を安らぎの場やイベントパークと
して運営するため、平成２３年度より植栽、除草を行い、維持管
理をしている。

18 ＳＵＮ ＪＯＹ南小畔川 「2020花で迎えて、おもてなし」プロジェクト
東京オリンピックゴルフ会場に面した県道１５号線沿いを花で飾
り、ごみ投棄防止と住民の憩いの場を設ける活動を行う。

19 久喜市立太東中学校学校応援団 太東中学校の美化活動
太東中学校敷地内で剪定、除草、植栽等の美化活動を行い、生
徒、教職員、保護者、地域住民が協力して「美しい学校」を目指
す。
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20 ときがわ月イチ素人林業隊 ときがわ山の整備活動
戦後植林されるも、木材価格の低迷により放置された山林を間
伐し有効活用するとともに、都市住民に林業体験を行っている。

21 朝霞第九小学校学校応援団「けやき団」 小学校校庭の除草作業と美化活動
子どもたちに季節を感じてもらえるように、校庭に季節毎の花苗
を植栽する。今年度は土壌の改良と状態の良い種の採取を目指
す。

22 大沢商店会 街頭彩り作戦２０１９
大沢１.2.4丁目地区内の街頭に年３回花苗を植栽することで、明
るく安全な街並みと豊かな感性の感じられる商店会を目指す。

23 秩父こもれびの庭 癒しの庭づくり計画
植物やガーデニングの知識・技術の習得ならびに会員同士の交
流を図ることを目的としている。こもれびの庭を活動拠点として、
雑木林を活用した植栽を行っている。

24 宮代町立須賀中学校ＰＴＡ 宮代町立須賀中学校ＰＴＡ
学校内に緑を増やすため、敷地内の除草、追肥、水やり等の維
持管理活動を行っている。職員・保護者だけでなく生徒と協働す
ることで、校内の環境教育の充実につなげる。

25 緑の遊美会 市営めぬま観光駐車場の花植栽事業
観光駐車場内にある国登録有形文化財、坂田医院旧診療所の
敷地内空き地に植栽を行うことで、コミュニティの充実と地域活性
化への寄与を目的とする。

26 川口市立鳩ケ谷中学校ＰＴＡ 花と笑顔のあふれる緑化プロジェクト
ＰＴＡと生徒が一緒に活動し、校舎内外に１年中花が咲き、緑で
潤う学校にする。今年度新しい取り組みとして「つなぐ」をテーマ
に多年草を育て後輩へつなぐ活動を増やしていく。

27 久喜東中学校ＰＴＡ 久喜東中学校緑化運動
生徒の活動場所であるグラウンドや庭、花壇等で除草や花植え、
樹木の剪定等を行う。ＰＴＡが中心となって、生徒の環境整備に
努めるとともに、地域と一体となって学校教育を進める。

28 社会福祉法人あやめ学園あやめ保育園 駐車場環境整備
保育園駐車場に樹木の植樹を行い、除草作業や水やり等の維
持管理を行う。また、保育園の周りに緑を増やし、近隣の施設と
の調和を図る。

29 秩父第一中学校「おやじの会」 おやじの会「花いっぱい運動」
中学校敷地内に、おやじの会、生徒、職員の協働で花苗を植栽
する。協働の心を育成し、生徒の委員会活動の活性化に貢献す
る。

30 男衾自然公園管理組合
男衾自然公園内に植栽した、花木を保護し
景観を守る為の下草刈り作業

男衾自然公園内に植栽した樹木や、自生しているキツネノカミソ
リ、カタクリなどの貴重な植物を保護し、里山の荒廃を防ぐため
の維持管理活動を行ってる。

31 上町長寿会 上町美化花植え活動
かすかべ大通りに花苗の植栽を行うことで、地区のさらなる美化
を図り、活動を通して会員の生きがい・やりがいに役立てる。

32 本町町会 本町地区・人と人をつなぐ緑化事業
本町地区内のかすかべ大通り沿道に花植えを行うことで、地域
の魅力を高めることを目的とする。維持管理できる範囲を徐々に
増やしていく。

33 仲町商栄会 仲町商栄会おもてなし花植え活動
かすかべ大通りと、駅から街道に至るブロンズ通りの入り口に花
苗の植栽を行う。来訪者をもてなし、商店を彩ることで活気を創
出していく。

34 本島サクラ倶楽部 大島新田周辺さくら散策道プロジェクト
大島新田調節池の環境維持、イメージアップにつなげるため、周
辺の桜の管理、除草作業、ゴミ拾い等を定期的に実施している。

