
 

最優秀賞（３つ花） 優秀賞（２つ花） 優良賞（１つ花） 
（回） （部門）        農林水産大臣賞                   建設大臣賞              農産園芸局長賞・構造改善局長賞※         都市局長賞                                   推進協議会長賞 

 

第
１
回 

市町村 丹生川村（岐阜県） 神戸市（兵庫県）  十和田市（青森県） 東神楽町（北海道）  松川村（長野県） 湯布院町（大分県） 

団体 ･ 個人 高月町雨森区（滋賀県） 国立療養所七尾病院（石川県七尾市）  
石狩町花畔農住団地婦人部※ 

（北海道石狩町） 
高崎市立矢中中学校（群馬県高崎市）  木谷 邦夫（兵庫県神戸市） 松田 実（宮崎県宮崎市） 

1991 
企 業 

株式会社 鈴鹿ハンター 
（三重県鈴鹿市） 

宮崎交通(株)（宮崎県宮崎市）  
ペンション・ストロベリー 

（兵庫県津名町） 
コープクリヴィア（東京都杉並区）  

株式会社 日本債券信用銀行 
大阪支店（大阪府大阪市） 

福光町新町商店会（富山県福光町） 

（第１回と第２回は、団体・個人部門は共通でした）                                                                                                                                  審査委員会特別賞  松本 清隆（福島県大熊町）・藤代町（茨城県） 

第
２
回 

市町村 綾町（宮崎県） 砺波市（富山県）  河口湖町※（山梨県） 前橋市（群馬県）  別府市（大分県） 本庄市（埼玉県） 

団体 ･ 個人 国田 かなゑ（岐阜県明宝村） 高崎市立矢中中学校（群馬県高崎市）  流山市立流山小学校（千葉県流山市） 富士市花の会（静岡県富士市）  
いちかわ花の輪をひろげる会 

（千葉県市川市） 
吉岡 麻里（京都府田辺町） 

1992 
企 業 

小島プレス工業 株式会社 
（愛知県豊田市） 

株式会社 京阪フィッシャーマン
ズ・ワーフ（香川県坂出市） 

 ペンション・スイートコーン 
（兵庫県津名町） 

住友電気工業 株式会社 
伊丹製作所（兵庫県伊丹市） 

 湯沢高原スキー場（新潟県湯沢町） 
名古屋鉄道 株式会社 

新岐阜駅管内（岐阜県岐阜市） 

                                                                                                                  審査委員会特別賞  垰田 佐賀子（北海道中札内村）・岩本 忠七（石川県七尾市）・山里 昇（沖縄県平良市）・ブティック丸善倶楽部（大阪府大阪市） 

 

第 

３ 

回 

市町村 根上町（石川県） 宮崎市（宮崎県）  須賀川市※（福島県） 桑名市（三重県）  大垣市（岐阜県） 佐賀市（佐賀県） 

団 体 氷見市立一刎小学校と校下地区 
（富山県氷見市） 

芦屋市立朝日ケ丘幼稚園 
（兵庫県芦屋市） 

 小俣町ふれあい｢花のある通り｣の会 
（三重県小俣町） 

ﾍ ｺ゙ﾘー ﾇ南大沢5 -7･13管理組合 、 
フラワークラブ（東京都八王子市） 

 太田町立太田中学校（秋田県太田町） 門前とどろ婦人会（石川県門前町） 

個 人 千葉 昭雄（岩手県千厩町） 加藤 安子（秋田県秋田市）  塩田 久美恵（兵庫県上郡町） 野口 房代（大阪府大阪市）  飯田 京子（静岡県榛原町） 松浦 ちづ子（兵庫県新宮町） 

1993 
企 業 日本曹達(株)高岡工場 

（富山県高岡市） 

(株)オールスタイル総本社 
（兵庫県神戸市） 

 レストラン・ベリーニ（兵庫県芦屋市） 珈琲サロン・和香草（静岡県沼津市）  キリンビール(株)千歳工場 
（北海道千歳市） 

オッペン化粧品(株)（大阪府吹田市） 

                                                                                                                                                               審査委員会特別賞  陸上自衛隊旭川駐屯地（北海道旭川市）・芦田 英次（京都府京都市） 

第 

４ 

回 

市町村 小布施町（長野県） 芦屋市（兵庫県）  下村（富山県） 札幌市東区（北海道）  鶴来町（石川県） 武生市（福井県） 

団 体 太田町立太田中学校（秋田県太田町） さがら花の会（静岡県相良町）  舞川地域課題対策協議会※ 
（岩手県一関市） 

鯖江市豊地区（福井県鯖江市）  中田地区花と緑の推進協議会 
（富山県高岡市） 

豊根村立豊根小学校（愛知県豊根村） 

個 人 森田 智子（兵庫県丹南町） 松田 実（宮崎県宮崎市）  平岩 音吉（岐阜県丹生川村） 石川 恵美（大阪府交野市）  岩田 純一（石川県金沢市） 安倉 文代（兵庫県神戸市） 

1994 
企 業 

サッポロビール 株式会社 
北海道工場（北海道恵庭市） 

ビューティーサロンタカハシ 
（大阪府阪南市） 

 
コンサートカフェ・パペルブルグ 

（東京都町田市） 

西川口東口商店振興会 
（埼玉県川口市） 

 
中部電力 株式会社 岐阜支店 

（岐阜県岐阜市） 

袋町フルーツパークグリーンクラブ 
（広島県広島市） 

                                                                                                                  推進協議会特別賞  国立療養所七尾病院（石川県七尾市）  審査委員会特別賞  誠幸園（青森県十和田市）・小貝川ふれあい花の会（茨城県下妻市） 

 

第 

５ 

回 

市町村 萩原町（岐阜県） 高畠町（山形県）  北上市※（岩手県） 札幌市豊平区（北海道）  仁賀保町（秋田県） 大宮市（埼玉県） 

団 体 上市町立白萩西部小学校 
（富山県上市町） 

恵み野花づくり愛好会（北海道恵庭市）  救護施設 誠幸園（青森県十和田市） 芦屋市立精道中学校（兵庫県芦屋市）  大通さくらぎ会（岩手県盛岡市） 大宮町花の会（三重県大宮町） 

