
1 アポポ商店街振興組合 アポポ・プランター花いっぱいプロジェクト
商店街内に設置したプランター１２０基へ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 連雀町自治会 連雀町花いっぱい交流事業
会員を中心に連雀町内及び近隣の公共場所で花苗を植栽し、交流
の場を作る。

3 川口市立鳩ケ谷中学校PTA 花と笑顔あふれる緑化プロジェクト
中学校の校舎内外や校庭、周囲のフェンスにプランターを設置し、Ｐ
ＴＡ、教職員、生徒が協働で季節毎の花を植え、ふれあいの機会を
増やす。

4 SUN JOY南小畔川 ２０２０花で迎えて、おもてなし
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。

5 笠原田園さくらクラブ 「陸王」の道、地域にぎわいプロジェクト
TBSドラマ「陸王」で撮影場所となった、西裏用水路沿いの桜の植樹
や剪定、花苗の植栽、清掃活動等の維持管理活動を行う。

6 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
ことで気持ちの良い地域をつくる。

7 大沢商店会 街頭彩り作戦２０１８
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、地
域に彩りを添え、華やかさを演出する。

8 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するほ
か、産業廃棄物の撤去作業を行う。

9
久喜市立久喜東小学校美化グ
ループ

東小学校の美化
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。

10 四季の里運営協議会 四季の里維持管理事業
平成２３年度より植栽を行い「四季の里」として整備した東越谷調整
池を維持管理するため、定期的に除草作業を行う。

11 倉松川を愛する会
バタフライガーデン・コミュニケーションガー
デンの維持活動

倉松川の両岸に整備した花壇、バタフライガーデンの維持管理や植
栽、生き物調査、標本作り等を行う。

12 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

埼玉県立近代美術館を囲む公園の自然を維持管理しながら、植物
生育の知識や維持管理ノウハウを学び、スキルアップを図る。

13
特定非営利活動法人うるおい工
房村

伝右川左岸・右岸みどりの植樹と保全
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。

14 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。

15 八木崎自治会 スマイル八木崎草花植栽事業
八木崎自治会内の税務署跡地の除草作業を行い、地元の高校生と
協働で花絵を作成する。また、八木崎駅前周辺にプランターを設置
し、緑化活動を行う。

16 さいたま市立上落合小学校PTA 花いっぱい運動
校庭の花壇やプランターに保護者や児童と花苗の植栽を行うことに
よって、校内整備に努める。

17
入間川の岸辺を美しくする会「左
岸」

「みどりの環境と花壇と花の道づくり」Ⅲ
入間川の左岸1,550ｍで草刈り、外来植物の除去、花苗の植栽を行
い、地域の憩いの場として「花の道づくり」の充実を図る。

18
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
校庭に花苗を植栽し除草作業を行う。今年度は毎月定例日を設け、
昨年度より活動を充実させる。

19 舟運・ふじみんの郷 舟運・ふじみんの郷
新河岸川流域の一画に「野草園」を創設し、日本水仙を植栽してき
たが、今年度はカタクリを植栽し、春を満喫できる市民の憩いの場を
作る。

20 特定非営利活動法人西川木楽会 2018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。

21
社会福祉法人普門会ささめ保育
園

みどりに親しもう！
園児たちが自ら野菜やみどりに親しむことで、収穫の喜びや楽しさ
を学ぶ。また、グリーンカーテンを設置し、みどりの美しさを園児たち
だけでなく地域に発信する。
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22 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に花壇を設置し、1年中花のある空間を創出
することで潤いのある街づくりを目指す。

23 和光市農業後継者倶楽部 花植栽事業
新倉8丁目坂下土地改良区の環境美化を行うため、景観作物として
コスモスを植栽する。摘み取りのイベントを行うことで、市民が自然
と楽しく触れ合う機会と自然景観の創造を行う。

24 ＮＰＯ法人大道・屋敷林の会 おおみち屋敷林の路づくり
越谷市大道の街路樹・調整池周辺・第９号公園の花壇などに花苗
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。

