
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（住民団体）

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 におい・かおり環境協会賞 唐招提寺　「香りの薬草園」 鑑真和上　才花苑

宗教法人　唐招提寺

鑑真和上才花苑・運営委員会

あをによし奈良 Garden Link

奈良県

奈良市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H30-81.pdf

平成30年度 日本アロマ環境協会賞 香りの道は地域をつなぐプラットフォーム
兵庫県立淡路景観園芸学校

淡路市立香りの公園を愛でる会

兵庫県

淡路市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H30-82.pdf

平成30年度 入賞
香る緑地のまち再生活動～多世代で希少樹種を守り育

てる学びの場の創出

北海道当別町・白樺緑地周辺町内会

to-pet 自然の会

北海道

石狩郡

当別町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H30-84.pdf

平成30年度 入賞
みどりの香りでまち育て。みんな、北久里浜においで

よ！
北久里浜まちづくり協議会

神奈川県

横須賀市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H30-85.pdf

平成30年度 奨励賞 潮風ロードからの緑の癒しと鎮魂
おおふなと夢商店街協同組合

おおふなと花の会

岩手県

大船渡市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H30-89.pdf

平成29年度 におい・かおり環境協会賞 かおりde縁JOY農 自然処
熊本県

水俣市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H29-72.pdf

平成29年度 日本アロマ環境協会賞 合楽“香気圧広場”づくり 大橋町（合楽）指出区自治会2班
福岡県

久留米市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H29-73.pdf

平成29年度 日本植木協会賞 癒しの森、香るヒーリングガーデン
社会医療法人平和会吉田病院

あをによし奈良 Garden Link

奈良県

奈良市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H29-74.pdf

平成29年度 入賞 香る樹花に集う咲庭プロジェクト

豊中みどりの交流会

豊中市環境部公園みどり推進課

豊中緑化リーダー会

大阪府

豊中市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H29-75.pdf

平成28年度 環境大臣賞 特別授業『夢を形に』今こそ君達の出番だ！ 花いっぱいプロジェクト
愛知県

新城市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H28-63.pdf

平成28年度 日本植木協会賞 おちゃっこ広場～香りで育る人と地域～

尚絅学院大学環境構想学科

寄木・韮の浜おちゃっこくらぶ

寄木さくらの会

仙台ゾウ・プロジェクト

宮城県

本吉郡

南三陸町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H28-66.pdf

平成28年度 入賞
健康のまちづくり　花と香りに誘われて公園に出かけ

よう

ふれあい園芸サロンなでしこ

健康の森プロジェクト

東大和市緑のボランティア

東京都

東大和市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H28-68.pdf

平成27年度 環境大臣賞 Healing Feeling Garden 癒しの庭
ふかや緑の王国ボランティア

埼玉県深谷市
埼玉県深谷市 http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H27-54.pdf

平成27年度 入賞
「香りとホタルの森」プロジェクト～風のみち・霞風

香るホタルの坂～

レイクの森を守る会

レイクサイドタウン地区会

茨城県

稲敷郡

阿見町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H27-58.pdf

平成27年度 入賞 Lemon（レモン）の香るハニービーガーデン
大阪府立園芸高等学校

ハニービーサイエンスクラブ

大阪府

池田市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H27-61.pdf

平成26年度 環境大臣賞
くにたち路地庭プロジェクト 地域を結ぶ香りの路地庭

みち

花と緑のまちづくり協議会

（現在は、くにたち花と緑のまちづくり協議会）

東京都

国立市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H26-47.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26年度 日本アロマ環境協会賞 季節の香りと彩りを、かけがえのない思い出に 花いっぱいプロジェクト
愛知県

