
助成年度 助成先名

1993年度
（3先）

埼玉県緑の推進員連絡協議会
自然観察指導員埼玉県連絡会　大宮フレンド
寄居町にトンボ公園を作る会

1994年度
（7先）

朝霞の自然を観る会
黒浜沼周辺の自然を大切にする会
埼玉県ホタル保全連絡協議会
埼玉県緑の推進員連絡協議会
不老川をきれいにする会
与野の水と緑を考える集い
寄居町にトンボ公園を作る会

1995年度
（6先）

ウェットランド荒沢・川田谷マップ作成委員会
大宮市立芝川小学校（現�さいたま市立芝川小学校）
自然観察大宮フレンド
北本雑木林の会
熊谷市久下ムサシトミヨを守る会
吉田グリーンクラブ

1996年度
（6先）

北本雑木林の会
グラウンドワーク「おおたかの森トラスト」
埼玉昆虫談話会
秩父の環境を考える会
不老川をきれいにする会
武蔵丘陵森林公園の自然を考える会

1997年度
（8先）

心のこみち「きざき」
こども自然クラブ
自然観察大宮フレンド
秩父の環境を考える会
鳩ヶ谷にトンボ公園を作る会
名水風布川・日本水保存会
与野の水と緑を考える集い
寄居町にトンボ公園を作る会

1998年度
（6先）

朝霞湿生植物保護の会
北本にトンボ公園を作る会
小手指の森に親しむ会
埼玉昆虫談話会
八国山の自然に親しみつつ守る会
鳩ヶ谷にトンボ公園を作る会

1999年度
（7先）

綾瀬花の会
エコシティ志木
小手指の森に親しむ会
自然観察大宮フレンド
自然の会・オオムラサキ
若松小学校周辺の環境を考える会

助成年度 助成先名

よしみ町の自然をたのしむ会

2000年度
（7先）

川本町の風と緑と水を守る会
小手指の森に親しむ会
砂川堀流域川づくり懇親会
玉川・里山もりんど
よしみ町の自然をたのしむ会
与野の水と緑を考える集い
早稲田大学�自然環境調査室

2001年度
（7先）

上尾・まちづくりの会
学校法人佐藤栄学園�栄東高等学校�理科研究部
自然っ子クラブ
ソクラテスの会
秩父の環境を考える会
原市沼を愛する会
百年の森づくりの会

2002年度
（8先）

大中落環境保全会
自然っ子クラブ
新河岸川水系水環境連絡会
NPO法人�２１世紀まちづくりの会（NPO鳩山）
花と緑の会
氷川の里ほたるの会
日高市環境ボランティア
百年の森づくりの会

2003年度
（9先）

小川町里山クラブ“ｙｏｕ－ｙｏｕ”
グラウンドワーク「里の杜」実行委員会
さいたま市立常盤小学校
新座キツネノカミソリ保存会
NPO法人�西川木楽会
別府沼を考える会
NPO法人�むさしの里山研究会
ヤマガラくらぶ
与野の水と緑を考える集い

2004年度
（6先）

荒川水系渓流保存会
加治丘陵どんぐりの会
高麗川ふるさとの会
NPO法人�つるがしま里山サポートクラブ
NPO法人�西川木楽会
花と緑の会

2005年度
（7先）

ＮＰＯ法人�加治丘陵山林管理グループ
鴻巣市立鴻巣南小学校
NPO法人�森林活用研究会こぴす
どんぐり山を愛する会
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助成年度 助成先名

新座キツネノカミソリ保存会
ふるさと創生クラブ
寄居町カタクリを守る会

2006年度
（8先）

荒川を撮る会
さいたま市みどり愛護会
三貫清水の会
NPO法人�秩父の環境を考える会
環境ＮＧＯ�ちびっこ探検隊
百年の森づくりの会
まちづくり協議会クローバー
柳瀬川の最上流をきれいにする会

2007年度
（10先）

東川を愛する会
エコネット塚本田んぼ
カケス里山会
くまがや地域通貨研究会
自然っ子クラブ
新座キツネノカミソリ保存会
錦乃原櫻草保存会
やまおやじの会
ヤマガラくらぶ
与野の水と緑を考える集い

2008年度
（6先）

エコ田んぼビオトープNORA
NPO法人�加治丘陵山林管理グループ
埼玉県立大宮高等学校�植林事業
ＮＰＯ法人�里山環境プロジェクト・はとやま
NPO法人�天覧山・多峯主山の自然を守る会
比企の川づくり協議会