個 人 河村 敏夫（岐阜県八百津町） 溝口 京子（大阪府岸和田市）  天田 玉江（群馬県境町） 皆川 みさ子（千葉県鎌ヶ谷市）  千葉 タミコ（岩手県花泉町） 谷口 俊子（宮崎県宮崎市） 

1995 
企 業 

湧永製薬 株式会社  広島事業所 
（広島県甲田町） 

株式会社 隅谷製陶所（岐阜県笠原町）  
カバヤ工業 株式会社 

岐阜北工場（岐阜県可児市） 

株式会社 宮崎衛生公社 
（宮崎県宮崎市） 

 
株式会社 ケーエムエフ花泉工場 

（岩手県花泉町） 

株式会社 桐生グランドホテル 
（群馬県桐生市） 

                                                                                                                  審査委員会特別賞  咲かそうチューリップ実行委員会（新潟県新津市）・三菱化学(株)黒崎事業所（福岡県北九州市）・黒田 豊（宮崎県日向市） 

 



最優秀賞（３つ花） 優秀賞（２つ花） 優良賞（１つ花） 
（回） （部門）        農林水産大臣賞                   建設大臣賞              農産園芸局長賞・構造改善局長賞※         都市局長賞                                    推進協議会長賞 

 

 

第 

６ 

回 

市町村 長井市（山形県） 前橋市（群馬県）  伊予三島市※（愛媛県） 鹿屋市（鹿児島県）  真田町（長野県） 當麻町（奈良県） 

団 体 魚津市経田花の愛好会 
（富山県魚津市） 

稲野公園パレットグループ 
（兵庫県伊丹市） 

 白川町立佐見保育園 
（岐阜県白川町） 

則松金山川コスモス会 
（福岡県北九州市） 

 青森市立佃中学校（青森県青森市） ふちな保育園（群馬県境町） 

個 人 福田 具可（群馬県中之条町） 小倉 康賢（大阪府八尾市）  古請 和子（徳島県上勝町） 平木 多賀子（宮崎県宮崎市）  千田 劭（岩手県千厩町） 桜田 忠江（静岡県清水市） 

1996 
企 業 民宿ＮＡＢＥの家（山梨県河口湖町） 株式会社 小松製作所 粟津工場 

（石川県小松市） 
 三和酒類 株式会社（大分県宇佐市） 東京鉄鋼 株式会社 八戸事業所 

（青森県八戸市） 
 牛岳温泉健康センター 

（富山県山田村） 
明和工業 株式会社（岐阜県笠原町） 

                                                                  審査委員会奨励賞  延岡市立東海小学校（宮崎県延岡市）・才川 静子（富山県福野町）・多木 万壽雄･玉江（兵庫県芦屋市） 審査委員会特別賞  竹中 義雄（岐阜県谷汲村）・岸本乳業(株)（広島県広島市） 

 

第 

７ 

回 

市町村 城川町（愛媛県） 高岡市（富山県）  飯山市※（長野県） 気仙沼市（宮城県）  札幌市西区（北海道） 山川町（鹿児島県） 

団 体 大森町立大森中学校（秋田県大森町） 新宮湊坂団地管理組合 
（福岡県新富町） 

 はなふれんず（三重県四日市市） 宮崎市立江南小学校（宮崎県宮崎市）  砺波市立庄東小学校（富山県砺波市） 徳美会（兵庫県神戸市） 

個 人 松浦 ちづ子（兵庫県新宮町） 髙島 忠行（富山県砺波市）  柴原 美保子（宮崎県宮崎市） 向江 ヨシ子（北海道旭川市）  川田 勝男（長野県真田町） 佐藤 好英（福岡県浮羽町） 

1997 
企 業 樹花（京都府京都市右京区） 甲府ＴＤＫ 株式会社 ばら委員会 

（山梨県甲府市） 
 大林果樹園（岐阜県国府町） 福光新町商店会（富山県福光町）  開成学院（北海道札幌市） リバー産業 株式会社（大阪府大阪市） 

                                                                                                                                                                  審査委員会特別賞  トトロ実行委員会（東京都国立市）・杉井 とみの（福井県武生市） 

 

第 

８ 

回 

市町村 河口湖町（山梨県） 旭川市（北海道）  新治村※（群馬県） 河浦町（熊本県）  安八町（岐阜県） 羽ノ浦町（徳島県） 

団 体 鹿角市八幡平婦人会（秋田県鹿角市） 
大宮花いっぱい運動推進会 

（埼玉県大宮市） 
 グリーンソサエティ（和歌山県湯浅町） 楽働クラブ（東京都世田谷区）  高岡市立成美小学校（富山県高岡市） 宮崎市立大淀小学校（宮崎県宮崎市） 

個 人 尾崎 多美子（神奈川県大井町） 金原 すみよ（岐阜県多治見市）  持原 美代子（宮崎県宮崎市） 合田 演子（香川県豊中町）  名川 正三郎（長野県真田町） 辻川 笑子（福井県武生市） 

1998 
企 業 

株式会社 でん六  蔵王の森工場 
（山形県上山市） 

西川口東口商店振興会 
（埼玉県川口市） 

 ビューティーサロンタカハシ 
（大阪府阪南市） 

漁町商店街振興組合（北海道恵庭市）  
八戸精錬 株式会社 八戸精錬所 

（青森県八戸市） 

株式会社 福井村田製作所 
（福井県武生市） 

                                                                                                                        審査委員会奨励賞  ホンダ太陽(株)日出工場（大分県日出町）  審査委員会特別賞  志摩 弘之（北海道阿寒町）・金子 一夫（新潟県糸魚川市） 

 

第 

９ 

回 

市町村 大沢野町（富山県） 尼崎市（兵庫県）  木島平村※（長野県） 松崎町（静岡県）  片品村（群馬県） 井口村（富山県） 

団 体 引佐町立渋川小学校（静岡県引佐町） 
つくばアーバンガーデニング 
実行委員会（茨城県つくば市） 

 上中田第一友の会（福島県いわき市） 徳美会（兵庫県神戸市）  代沢せせらぎクラブ（東京都世田谷区） ｢花咲く海の町上関｣連絡協議会 
（山口県上関町） 

個 人 勝野 千枝子（岐阜県可児市） 加藤 茂登子（大阪府堺市）  糟谷 美枝子（岐阜県岐阜市） 堀内 理美子（宮崎県宮崎市）  小嶋 キヨ子（岐阜県多治見市） 平田 悦子（岐阜県岐阜市） 