25 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、植樹活動を行う。活動内容をFace bookに公開し皆様から愛さ
れる花壇を目指す。

26
一年中桜に出会える町よりい・実
行委員会

折原地区の里山風景を活かした桜植栽及
び整備事業

折原地区の個人所有の土地に桜を植樹し、所有者及び地域の人々
と定期的な維持管理を行う。

27 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。

28 藤久保第二区 子ども広場に花いっぱい活動
地区内にある「子供ひろば」を役員と住民で管理し、きれいな花を咲
かせ、地域の方々に見て楽しんでもらう。

29
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
所沢キャンパスB地区に広がる豊かな自然と大学という環境下であ
ることを活かし、有志の学生が一丸となって地域の人々を巻き込ん
だ観察会や保全作業を行う。

30 高倉小学校学校応援団 花いっぱい活動
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。

31 わくわく新河岸川みどりの会
豊かな自然に多くの人が癒される憩いの場
づくり

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う。２
月には安行さくら等の樹木を植栽する。

32 市野川水系の会イン滑川町 キツネノカミソリの保護・保全
県指定の準絶滅危惧種の「キツネノカミソリ」群生地及びイチリンソ
ウ・ニリンソウ群生地の保護・保全活動を行っている。

33 西島町自治会 みどりで和む街づくり
深谷駅前歩道の植栽枡の緑化（植樹・花植え・清掃）活動を行って
いる。地域の住民の方々とふれあい、深谷を訪れた人にも心に潤い
を与える。

34
学校法人岩槻金子学園
河合幼稚園

芝生を育てて　みんなで遊ぼう
自園グランドに芝生を張り、子供達や近隣の人々が緑に親しみ、遊
び、くつろげる場所を創造する。

35 ふるさと上谷沼　地域創造塾 上谷沼の自然保護活動
上谷沼調整池周辺の環境を保全しながら生物多様性を守ることを
目的に、行政機関に積極的に働きかけ、意見交換会や学習会の開
催、外来植物の抜根作業、植生管理、地域在来種育苗を行う。

36 春日部市立宮川小学校PTA
地域と共に環境学習を進め、豊かな子ども
の育成をめざす

樹木の整備やビオトープの充実を図り、児童が学習することを通し
て豊かな学びを実現させる。地域ボランティアと除草作業などを行う
ことで、春日部の環境を学びふれあう時間を持つ。

37 三富ライフファーム株式会社
市民参加型の三富平地林の維持・再生活
動の継続とエリア拡大、そして農福連携の
発展

三富地域の保全活動の一環として、多くの市民参加を募りながら雑
木林の復元活動（枝拾い、バヤカリ、落ち葉掃き、堆肥作り、間伐な
ど）を実施する。

38 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、大事にする気持ちを
育てる。また、植栽活動で感性豊かな子供を育てる。

39 秩父第一中学校「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。

40 江南の藤保存会 「江南の藤」生物多様性アピール事業
樹齢１４０年の希少種ノダナガフジを保全し一般開放することで、自
然への関心をより高め、生物多様性の重要性をアピールする。

41 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。

42 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。
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43 経営革新塾しよう会 本町地区・人と人をつなぐ緑化事業
碇神社のイヌグス敷地とかすかべ大通り沿道に花苗の植栽を行う。
地域の魅力を高め、維持管理事業を派生させることを目的とする。

44 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
大島新田調節池周辺の桜の管理・除草作業・清掃活動を行うこと
で、杉戸町の貴重な水辺・都市空間を維持し、イメージアップにつな
げる。

45 秩父市立西小学校ＰＴＡ 秩父市の花「シバザクラいっぱい運動」
学校の畑（休耕地）に２，５００本のシバザクラを植栽し維持管理する
ことで、子供たちの学習環境整備の向上と地域の絆をつくる。