2009年度
（10先）

越生町職員互助会
上仏子里山会
川口市立在家小学校�自然科学クラブ（現�在家小エコクラブ）
川越�樹の会
NPO法人�グリーンフォーレストジャパン
自然っ子クラブ
すわ・氷川森の会
利根川の自然を守る会
NPO法人�むさしの里山研究会
寄居町カタクリを守る会

2010年度
（9先）

NPO法人�荒川の自然を守る会
加治丘陵につつじを植え戻す会
金子の森�山桜会
金子山いろりあんサークル
さいたま市立芝川小学校

助成年度 助成先名

桜区のまちづくりを進める会
三貫清水の会
ヤマガラくらぶ
和田みどりを守る会

2011年度
（13先）

上尾市立上尾小学校
NPO法人�荒川藁の会
古代蓮の里�ホタルの会
白子・大坂湧水林保全の会
森遊クラブ
だいこんの会
藤寿会
原市みどりの再生ボランティアの会
ぶつし里山会
別府沼を考える会
“未来に残そう”谷田の泉を守る会
谷田の泉クラブ
和光自然環境を守る会

2012年度
（8先）

さって市民環境ネット
ＮＰＯ法人�自然観察さいたまフレンド
芝川第一調節池環境管理パートナーズ
新座キツネノカミソリ保存会
原市みどりの再生ボランティアの会
ＮＰＯ法人�比企自然学校
ＮＰＯ法人�むさしの里山研究会
和光自然環境を守る会

2013年度
（16先）

NPO法人�エンハンスネイチャー荒川・江川
加治丘陵につつじを植え戻す会
加治丘陵遊々クラブ
上仏子里山会
NPO法人�北本雑木林の会
グリーン・フォレスト・ネットワーク所沢
埼玉県立浦和第一女子高等学校　麗風会
桜区のまちづくりを進める会
舟運・ふじみんの郷
NPO法人�秩父百年の森
NPO法人�はとやま環境フォーラム
原市みどりの再生ボランティアの会
みどりの会（若松小学校周辺の環境を考える会）
柳瀬川の最上流をきれいにする会
よしみ町の自然を楽しむ会
寄居町かたくりを守る会

（敬称略）
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助成年度 助成先名

2014年度
（21先）

NPO法人�荒川藁の会
エコ田んぼNORA
忍川環境を見守る会
加治丘陵につつじを植え戻す会
金子の森山桜会
NPO法人�くまがや地域通貨研究会
糀谷八幡湿地保存会
高麗川ふるさとの会
埼玉県立浦和第一女子高等学校　麗風会
舟運・ふじみんの郷
白子川と流域の水環境を良くする会
新座キツネノカミソリ保存会
樋春北ほたる保存会
ぶつし里山会
NPO法人�ふるさと創生クラブ
別府沼を考える会
柳瀬川の最上流をきれいにする会
ヤマガラくらぶ
与野・水と緑の会
寄居町かたくりを守る会
和田みどりを守る会

2015年度
（18先）

あさか環境市民会議
東川を愛する会
NPO法人�エンハンスネイチャー荒川・江川
おおたかの森トラスト
NPO法人�くまがや地域通貨研究会
県活市民講師塾交流会
糀谷八幡湿地保存会
埼玉昆虫談話会
桜区のまちづくりを進める会
笹目川の環境を守る会
NPO法人�自然観察さいたまフレンド
白子川と流域の水環境を良くする会
新河岸川水系水環境連絡会
ところざわ倶楽部　地域の自然グループ
原市みどりの再生ボランティアの会
NPO法人�むさしの里山研究会
与野・水と緑の会
寄居町にトンボ公園を作る会

2016年度
（16先）

エコ田んぼNORA
NPO法人�エコ．エコ
金子山いろりあん

助成年度 助成先名

NPO法人�熊谷市ほたるを保護する会
グリーン・フォレスト・ネットワーク所沢
県活市民講師塾交流会
高麗川ふるさとの会
埼玉昆虫談話会
さって市民環境ネット
学校法人佐藤栄学園�栄東中学・高等学校�理科研究部
NPO法人�秩父の環境を考える会
新座キツネノカミソリ保存会
南側用水路清流プロジェクト
元荒川をきれいにする会
柳瀬川の最上流をきれいにする会
与野・水と緑の会