1999 
企 業 ペンション フィールドノート 

（長野県牟礼村） 

一善オートボディ 
（沖縄県沖縄市） 

 広瀬洋服店（岐阜県大垣市） 喫茶おぐら（福岡県北九州市）  釧路駅前商店街振興組合 
（北海道釧路市） 

Coffee & Bread コットンハウス 
（岐阜県美濃加茂市） 

                                                                                                                                                                           審査委員会特別賞  特別養護老人ホーム 藤ミレニアム（大阪府大阪市） 

 

第 
市町村 寒河江市（山形県） 東神楽町（北海道）  山川町※

（鹿児島県） 真田町（長野県）  安城市（愛知県） 柳井市（山口県） 

団 体 高岡市立成美小学校（富山県高岡市） 
七里ガ浜東二丁目公園愛護会 

（神奈川県鎌倉市） 
 船越保育園（愛媛県西海町） 園芸クラブみどり（岩手県盛岡市）  横手市立境町小学校（秋田県横手市） 

若葉フラワープロジェクト 
（埼玉県坂戸市） 

回 個 人 松浦 ちづ子（兵庫県新宮町） 竹内 みさと（岐阜県大垣市）  佐々木 喜美枝（宮崎県宮崎市） 牛窓 悦子（大阪府阪南市）  倉島 慶子（栃木県宇都宮市） 寺島 美紀子（岐阜県岐阜市） 

2000 
企 業 ｶﾝﾄﾘｰﾊｳｽﾎﾃﾙ アヴォンリー 

（静岡県伊東市） 
リバー産業 株式会社（大阪府大阪市）  アイシン・エィ・ダブリュ(株) 

（愛知県安城市） 
ＢＡＲ ＳＡＴＯ（大阪府大阪市）  秋田日本電気(株)（秋田県秋田市） 

コーヒーハウス アップルジャム 
（滋賀県彦根市） 

  



最優秀賞（３つ花） 優秀賞（２つ花） 優良賞（１つ花） 
（回） （部門）        農林水産大臣賞                 国土交通大臣賞              生産局長賞・農村振興局長賞※       都市・地域整備局長賞                              推進協議会長賞 

 

第 
11 
回 

2001 

市町村 安塚町（新潟県） 香り彩るまちづくり推進機構 
（北海道北見市） 

 下部町花づくり中央実行委員会※ 

（山梨県下部町） 
花の里づくりの会（沖縄県名護市）  安八町（岐阜県） 駒ヶ根市地区社会福祉協議会 

連絡会（長野県駒ヶ根市） 

団 体 栴檀山花と緑の推進協議会 
（富山県高岡市） 

グリーンソサエティ 
（和歌山県湯浅町） 

 第13区ふれあい花壇 
（岩手県千厩町） 

すみれ会（大阪府富田林市）  柳田村立当目小学校（石川県柳田村） 山本町立辻小学校（香川県山本町） 

個 人 大島 葉子（富山県砺波市） 柴原 美保子（宮崎県宮崎市）  小川 芳子（岐阜県養老町） 山本 加代子（三重県熊野市）  伊藤 洋子（長野県長野市） 花岡 薫里（大阪府阪南市） 

企 業 有限会社 恵庭売炭（北海道恵庭市） プチ･フィールド大間野 
（埼玉県越谷市） 

 斉藤京染呉服店（山口県柳井市） エミユーズヘアー（岐阜県岐阜市）  高畠ワイン(株)（山形県高畠町） 信和(株)（岐阜県平田町） 

                                                                                                                                           審査委員会特別賞  椎野あじさいロード（宮崎市北郷村）・森下 政彦（岐阜県和良村）・むらさき旅館（岐阜県高山市） 

花のまちづくり大賞                                       花のまちづくり優秀賞                                    特別賞 
（回）            農林水産大臣賞                  国土交通大臣賞                                            花のまちづくり推進協議会長賞                                            審査委員会賞 

 

第 
12 
回 

2002 

 湧別町（北海道） 飯山市景観形成推進協議会（長野県）  武生市（福井県） 宮前ガーデニング倶楽部 
（神奈川県川崎市） 

榛名町長寿会連合会（群馬県榛名町）  二階花園づくり実行委員会 
（山梨県御坂町） 

 高根村（岐阜県） 西萩間花の会（静岡県相良町）  延岡市立熊野江中学校（宮崎県延岡市） 千葉 栄子（岩手県花泉町） 飯塚 貞子（福井県武生市）  長山 千鶴子（北海道美唄市） 

 宮ノ下村づくり会（富山県八尾町） 糟谷 美枝子（岐阜県兼山町）  谷口 一枝（愛知県犬山市） 石井 康子（福岡県福岡市） ペンション あっぷる（山形県上山市）   

 佐藤 和子（群馬県松井田町） Whisky Bar Sato（大阪府大阪市）  ペンション ココット（岐阜県高山市）     

 

第 
13 
回 

2003 

 
清里町花と緑と交流の 
まちづくり委員会（北海道） 

宮沢 茂松（千葉県木更津市）  
岩木町中央公民館・岩木町 
町会公民館連絡協議会（青森県） 

馬瀬村（岐阜県） 直方市（福岡県）  池田 正雄（岐阜県古川町） 

 角田市西根４区行政区（宮城県角田市） 笠島 法子（宮崎県宮崎市）  
公園環境コミュニティ 
「緑の手」（大阪府大阪市） 

北九州市立高須中学校 
（福岡県北九州市） 

花のボランティア 
フローラルレディース（宮崎県延岡市） 

  