35
埼玉大学教育学部附属幼稚園父母と教
師の会

附属幼稚園　花いっぱい　プロジェクト
子どもたちの豊かな情操を育むため、多くの植物と触れ合い季
節を感じながら日々生活できるよう季節毎に園内で植栽活動を
行う。

36 明戸櫻の会 明戸地内に桜並木等造成

備前渠用水路堤塘敷地当に桜１４種１５０本と紫陽花等を植樹
し、地域の憩いの場となるべく、地域唯一の桜並木を造成する。
植樹地域で定期的に奉仕活動を実施し、維持管理や環境整備に
努める。

37
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

県立学校で樹木剪定や刈払機による除草・ウッドチッパーによる
剪定枝の粉砕の講習・実演を行うことで、「みどりの大切さ」「環境
保護の重要性」「資源再利用の必要性」を広報する。

38 さいたま市立上落合小学校ＰＴＡ 花いっぱい運動
上落合小学校の校庭の花壇に保護者や児童と花苗の植栽を行
うことで、校庭の環境整備に努める。

39 特定非営利活動法人西川木楽会 ２０１９ユガテ広場景観向上事業
多くのハイカーが訪れる「ユガテ広場」に、モミジ・サクラ・ツツジを
植栽し、四季折々の花、紅葉を楽しめる景観をつくる。
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40 戸田市立新曽小学校ＰＴＡ 新曽の森
平成２８年度に完成した「新曽の森」に対する定期的な花苗植
樹、維持管理を目的とした自然環境の保護活動、環境美化活動
を実施し、地域のコミュニティ－との絆を深める。

41 ForesTokigawa 弓立山頂を景勝地に再生！プロジェクト
山林火災により一部が焼失した弓立山での残材整理をはじめ、
荒廃竹林や里山林の適正管理による景観美化活動を行う。

42 平方中央商栄会 花いっぱい運動
平方中央商栄会街区の店舗前にプランターを設置し、花を植栽
することで自治会の人々との交流を図る。

43 わしのみや自然保護ボランティア会 デンジソウ自生地保護活動
県内希少野生動植物として平成１２年に指定された、鷲宮宝泉寺
池付近に自生するデンジソウを保護するため、雑草を除草し環
境保全を行う。

44 神保原四丁目水辺の里親会 花とみどりの植樹維持管理
御陣場川周辺の遊歩道を地域の憩いの場とするため、桜並木の
維持管理や除草作業、年間を通しての花苗の植栽を行ってい
る。

45 ＮＰＯ法人　大道・屋敷林の会 おおみち屋敷林の路づくり事業
越谷市大道の街路樹・調整池周辺・第９号公園の花壇等で花苗
の植栽や除草、剪定を行う。急速に失われつつあるかつての屋
敷林の続く路や風景を再生・創出し、次世代へ引き継ぐ。

46 久喜小学校みどりNo.１の会 久喜小の緑を育む活動
「緑豊かな学校環境の中で、伸び伸びと子供たちを育てる」を合
言葉に、学校・家庭・地域が連携し、学校敷地内の環境保全活動
に取組んでいる。

47 ところざわ地域の自然グループ
さいたま緑の森博物館所沢市分①の林床
植生と萌芽枝の追跡調査（３）

緑の森博物館所沢市分の林床植生調査、萌芽再生のための萌
芽枝の地際直径と樹高の計測、定期的な下刈り、近隣のボラ
ンティア活動との連携等を行っている。

48 所沢市立和田小学校ＰＴＡ 開校２５周年緑いっぱい事業
開校２５周年を迎える２０１９年に、学校敷地内の緑化作業を行
う。児童、ＰＴＡ、学校後援会が協働し、絆を深める。

49
ＮＰＯ法人天覧山・多峯主山の自然を守
る会

天覧山の谷津田を緑といきものでいっぱい
事業

天覧山東の谷津田でアズマネザサを刈り払った場所にフキを移
植するほか、天覧山周辺にサルナシを植樹し、楽しみながら再生
する里山保全を進める。

50 さいたま市立美園中学校ＰＴＡ 美園中学校環境ボランティア活動・植栽
生徒とＰＴＡが一体となり、学校敷地内の除草作業や落ち葉掃き
を行うことで、学校敷地内の緑化を図るとともに、生徒の学習環
境を整える。

51 川口市立芝小学校学校応援団 芝小フラワーロード作戦
学校の校庭、中庭、裏庭、花壇、学年園、ビオトープ周辺に、たく
さんの季節の花を植えたり、美化活動を行ったりすることで、児
童や職員、地域の人々の心豊かな環境づくりに努める。

52 新越谷西口商店会 新越谷西口商店会　花壇設置事業
花苗を鉢に植栽し新越谷西口駅前ロータリーに設置することで、
駅前の治安を良くし、綺麗で明るいまちづくりを目指す。

53 草加市立両新田小学校ＰＴＡ みどりに囲まれる美しい両新田小学校
児童が来校した際に、きれいな花やみどりのある木々を感じるこ
とができるように、校内環境を整えていくことを目的とする。校内
には林もあり、技能員と協力して維持管理している。