新城市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H26-49.pdf

平成25年度 環境大臣賞 中川ルネサンスプロジェクト
中川駅前中央遊歩道ルネサンスプロジェクト会

特定非営利活動法人　I Love つづき

神奈川県

横浜市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H25-38.pdf

平成25年度 におい・かおり環境協会賞 蝶と人をいざなう香りのレインボーガーデン
佐久市民交流ひろばワークショップ

（現在は、ガーデンチームなないろ）

長野県

佐久市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H25-39.pdf

平成25年度 日本アロマ環境協会賞 みどりと香りと花の街区づくり
鹿ノ台自治連合会（ECOKA委員会）

奈良県生駒市みどり景観課

奈良県

生駒市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H25-40.pdf

平成25年度 日本植木協会賞 照南湖ビオパーク
特定非営利活動法人土湯温泉観光まちづくり協議会

土湯温泉観光協会

福島県

福島市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H25-41.pdf

平成25年度 入賞 香りの灯台　～はじまりの花ひろば～
寄木さくらの会

尚絅学院大学

宮城県

本吉郡

南三陸町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H25-42.pdf

平成24年度 日本植木協会賞 帰っておいで香りの森へ
石川県犀川緑地指定管理者

エコ・チーム犀川

石川県

金沢市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H24-32.pdf

平成24年度 入賞
津波地域最前線に癒し空間を　～全壊被災校プロ

デュースによる共栄自立への道～

宮城県農業高等学校科学部

名取市小塚原地区

名取市小塚原南地区

名取市杉ケ袋南地区

亘理町

亘理町荒浜５丁目婦人の会

大河原町さくらの会

宮城県

名取市

宮城県

亘理郡

亘理町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H24-33.pdf

平成24年度 入賞 花かおる散策路
宮古中央通りに緑を復活させる会

宮古市中央通商店街振興組合

岩手県

宮古市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H24-34.pdf

平成24年度 入賞 かおりが結ぶ"椿"交流ガーデン

特定非営利活動法人　椿の島21世紀プロジェクト

緑の真珠気仙沼大島エコツーリズム推進協議会

特定非営利活動法人水と緑の環境ネットワークの会

仙台ゾウ・プロジェクト

こばか隊

Winning Edge

宮城県

気仙沼市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H24-35.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 日本アロマ環境協会賞 香りで飾る琉球かすり・機織りのまち
かすりロード盛り上げ隊

沖縄県南風原町役場まちづくり振興課

沖縄県

島尻郡

南風原町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H23-26.pdf

平成22年度 入賞
360°どんでした　南畑-鶯宿

～花と香りでひとづくり・まちづくり～

南畑地域協議会

鶯宿温泉観光協会

岩手県

岩手郡

雫石町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H22-23.pdf

平成21年度 におい・かおり環境協会賞 お茶香る「いい感じの里山づくり」

シーアイタウン利府葉山株式会社

葉山町内会

葉山子ども会

宮城県利府町

鹿島建設株式会社東北支店

宮城県

宮城郡

利府町

http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H21-14.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
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平成21年度 入賞 四季の香りに誘われる老人憩の家づくり
愛媛県宇和島市

宇和島市老人クラブ連合会三間支部

愛媛県

宇和島市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H21-16.pdf

平成20年度 におい・かおり環境協会賞
稚内市中央地区「香りゃんせ通り」コミュニティガー

デンづくり

稚内市歴史・まち研究会

北海道職業能力開発大学校

北海道

稚内市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H20-10.pdf

平成20年度 日本アロマ環境協会賞
自分たちの出した生ごみが生まれ変わる。

「ハーブのかほりを楽しむ街を目指して」
橋南まちづくり委員会

長野県

飯田市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H20-11.pdf

平成19年度 環境大臣賞
稚内市恵北地区「香りとさえずりの杜」コミュニティ

ガーデンづくり

稚内市歴史・まち研究会

稚内市恵北・増幌地区まちづくり委員会

北海道

稚内市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H19-5.pdf

平成18年度 におい・かおり環境協会賞 かおりと花いっぱいのコミュニティガーデンづくり
長野県松本市

松本市松原地区町会連合会

長野県

松本市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H18-2.pdf

平成18年度 日本アロマ環境協会賞 TX研究学園・葛城、千本桜まちづくり事業
茨城県つくば市

つくばエクスプレス沿線葛城・遠東地区まちづくり協議会

茨城県

つくば市
http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/pdf/winners/H18-3.pdf
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