 
高波花と緑の推進協議会 

（富山県砺波市） 
(株)ケーエムエフ（岩手県花泉町）  

花いっぱい運動ボランティア 
（宮崎県延岡市） 

辻川 笑子（福井県武生市） 豊永 紗糺子（岐阜県大垣市）   

 滝沢 善隆（長野県松本市） むらさき旅館（岐阜県高山市）  吉富 和子（宮崎県宮崎市） 鶴田 清人（山口県平生町） 
株式会社 クリエイティブ ヨーコ 

（長野県長野市） 
  

    カフェ アンドール うつぼ公園店 
（大阪府大阪市） 

    

 

花のまちづくり大賞                                       花のまちづくり優秀賞                                    奨励賞 
（回）            農林水産大臣賞                  国土交通大臣賞                                            花のまちづくり推進協議会長賞                                             審査委員会賞 

 

第 
14 
回 

2004 

 森山町（長崎県） 
鹿追町「花と芝生の町づくり」 

推進協議会（北海道） 
 

浜松市花いっぱいコミュニティ 
緑化連絡協議会（静岡県浜松市） 

ガーデンシティコープ金剛東 
すみれ会（大阪府富田林市） 

岡崎 和子（岐阜県多治見市）  山陽団地2丁目花の会（岡山県山陽町） 

 小池 裕子（宮崎県宮崎市） 四方校下自治振興会（富山県富山市）  吉村 雅代（奈良県橿原市） 置戸町大通り商店街（北海道置戸町） 
小岩駅前通り美観商店街 

（東京都江戸川区） 
 浅井 ひとみ（富山県大門町） 

 

  



花のまちづくり大賞                                       花のまちづくり優秀賞                                    奨励賞 
（回）            農林水産大臣賞                  国土交通大臣賞                                            花のまちづくり推進協議会長賞                                             審査委員会賞 

 

第 

15 
回 

2005 

 
千葉県立上総高等学校農業クラブ 

（千葉県君津市） 
尾花沢市（山形県）  東海市（愛知県） 

小杉町花作り同好会 
（富山県射水郡） 

中山道こまちの会 
（岐阜県中津川市） 

 
弘道第三団地自治会 

（東京都足立区） 

 
ビューティーサロン タカハシ 

（大阪府阪南市） 
蟹江 万千子（愛知県東海市）  宮崎 嘉子（長野県長野市） 川島 知子（静岡県浜松市） 新名 れい子（宮崎県宮崎市）   

    
株式会社 丸栄産業 

（長野県飯山市） 
    

 

第 

1６ 
回 

2006 

 氷見市（富山県） 
深谷オープンガーデン花仲間 

（埼玉県深谷市） 
 新開地まちかど 

ガーデンサークル（兵庫県神戸市） 花岡 薫里（大阪市阪南市） 香川 ヒサ子（香川県さぬき市）  杉並区（東京都） 

 
静岡県立磐田農業高等学校 

（静岡県磐田市） 山本 美千子（神奈川県横浜市）  原田 正夫（埼玉県草加市） ペンション アルペンフローラ 
（長野県長和町） 

株式会社経営開発研修センター 
（大阪府大阪市） 

  

 

第 
1７ 

回 

2007 

 江戸川区（東京都） 北九州市（福岡県北九州）  
角田市・すばらしい角田を 
つくる協議会（宮城県角田市） 

「夢いっぱいの町真砂」 
花壇作りの会（千葉県千葉市） 

三田市花と緑のネットワーク 
（兵庫県三田市） 

 辻 信子（岐阜県揖斐郡大野町） 

 吉村 雅代（奈良県橿原市） 
オープンガーデン 

サン・フラワー宮崎（宮崎県宮崎市） 
 真島 淳子（神奈川県横浜市） 高林 やすゑ（静岡県浜松市） 

南町二丁目商店街振興組合 
（茨城県水戸市） 

 岡田 順一・横田 博（高知県香南市） 

    
株式会社 フォト・シー・ 

コーポレーション（大阪府箕面市） 
    

 

花のまちづくり大賞                        花のまちづくり優秀賞                              奨励賞 
（回）        農林水産大臣賞                国土交通大臣賞                            花のまちづくり推進協議会長賞                                             審査委員会賞 

 

第 
1８ 

回 

200８ 

あしがら花紀行千津島地区 
実行委員会（神奈川県南足柄市） 

成美花と緑のパノラマ（富山県高岡市）  千葉市（千葉県） 中野市（長野県） 
 

街まんなか花いっぱいにする会 
（青森県青森市） 久藪あじさいクラブ（徳島県美馬郡） 

浅井 ひとみ（富山県射水市） 丸栄産業 株式会社（長野県飯山市）  小金井公園花の会（東京都小金井市） 白山市立鶴来中学校（石川県白山市） 
 

粕川フラワーロードの会 
（群馬県伊勢崎市） 

ＮＰＯ法人 岡原花咲かそう会 
（大分県大分市） 

   私たちの庭の会（愛知県一宮市） 
ハーブタペストリー香の会 

（大阪府阪南市） 

 城山入口フラワークラブ 
（群馬県高崎市） 

城戸 夫巳枝（千葉県浦安市） 

   
善通寺ガーデンクラブ 

（香川県善通寺市） 
山中 ユカリ（群馬県伊勢崎市） 

 
井畑花の道サークル（愛知県安城市） 水島 頼（広島県江田島市） 

   高橋 彌生（香川県まんのう町）  
 城東区はなびとコスモスタッフの会 

（大阪府大阪市） 
市立御前崎総合業員 
（静岡県御前崎市） 

 

 

 

 

 

 

 



花のまちづくり大賞                        花のまちづくり優秀賞                              奨励賞 
（回）        農林水産大臣賞                国土交通大臣賞                            花のまちづくり推進協議会長賞                                             審査委員会賞 

 