46 越谷レイクタウンどろんこ保育園 レイクどろんこ園庭緑化プロジェクト
越谷レイクタウンどろんこ保育園のエントランス及び園庭に、環境に
合う苗木や花苗を植栽することで、保育に活かし緑化をはかる。

47 NPO法人つばさねっと
「実のなる木」を通して心のバリアフリーを
広げよう

特別支援学校を卒業した障害者に、豊かな緑の恩恵を身近に感じ
る機会を提供し、地域交流を持つきっかけ作りとして、「果実のなる
木」を植樹し維持管理する。

48
学校法人シャローム学園
ひかり認定こども園

幼稚園園庭の芝生化
幼稚園の園庭を芝生化することにより、園庭の環境改善や園児の
活動の活発化を図る。

49 明戸櫻の会 明戸地内に桜並木等造成
用水路堤塘に桜１４種１５０本と紫陽花等を植樹し、地域の憩い場と
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。

50 比企郡鳩山町立今宿小学校PTA
里山の暮らしにチャレンジ～雑木林再生・
循環型農業～

校地に隣接する里山の環境を校地内に再生し、ふるさとを愛する心
を育む。落ち葉溜め等の設備を整備し、循環型農業の実践を通して
ＥＳＤ教育の普及を図る。

51 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
植生と日照条件の関係と萌芽再生のため
の萌芽枝の地際直径と樹高の成長につい
て

緑の森博物館所沢市分の林床植生調査等の調査活動、定期的な
下刈り、近隣のボランティアの活動のお手伝い、ホタルやシダレザク
ラとカタクリの群落の散策などを行う。

52 秩父こもれびの庭 癒しの庭づくり計画
昨年、木々を植栽し新たに建設を行った散策路周辺を整備するとと
もに、講演会を開催し植栽活動を行う。

53 桶川市東二丁目町会 地域の緑化と美化活動（パートⅢ）

雑草対策として一昨年度から「竜のヒゲ」を市保有の未舗装地帯に
植栽し維持管理を行っている。今年度は「芝さくら」を新たに植栽し、
町内のコミュニケーションの場とするとともに、雑草対策の一助とす
る。

54 戸田市立新曽小学校PTA 新曽の森

小学校内の「新曽の森」の定期的な植樹・維持管理を行うとともに、
ハンギングバスケットを使用した花苗の植栽活動を行う。自然環境
の保護活動、環境美化活動によって、地域のコミュニティーとの絆を
深める。

55 よこぜ彩り創造会議
植樹や植栽地管理による町内景観整備事
業

管理の行き届かない落葉広葉樹を主体とした林野地を維持管理す
ることで、景観形成を進める。住民の癒しや地域愛の醸成に寄与
し、訪れたくなる町をつくる。

56 深谷市立深谷小学校PTA 深谷小学校ＰＴＡ奉仕作業
小学校敷地内の畑や花壇の掘り起こし、植栽や除草を行うことで、
市街地の中心にある緑の環境を保全・保護・維持する。

57 男衾自然公園管理組合 男衾自然公園管理組合
数十年間放置された里山を借り受け、自然を生かした起伏ある里山
を蘇らせる。地域住民を参画に巻き込み、老若男女楽しめる公園を
提供し住み良い町づくりに貢献する。

58 鳩山小学校学校応援団 緑化推進ドリームプロジェクトⅢ
大型プランターや再整備した花壇に植栽を行い、児童・保護者・地
域住民がみどりに親しむことを促進する。植栽・維持管理を学校応
援団として定期的に行うことで、学校を核とした地域の絆を深める。

59 増林公園枝垂れ桜の会 増林公園枝垂れ桜の会
増林公園に枝垂れ桜を植樹し、福島県などから避難されている方と
共に、定期的な維持活動を行うことで地域の絆を深める。

60 (有)あぜ道クラブ あぜ道　いきものがかり
生物多様性の豊かな田んぼを活かして植物や生き物を探し、生態
系を学ぶとともに、環境保全の大切さも学んでいく。

61
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
再生利用」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」「資源再生利用の必要性」を広報する。


