
第１～13回「みどり香るまちづくり」企画コンテスト受賞企画一覧（民間企業）

受賞年度 賞 企画名 企画者 企画場所 概要ペーパー

平成30年度 環境大臣賞
花の島　えらぶ　香りのカレンダー　～イナミズゴー

きゅらさん公園

知名字

知名町役場

知名町商工会青年部

JAあまみ青壮年部

おきえらぶフローラルホテル

鹿児島県

大島郡

知名町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H30-80.pdf

平成30年度 日本植木協会賞 かおりでも楽しめる柏100年の杜プロジェクト

株式会社エスエフジー・ランドスケープアーキテクツ

有限会社 辺見美津男設計室

名古屋市立大学　芸術工学部　大野暁彦研究室

社会福祉法人　ぶるーむ

千葉県

柏市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H30-83.pdf

平成30年度 入賞 香りと学びの番の州公園
坂出緩衝緑地管理事務所

指定管理者　五栄海陸興業株式会社

香川県

坂出市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H30-88.pdf

平成30年度 奨励賞 人と香りが創造を生む交差点
EVERYLIFE合同会社

リハビリテラスほろほろ 北鎌倉

神奈川県

鎌倉市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H30-90.pdf

平成29年度 環境大臣賞 香って食べて元気を育む七ヶ浜ファームガーデン

認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード

近藤哲雄建築設計事務所

株式会社グリーン・ワイズ

宮城県

宮城郡

七ヶ浜町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H29-71.pdf

平成29年度 入賞 ふれよう！感じよう！香りの小道
新潟農業・バイオ専門学校

グリーン産業株式会社

新潟県

新潟市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H29-77.pdf

平成29年度 奨励賞 潤いの水辺に四季彩香るまちの再生 阪急不動産株式会社
東京都

江東区
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H29-79.pdf

平成28年度 におい・かおり環境協会賞 花の香りで鼻を癒す　工業地帯に彩りを 株式会社日産クリエイティブサービス
神奈川県

横浜市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H28-64.pdf

平成28年度 入賞 京北・香りの里　六ヶ畔　花簾庭

京北グリーン株式会社

株式会社ＣＭＬ　一級建築士事務所

タット・プラン＆Ｔ株式会社

京都府

京都市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H28-67.pdf

平成28年度 審査委員特別賞 拡げよう香りの輪プロジェクト 東鉄工業株式会社
東京都

八王子市等
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H28-70.pdf

平成27年度 入賞
五感『Gokan』 ～子どもたちの感性を豊かにする公園

～

株式会社 ビークルー エッセ

株式会社 繁農園

山口県

光市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H27-60.pdf

平成26年度 におい・かおり環境協会賞
香りも楽しめる現代の日本庭園～住宅街・日本庭園・

多摩川をつなぐ香りの道～

セントスケープ・デザインスタジオ＋高崎設計室

世田谷区役所みどりとみず政策担当部公園緑地課

玉川公園管理事務所

株式会社自然教育研究センター

東京都

世田谷区
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H26-48.pdf

平成26年度 日本植木協会賞 秋田ふるさと村「香りの小道」プロジェクト
株式会社秋田ふるさと村

むつみ造園土木株式会社

秋田県

横手市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H26-50.pdf

平成26年度 入賞
ブルームガーデンのぞみ野 Fragrance-tree Project ～

みどり香る街づくり～

のぞみ野団地管理組合法人

株式会社スピナ　緑化環境部

兵庫県

姫路市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H26-52.pdf

平成25年度 入賞 いつも香りの植物に包まれて暮らしたい
社会福祉法人伸こう福祉会

住友林業緑化株式会社

神奈川県

川崎市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H25-45.pdf

平成25年度 入賞
め～、はな、くち、て、みみで

～五感で楽しむコミュニティパーク～
株式会社日産クリエイティブサービス　グリーンサービス部

神奈川県

厚木市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H25-46.pdf

平成24年度 におい・かおり環境協会賞 旧桜宮公会堂-みどりと歴史・文化の香る公園
株式会社ノバレーゼ

株式会社竹中工務店

大阪府

大阪市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H24-30.pdf
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受賞年度 賞 企画名 企画者 企画場所 概要ペーパー

平成24年度 日本アロマ環境協会賞 ＪＲ信濃町駅　アロマステーション化プロジェクト

東鉄工業株式会社

東日本旅客鉄道株式会社　信濃町駅

桐蔭横浜大学　飯島研究室

東京都

新宿区
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H24-31.pdf

平成24年度 入賞
香り豊かな花と緑のコミュニティ空間 ～須坂駅から笑

顔を届けます！～

長野県須坂園芸高等学校

長野電鉄株式会社

長野県

須坂市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H24-37.pdf

平成23年度 環境大臣賞
クスの木の下で「噴井の里　香りそよぐ」～市民とお

店のコラボレーション～

大垣市環境市民会議

ユニー株式会社アクアウォーク大垣

岐阜県

大垣市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H23-24.pdf

平成23年度 におい・かおり環境協会賞 香り豊かなガーデンコミュニティ 有限会社　モミの木
奈良県

奈良市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H23-25.pdf

平成23年度 震災復興特別賞
美田園花の広場　～ひまわりに笑顔をのせて届けよう

～

ひまわりプロジェクト実行委員会

東日本環境支援部 "ひまわりプ ロジェクト東大支部 "

エコッツェリア協会

（一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会）

株式会社日比谷花壇

西松建設株式会社

宮城県

名取市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H23-28.pdf

平成22年度 環境大臣賞
「源氏物語」ゆかりの花々が香る宇治支援学校　～喜

びはともにあること～

京都府教育委員会

株式会社山下設計関西支社

京都府

宇治市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H22-17.pdf

平成22年度 入賞 照葉のまちの香るロード
アイランドシティ中央公園指定管理者

株式会社西鉄グリーン土木

福岡県

福岡市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H22-20.pdf

平成22年度 入賞
街のコミュニティー空間　～花や木々を身近に感じて

～

京王電鉄株式会社

東邦レオ株式会社

株式会社交建設計

東京都

杉並区
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H22-21.pdf

平成21年度 日本アロマ環境協会賞 かほり絆ぐまちづくり
奥能登すず地区活性化委員会

有限会社エステル

石川県

珠洲市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H21-15.pdf

平成20年度 入賞 風薫る通学・通園路
学校法人スコーレ

小岩井農牧株式会社

岩手県

盛岡市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H20-12.pdf

平成19年度 日本アロマ環境協会賞
北野活性化プロジェクト・かおりでつなぐ観光名所 ～

風見鶏 meets HERB～

清里ハイランドパーク株式会社神戸事業所

（現在は、神戸リゾートサービス株式会社）

兵庫県

神戸市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H19-7.pdf
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