第 
1９ 

回 

2009 

富山市立大久保小学校 
（富山県富山市） 

中山道こまち会 
（岐阜県中津川市） 

 長島町（鹿児島県長島町） 
浜松市花いっぱいコミュニティ 
緑化連絡協議会（静岡県浜松市） 

 
太陽ローズボランティア 

（神奈川県横浜市） 

NPO法人 フラワーネットワーク 
宇保八王寺部会（大阪府池田市） 

新名 れい子（宮崎県宮崎市） 遠藤 かつゑ（山形県長井市）  
昆陽南公園苗圃を活用する会 

（兵庫県伊丹市） 
中能登町立鹿島中学校 

（石川県中能登町） 

 
新川姫蛍と花を守る会 

（大阪府高槻市） 
うきは市立江南小学校 

（福岡県うきは市） 

   
花のジュータン実行委員会 

（福井県大野市） 

芦屋ハイタウン管理組合 
緑化委員会（兵庫県芦屋市） 

 
石橋 寛（宮城県角田市） 藤原 美和（兵庫県神河町） 

   キッピーグリーンクラブ（兵庫県三田市） 平井 茂彦（滋賀県高月町） 
 

天野 和幸（静岡県浜松市） 山本 一義・孝江（宮崎県宮崎市） 

   山田 誠子（兵庫県三田市） 
株式会社経営開発研修センター 
花くらぶコマクサ（大阪府大阪市） 

 
熊谷 哲・恵子（兵庫県姫路市） 松尾 伊津子（宮崎県都城市） 

 

第 

２０ 
回 

2010 

見附市立見附小学校（新潟県見附市） 
「夢いっぱいの町真砂」 
花壇作りの会（千葉県千葉市） 

 東神楽町（北海道東神楽町） 戸田市（埼玉県戸田市） 
 

はったりべつ・花と緑の会/ 
(社)札幌この実会（北海道札幌市） 

三島市（静岡県三島市） 

浜松市花いっぱいコミュニティ 
緑化連絡協議会（静岡県浜松市） 

一冨 伸子（福岡県久留米市）  南大塚都電沿線協議会（東京都豊島区） 牧之原市花の会（静岡県牧之原市） 
 

救護施設八尾園（富山県富山市） 
鯖江市豊まちづくり推進協議会 

（福井県鯖江市） 

   
新川姫蛍と花を守る会 

（大阪府高槻市） 
大池橋ミニバラ公園グループ 

（兵庫県伊丹市） 

 
京都市立蜂ヶ岡中学校（京都府京都市） 鮫島 義隆・アサ子（静岡県磐田市） 

   
鹿児島市立西紫原小学校 

（鹿児島県鹿児島市） 
熊谷 哲・恵子（兵庫県姫路市） 

 
高嶋 清子（兵庫県三田市） 吉田 博美（福岡県宗像市） 

   中井 哲男（兵庫県三田市） 
南九州コカコーラボトリング㈱ 

グリーンパークえびの 
（宮崎県えびの市） 

 

伊藤 容子（宮崎県宮崎市） 長谷川税理士事務所（宮崎県宮崎市） 

                                                                                                                                                                                   審査委員会特別賞  花クラブ コマクサ（大阪府大阪市） 

 

第 
２１ 

回 

2011 

山口寿美子・入江真喜子・三好美喜子 
（徳島県美馬市） 

キッピーグリーンクラブ 
（兵庫県三田市） 

 
豊田市・財団法人 豊田市 
公園緑地協会（愛知県豊田市） 

社会福祉法人 四方福祉会  
四方保育所（富山県富山市） 

 
AMAサポーターズ倶楽部 

（北海道札幌市） 
街まんなか花いっぱいにする会 

（青森県青森市） 

市立御前崎総合病院（静岡県御前崎市） サッポロビール株式会社（北海道札幌市）  井畑花の道サークル（愛知県安城市） 高槻景観園芸クラブ（大阪府高槻市） 
 

神原町花の会（花美原会） 
（静岡県浜松市） 

荒子川公園サポートクラブ 
（愛知県名古屋市） 

   
花いっぱい運動推進グループ・ 
長崎鼻BKネット（大分県豊後高田市） 

鹿児島市立吉野小学校 
（鹿児島県鹿児島市） 

 川西町・サークルお花畑 
（奈良県磯城郡川西町） 

ガーデン苅尾（兵庫県たつの市） 

   角谷 一枝（群馬県太田市） 滝澤 善隆・市子（長野県松本市） 

 住みよいカルチャータウンをつくる
会「コミュニティーガーデン 
ふるる」（兵庫県三田市） 

連島南私たちのまちを考える会 
（岡山県倉敷市） 

   鍋島 妙子（宮崎県宮崎市） 二宮 ユリ子（宮崎県宮崎市） 
 

地釜 政弘（東京都東村山市） 
ＮＥＣソフト株式会社・ 

ＮＰＯ法人 Green Works（東京都江東区） 

   福島製鋼 株式会社（福島県福島市）  
 

  



花のまちづくり大賞                        花のまちづくり優秀賞                              奨励賞 
（回）         農林水産大臣賞                 国土交通大臣賞                             花のまちづくり推進協議会長賞                                              審査委員会賞  

 

第 
２２ 

回 

2012 

深谷市（埼玉県深谷市） 
戸田市/戸田市花と緑のまちづく

り 
実行委員会（埼玉県戸田市） 

 三島市（静岡県三島市） 
中山パークホームズ丘の街町

内会 
（宮城県仙台市） 

 
ボランティア苗木花の会 

（岐阜県中津川市） 
ふれあい花の会（愛知県岩倉市） 

ＮＰＯ法人鼻高町をきれいに 
する会（群馬県高崎市） 

小杉花作り同好会（富山県射水市）  
新地町立駒ヶ嶺小学校 
（福島県相馬郡新地町） 

オープンガーデンうらやす 
ガーデントーククラブ（千葉県

浦安市） 

 
滋賀県立長浜農業高等学校 

（滋賀県長浜市） 

ひょうご花育ねっと（兵庫県三田

市） 

   島本町花と緑いっぱいの会 
（大阪府三島郡島本町） 

中之町フラワーウェーブ 
（大阪府堺市） 

 ひとひらの花グループ 
（兵庫県たつの市） 

杉浦 かよ子（静岡県浜松市） 

   西川 新吾（滋賀県近江八幡市） 
パナソニックエンジー 
洲本園芸部（兵庫県洲本市） 

 
中谷 邦子（兵庫県豊岡市） 大山 節子（香川県高松市） 

   
宮崎空港ビル 株式会社 

（宮崎県宮崎市） 
 

 
濱砂 久美子（宮崎県宮崎市） 武田 千哉子（宮崎県宮崎市） 

     