2017年度
（17先）

あさか環境市民会議
NPO法人�エンハンスネイチャー荒川・江川
おおたかの森トラスト
加治丘陵につつじを植え戻す会
NPO法人�熊谷市ほたるを保護する会
県活市民講師塾交流会
江南の藤保存会
高麗川ふるさとの会
笹目川の環境を守る会
学校法人佐藤栄学園�栄東中学・高等学校�理科研究部
白子川と流域の水環境を良くする会
新河岸川水系水環境連絡会
NPO法人�秩父の環境を考える会
原市みどりの再生ボランティアの会
ふかや緑の王国ボランティア
水野の森　里山の会
和田みどりを守る会

２０１８年度
（20先）

ＮＰＯ法人�エコ．エコ
ＮＰＯ法人�エンハンスネイチャー荒川・江川
大台東緑化クラブ（現�大台東美化クラブ）
柿沼堀を守る会�
加治丘陵につつじを植え戻す会
金子山いろりあん
認定ＮＰＯ法人�熊谷市ほたるを保護する会
高麗川ふるさとの会
埼玉県生態系保護協会�加須支部
笹目川の環境を守る会
新河岸川水系水環境連絡会
ＮＰＯ法人�秩父の環境を考える会

30年間の助成先の皆さま
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助成年度 助成先名

新座キツネノカミソリ保存会
ＮＰＯ法人�はとやま環境フォーラム
原市みどりの再生ボランティアの会
ふかや緑の王国ボランティア
別府沼を考える会
未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会
与野・水と緑の会
寄居町かたくりを守る会

２０１９年度
（18先）

エコ田んぼＮＯＲＡ
加治丘陵につつじを植え戻す会
ＮＰＯ法人�くまがや地域通貨研究会
埼玉県生態系保護協会�加須支部
学校法人佐藤栄学園�栄東中学・高等学校�理科研究部
笹目川の環境を守る会
ＮＰＯ法人�自然環境観察会
ＮＰＯ法人�ジョイライフさやま
白子川と流域の水環境を良くする会
新河岸川水系水環境連絡会
智光山・野草園の会
新座キツネノカミソリ保存会
原市みどりの再生ボランティアの会
ＮＰＯ法人�ふるさと創生クラブ
みどりの会（若松小学校周辺の環境を考える会）
ヤマガラくらぶ
与野・水と緑の会
和光自然環境を守る会

２０２０年度
（18先）

ＮＰＯ法人�エコ．エコ
エコ田んぼＮＯＲＡ
大台東緑化クラブ（現�大台東美化クラブ）
加治丘陵遊々クラブ
金子山いろりあん
ＮＰＯ法人�くまがや地域通貨研究会
高麗川ふるさとの会
学校法人佐藤栄学園�栄東中学・高等学校�理科研究部
ＮＰＯ法人�自然環境観察会
ＮＰＯ法人�ジョイライフさやま
智光山・野草園の会
ＮＰＯ法人�秩父百年の森
ふるさと上谷沼�地域創造塾（現�上谷沼周辺の自然を守る会）
ＮＰＯ法人�ふるさと創生クラブ
宮代水と緑のネットワーク
未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会

助成年度 助成先名

与野・水と緑の会
�寄居町かたくりを守る会

２０２１年度
（19先）

ＮＰＯ法人�荒川の自然を守る会
エコ田んぼＮＯＲＡ
ＮＰＯ法人�エコ．エコ
おおたかの森トラスト
加治丘陵につつじを植え戻す会
加治丘陵遊々クラブ
ＮＰＯ法人�くまがや地域通貨研究会
高麗川ふるさとの会
笹目川の環境を守る会
学校法人佐藤栄学園�栄東中学・高等学校�理科研究部
ＮＰＯ法人�自然環境観察会
白子川と流域の水環境を良くする会
ＮＰＯ法人�ジョイライフさやま
智光山・野草園の会
ところざわ地域の自然グループ
ＮＰＯ法人�はとやま環境フォーラム
東松山市立市の川小学校�希少野生生物保護増殖プロジェクト
ふるさと上谷沼�地域創造塾（現�上谷沼周辺の自然を守る会）
未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会

２０２２年度
（17先）

綾瀬川を愛する会
NPO�法人�荒川の自然を守る会
NPO�法人�エコ．エコ
OS�ふじの森の会
大台東緑化クラブ（現�大台東美化クラブ）
風間�健太郎
加治丘陵につつじを植え戻す会
加治丘陵遊々クラブ
NPO�法人�北本雑木林の会
高麗川ふるさとの会
笹目川の環境を守る会
白子川と流域の水環境を良くする会
ツキノワの会
NPO�法人�つるがしま里山サポートクラブ
遠ノ平山棚田を守る会
NPO�法人�はとやま環境フォーラム
未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会

（敬称略）
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