 有限会社 笹生農園 
レストラン栗の里（神奈川県厚木

市） 

 

審査委員会特別賞  天野 和幸（静岡県浜松市） 

 

第 
２３ 

回 

2013 

鹿児島市立西紫原小学校 
（鹿児島県鹿児島市） 

牧之原市花の会（静岡県牧之原市）  鴻巣市（埼玉県鴻巣市） 
宮前コミュニティガーデン 
実行委員会（神奈川県川崎市） 

 
札幌市立三角山小学校 

花壇ボランティア（北海道札幌市） 
中之条町花の会 

（群馬県中之条町） 

福田 具可（群馬県中之条町） 
昆陽南公園苗圃を活用する会 

（兵庫県伊丹市） 
 

長岡市立桂小学校 
（新潟県長岡市） 

サークル美花（福井県敦賀市） 
 

新磯ざる菊愛好会 
（神奈川県相模原市） 

長岡市立前川小学校 
（新潟県長岡市） 

   
新川姫蛍と花を守る会 

（大阪府高槻市） 
青柳川を守る会（宮崎県宮崎市) 

 豊まちづくり推進協議会 
（福井県鯖江市） 

グループ緑のこだま 
（兵庫県宝塚市） 

   中井 哲男（兵庫県三田市） 吉田 博美（福岡県宗像市） 
 北九州市立早鞆小学校 

（福岡県北九州市） 
熊谷 哲・恵子（兵庫県姫路市） 

   
有限会社笹生農園  

レストラン栗の里（神奈川県厚木

市） 

 

 

尾前 篤子（宮崎県宮崎市） 恒吉 佳久子（宮崎県宮崎市） 

審査委員会特別賞  手嶋 眞二（山口県下関市） 
 

第 
２４ 

回 

2014 

南砺市（富山県南砺市） 
六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 
ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｧﾐﾘｰ（兵庫県神戸市） 

 浜松市（静岡県浜松市） 
救護施設 誠幸園 
（青森県十和田市） 

 
仙台市立将監中央小学校 

（宮城県仙台市） 

たんぽぽ会 

（福島県郡山市） 

さがみ野やすらぎ街づくり委
員会 

（神奈川県座間市） 

まちづくりリーダー養成講座 
ＯＢ会（兵庫県加古川市） 

 
花と緑・環境の会 

（山形県長井市） 
増田町婦人会（秋田県横手市） 

 
真浦天畑保存会・和田小学校・ 
南三原小学校（千葉県南房総市） 

社会福祉法人 浄英会 
惠和保育園（新潟県長岡市） 

   
厚木市立厚木中学校 

（神奈川県厚木市） 

ハイタウン塩浜第一住宅管理
組合花クラブ（千葉県市川市） 

 
私たちの庭の会 
（愛知県一宮市） 

ガーデンクラブ バーベナあ
わじ 

（兵庫県淡路市） 

   富士市花の会（静岡県富士市） 
園芸ボランティア 掛川フラ
ワーエンジェル（静岡県掛川市） 

 花の里グループ協議会 
広棚婦人会（徳島県美馬市） 

島原市立三会小学校 
（長崎県島原市） 

   
鮫島 義隆・アサ子（静岡県磐田

市） 

佐野 誉志照・恵美子（静岡県浜

松市） 

 

天野 和幸（静岡県浜松市） 

グループホーム今日香 
ガーデン陽だまり（東京都小金井

市） 



     
 株式会社 ヤマサキ 

（広島県広島市） 
 

 

花のまちづくり大賞                        花のまちづくり優秀賞                              奨励賞 
（回）         農林水産大臣賞                 国土交通大臣賞                             花のまちづくり推進協議会長賞                                              審査委員会賞  

 

第 
２5 

回 

2015 

特定非営利活動法人  花と緑のま
ちづくり 高槻景観園芸クラブ（大

阪府高槻市） 
三島市（静岡県三島市）  

大湯「パンジーの会」（秋田県鹿

角市） 

NPO 法人 渋川広域 
ものづくり協議会（群馬県渋川

市） 

 

東成瀬村（秋田県東成瀬村） 小松市（石川県小松市） 

花いっぱい運動推進グループ Ｎ
ＰＯ法人 長崎鼻B・Kネット（大分

県豊後高田市） 

南大塚都電沿線協議会 
（東京都豊島区） 

 
吹込クローバーの会 

（神奈川県川崎市） 

社会福祉法人 浄英会  
恵和保育園（新潟県長岡市） 

 
厚木市立荻野中学校 

（神奈川県厚木市） 

社会福祉法人 速川福祉協会 
速川保育園（富山県氷見市） 

   富丘広野花の会（静岡県磐田市） 宝塚フラワー会（兵庫県宝塚市） 
 浜松ガーデニングクラブ 

「ひだまり花壇」（静岡県浜松市） 

神原町花の会（花美原会） 
（静岡県浜松市） 

   
一里山地区ふるさとづくり 
推進協議会（宮崎県宮崎市） 

天野 和幸（静岡県浜松市） 

 笹原公園運営委員会 みどり
部会 

（兵庫県伊丹市） 

高林 やすゑ（静岡県浜松市） 

   大山 節子（香川県高松市）  
 浜松倉庫 株式会社（静岡県浜松

市） 

宮崎空港ビル 株式会社 
（宮崎県宮崎市） 

 

第 

２6 
回 

2016 

吉田 博美（福岡県宗像市） 熊谷 哲・恵子（兵庫県姫路市）  
湖西市･こさい花いっぱい運

動 
推進協議会（静岡県湖西市） 

中之条町（群馬県中之条町） 

 

花時計の会（神奈川県川崎市） とちお花企画（新潟県長岡市） 

天野 和幸（静岡県浜松市） 
宮崎空港ビル  株式会社（宮崎県宮

崎市） 
 

豊中緑化リーダー会 
（大阪府豊中市） 

キッピーグリーンクラブ 
（兵庫県三田市） 

 長岡市立山本中学校 
（新潟県長岡市） 

長岡市立前川小学校 
（新潟県長岡市） 

   中谷 邦子（兵庫県豊岡市） 益田 満智子（静岡県吉田町） 

 社会福祉法人 浄英会 長生保
育園 

（新潟県長岡市） 

野きくの会（富山県小矢部市） 

   西川 新吾（滋賀県近江八幡市） 

特定医療法人 群馬会 群馬病
院 

（群馬県高崎市） 

 
花の郷づくり 実行委員会 

（福井県福井市） 

つりがねにんじんクラブ 
（静岡県三島市） 

   
有限会社 笹生農園 

レストラン栗の里（神奈川県厚木

市） 

 

 

ふれあい花の会（愛知県岩倉市） 
花のまち レインボー西側 

（岡山県倉敷市） 

     
 

岩城 元保（富山県射水市） 寺崎 啓乃（富山県富山市） 

     
 

松尾 昭三郎（宮崎県宮崎市）  

 

第 
２7 

回 

2017 

新地町立駒ケ嶺小学校 
（福島県新地町） 

藤枝市（静岡県藤枝市）  
浦戸諸島「海と花の物語」 

（宮城県塩竈市） 

NPO 法人 大田・花とみどり
の 

まちづくり（東京都大田区） 

 

黄金自治会（宮城県涌谷町） 
十文字環境美化を考える会 

（秋田県横手市） 

山崎 久夫（富山県朝日町） 

すみよいｶﾙﾁｬｰﾀｳﾝをつくる会 
コミュニュティガーデンふるる 

（兵庫県三田市） 

 
長岡市立山本中学校 

（新潟県長岡市） 

社会福祉法人 浄英会  
長生保育園（新潟県長岡市） 

 
東海村立白方小学校 

（茨城県東海村） 

習志野台団地自治会 花愛好
会 

（千葉県船橋市） 

   
越前市南地区自治振興会 

（福井県越前市） 

神原町花の会（花美原会） 
（静岡県浜松市） 

 中丸子南緑道緑を守る会 
（神奈川県川崎市） 

牧之原市花の会（静岡県牧之原市） 

   
草津市ガーデニングサークル 
“グラッシー”（滋賀県草津市） 

相場 真江・相場 毅正 

（群馬県太田市） 

 島本町緑と花いっぱいの会 
（大阪府島本町） 

東古瀬こども園（兵庫県加東市） 



     
 島原市立第三中学校 

（長崎県島原市） 
市山 由美子（富山県砺波市） 

     
 オッペン化粧品 株式会社 

（大阪府吹田市） 

パナソニック洲本園芸部 

（兵庫県洲本市） 

花のまちづくり大賞                        花のまちづくり優秀賞                              奨励賞 
（回）         農林水産大臣賞                 国土交通大臣賞                             花のまちづくり推進協議会長賞                                              審査委員会賞  

 

第 

２8 
回 

2018 

長岡市立山本中学校（新潟県長岡

市） 

十文字環境美化を考える会 
（秋田県横手市） 

 
F.C ボランティア 
（神奈川県相模原市） 

長岡市立桂小学校（新潟県長岡

市） 

 水巻町・水巻町コスモスのま
ち 

づくり推進協議会（福岡県水巻町） 

東成瀬村小中連携教育実行委
員会 

（秋田県東成瀬村） 

まちづくり宮ノ下地区委員会 
（福井県福井市） 

長池オアシス管理会（大阪府熊取町）  富士市花の会（静岡県富士市） 
ガーデンシティコープ金剛東 
すみれ会（大阪府富田林市） 

 桜川市立猿田小学校（茨城県桜川

市） 

五霞町立五霞中学校（茨城県五霞

町） 

   
NPO 法人 にじのかけ橋 

（兵庫県神戸市） 
名塩さくら台景観緑化クラブ 

（兵庫県西宮市） 

 
裾野市パノラマロードを花で 
いっぱいにする会（静岡県裾野市） 

掛川市立千浜小学校（静岡県掛川

市） 

   城戸 夫巳枝（千葉県浦安市） 
佐野 誉志照・恵美子（静岡県浜

松市） 

 
磐田市花の会 磐田支部 

（静岡県磐田市） 
大府商工会議所（愛知県大府市） 

   太田 よしの（兵庫県香美町） 
イオックス・ヴァルト 企業

組合 
（富山県南砺市） 

 西宮市立段上小学校 
園芸美化ボランティア（兵庫県西

宮市） 
手嶋 眞二（山口県下関市） 

     
 

浜松労災病院（静岡県浜松市）  

 
 

花のまちづくり大賞                        花のまちづくり優秀賞                              奨励賞 
（回）         農林水産大臣賞                 国土交通大臣賞                             花のまちづくり推進協議会長賞                                              審査委員会賞  

 

第 
２9 

回 

2019 

特定非営利法人渋川広域もの 
づくり協議会（群馬県渋川市） 

アドプト・ロード・万博北（大阪府

茨木市） 
 小松市（石川県小松市） 

五霞町立五霞中学校（茨城県五霞

町） 

 「善通寺五岳の里」 
市民集いの丘公園（香川県善通寺

市） 

厚木市学生ボランティア団体 
「ぼくら」（神奈川県厚木市） 

富士市花の会（静岡県富士市） 
サンセット一宮花仲間（兵庫県淡路

市） 
 とちお花企画（新潟県長岡市） 

富山市立船峅小学校（富山県富山

市） 

 ルネ東林間自治会「サークル 
ふれあいガーデン」（神奈川県相

模原市） 

射水市立塚原小学校（富山県射水

市） 

 

  私たちの庭の会（愛知県一宮市） 花の仲間たち（福岡県福岡市） 

 
長野県須坂創成高等学校 

（長野県須坂市） 

エコ・ガーデンと愉快な仲間
たち 

（福岡県福岡市） 

長岡市立桂小学校（新潟県長岡市）   滝澤 善隆・市子（長野県松本市） 
髙島孝子・直宏・千鶴（香川県

三豊市） 

 
島原市立第一中学校 

（長崎県島原市） 
松本 茂治（群馬県館林市） 

   
パナソニック洲本園芸部 

（兵庫県洲本市） 
 

 
益田 満智子（静岡県吉田町） 

株式会社ホテルサンバレー 
（静岡県伊豆の国市） 

     
 株式会社ベースワン（滋賀県彦根

市） 
 

 
 
 
 
 
 
 

文部科学大臣
賞 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花のまちづくり大賞                        花のまちづくり優秀賞                              奨励賞 
（回）         農林水産大臣賞                 国土交通大臣賞                             花のまちづくり推進協議会長賞                                              審査委員会賞  

 

第 

30 
回 

2020 

井上 善人(兵庫県淡路市) 
市民協働「熊谷の力」小江川地区
1000本桜事業（埼玉県熊谷市） 

 
浦戸諸島「海と花の物語」（宮

城県塩竈市） 

大湯「パンジーの会」（秋田県

鹿角市） 

 
荒尾市（熊本県荒尾市） 黄金自治会（宮城県涌谷町） 

株式会社平井料理システム「仏
生山の森」(香川県高松市)) 

鈴木 良枝・勝義（静岡県袋井市）  
東海村立白方小学校（茨城県東海

村） 

赤羽緑地を守る会（茨城県日立

市） 

 
向陽台四丁目公園愛護協力会

（宮城県仙台市） 
南内越花いっぱいボランティ

アグループ（秋田県由利本荘市） 

 
  袋井市花の会（静岡県袋井市） 

つりがねにんじんクラブ 
（静岡県三島市） 

 三坂公民館 
（栃木県茂木町） 

中之条町花の会 
（群馬県中之条町） 

社会福祉法人浄英会 恵和こ

ども園（新潟県長岡市） 
  

新川姫蛍と花を守る会（大阪府

高槻市） 
益田 満智子（静岡県吉田町） 

 西宮市立段上小学校  
園芸美化ボランティア 

（兵庫県西宮市） 

花てまりの会（和歌山県那智勝浦

町） 

   中谷 邦子（兵庫県豊岡市） 寺尾 康男・桂子（兵庫県朝来市) 
 みなべ町立高城小学校（和歌山県

みなべ町） 
後藤 光三・圭子 
（秋田県大仙市） 

   
松浦 さつき・千春(兵庫県たつの

市) 
 

 
寺﨑 啓乃（富山県富山市） 宮野 裕子（富山県砺波市） 

     
 静鉄プロパティマネジメント

株式会社（静岡県静岡市） 

南海電気鉄道株式会社なんば

パークス（大阪府大阪市） 

 

第 
31 

回 

2021 

楢原ゆうあい会（山口県下関市） 小松市（石川県小松市）  
M's Garden みどりの食いし

ん坊（東京都武蔵野市） 
社会福祉法人浄英会 長生保

育園（新潟県長岡市） 

 東の辻二部町内会環境美化ク
ラブ（茨城県石岡市） 

五反田自治会（神奈川県川崎市） 

宮野 裕子（富山県砺波市） 
ふかや緑の王国ボランティア 

（埼玉県深谷市） 
 

小瀬戸花いっぱいの会（静岡県

静岡市） 

園芸ボランティア 掛川フラ
ワーエンジェル（静岡県掛川市） 

 本久自治会 絆・花の会     
（神奈川県相模原市） 

三島市東大場花の会（静岡県三島

市） 

 

  
西宮市立段上小学校 園芸美

化 
ボランティア（兵庫県西宮市） 

花てまりの会（和歌山県那智勝浦

町） 

 伊豆の国市商工会女性部    
（静岡県伊豆の国市） 

川崎地区絆づくり（静岡県牧之原

市） 

みなべ町立高城小学校（和歌山県

みなべ町） 
  

舞鶴公園フラワーボランティ

ア （福岡県福岡市） 

栗原 實（埼玉県深谷市）  緑花クラブ KOBE（兵庫県神戸

市） 
寺本自治会 華の部（兵庫県伊丹

市） 

   
石井 康子（福岡県福岡市） 中野 キミ子（宮崎県宮崎市）  佐野 誉志照・恵美子（静岡県浜

松市） 
齋藤 玉子（静岡県富士市） 

   
社会福祉法人楽寿会（静岡県静岡

市） 

  湯川 良子（宮崎県延岡市）  

   
     

 
  

文部科学大臣賞 

文部科学大臣賞 



 

花のまちづくり大賞                        花のまちづくり優秀賞                           奨励賞 
（回）       農林水産大臣賞               国土交通大臣賞 

 

第 
3２ 

回 

202２ 

鳥山 順子（群馬県嬬恋村） 野間大池公園花学校（福岡県福岡市）  鴻巣市（埼玉県鴻巣市） 
館山市・株式会社塚原緑地 

研究所（千葉県館山市） 

 高岡市立醍醐公民館 花と緑

の推進部会（富山県高岡市） 
松崎町花の会（静岡県松崎町） 

水田 進（兵庫県洲本市） 
髙島 孝子・直宏・千鶴 

（香川県多度津町） 
 伊賀野の花畑（群馬県みなかみ町） 

エコガーデンはるひ野 
（神奈川県川崎市） 

 NPO 法人にじのかけ橋     
（兵庫県西宮市） 

下里とも子ガーデン 
（和歌山県那智勝浦町） 

 
  

あじさいボランティア 
（神奈川県相模原市） 

富山市立新庄北小学校 

&地域団体（富山県富山市） 

 五霞町立五霞中学校    
（茨城県五霞町） 

長岡市立桂小学校（新潟県長岡市） 

牧之原市立萩間小学校 
（静岡県牧之原市） 

  
天浜線 人と時代をつなぐ 
花のリレー・プロジェクト 

（静岡県浜松市） 

上丹生プロジェクト K 
（滋賀県米原市） 

 掛川市立千浜小学校 
（静岡県掛川市） 

末松 和佳子（兵庫県神戸市） 

   
広棚 花の里グループ 

（徳島県美馬市） 
福田 具可（群馬県中之条町） 

 
寺尾 康男・桂子（兵庫県朝来市） 

 

   
佐野 誉志照・恵美子 

（静岡県浜松市） 

セブンイレブン潮芦屋店 
（兵庫県芦屋市） 

   

 
 

文部科学大臣賞 


