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みどりのまちづくり賞第10回記念誌
Since2011

平成23（2011）年度

応 募 件 数 デザイン部門：32件、マネジメント部門 ： 38件
スケジュール 募集 ： 平成23年4月1日～7月15日

一次審査： 平成23年8月23日
二次審査： 平成23年9月14日、9月15日
表彰式： 平成23年10月16日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  教授）
嘉名光市（大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻  准教授）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
福原成雄（大阪芸術大学環境デザイン科  教授）
二見恵美子（京都光華女子大学客員教授 ランドスケープアーキテクト）

第1回 平成24（2012）年度

応 募 件 数 デザイン部門： 28件、マネジメント部門： 16件
スケジュール 募集 ： 平成24年6月1日～7月31日

一次審査： 平成24年8月27日
二次審査： 平成24年9月5日、9月10日
表彰式： 平成24年10月8日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  教授）
嘉名光市（大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻  准教授）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
福原成雄（大阪芸術大学環境デザイン科  教授）
二見恵美子（京都光華女子大学客員教授 ランドスケープアーキテクト）

第2回

平成25（2013）年度

応 募 件 数 デザイン部門 ： 17件、マネジメント部門 ： 10件
スケジュール 募集 ： 平成25年6月1日～7月31日

一次審査： 平成25年8月29日
二次審査： 平成25年9月25日、10月26日
表彰式： 平成25年11月23日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  教授）
嘉名光市（大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻  准教授）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
福原成雄（大阪芸術大学環境デザイン科  教授）
二見恵美子（京都光華女子大学客員教授 ランドスケープアーキテクト）

第3回 平成26（2014）年度

応 募 件 数 デザイン部門： 17件、マネジメント部門： 8件
スケジュール 募集 ： 平成26年6月2日～7月31日

一次審査： 平成26年9月3日
二次審査： 平成26年10月15日、10月22日
表彰式： 平成26年11月23日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  教授）
嘉名光市（大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻  准教授）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
仲 隆裕（京都造形芸術大学芸術学部歴史遺産学科  教授）
井原 縁（奈良県立大学地域創造学部地域総合学科  准教授）

第4回



平成27（2015）年度

応 募 件 数 デザイン部門： 20件、マネジメント部門： 8件
スケジュール 募集： 平成27年6月1日～7月31日

一次審査： 平成27年9月1日
二次審査： 平成27年9月24日、10月2日
表彰式： 平成27年11月23日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  教授）
嘉名光市（大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻  准教授）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
仲 隆裕（京都造形芸術大学芸術学部歴史遺産学科  教授）
井原 縁（奈良県立大学地域創造学部地域創造学科  准教授）

第5回 平成28（2016）年度

応 募 件 数 デザイン部門： 17件、マネジメント部門： 20件
スケジュール 募集： 平成28年6月1日～7月28日

一次審査： 平成28年9月6日
二次審査： 平成28年10月7日、10月13日
表彰式： 平成28年11月23日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科  教授）
嘉名光市（大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻  准教授）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
仲 隆裕（京都造形芸術大学芸術学部歴史遺産学科  教授）
井原 縁（奈良県立大学地域創造学部地域総合学科  准教授）

第6回

平成29（2017）年度

応 募 件 数 デザイン部門： 15件、マネジメント部門： 14件
スケジュール 募集： 平成29年6月1日～7月31日

一次審査： 平成29年8月24日
二次審査： 平成29年9月13日、9月21日
表彰式： 平成29年11月23日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学研究推進機構  特認教授  植物工場研究センター長）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
仲 隆裕（京都造形芸術大学芸術学部歴史遺産学科  教授）
井原 縁（奈良県立大学地域創造学部地域総合学科  准教授）
松本 邦彦（大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻  助教）

第7回 平成30（2018）年度

応 募 件 数 デザイン部門： 18件、マネジメント部門： 16件
スケジュール 募集： 平成30年6月1日～7月31日

一次審査： 平成30年8月22日
二次審査： 平成30年9月11日、9月13日
表彰式： 平成30年10月31日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学研究推進機構  特認教授  植物工場研究センター長）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
仲 隆裕（京都造形芸術大学芸術学部歴史遺産学科  教授）
井原 縁（奈良県立大学地域創造学部地域創造学科  准教授）
松本 邦彦（大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻  助教）

第8回

令和元（2019）年度

応 募 件 数 デザイン部門： 22件、マネジメント部門： 19件
スケジュール 募集： 令和元年5月20日～7月19日

一次審査： 令和元年8月9日
二次審査： 令和元年9月2日、9月5日
表彰式： 令和元年11月1日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学研究推進機構  特認教授  植物工場研究センター長）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
仲 隆裕（京都造形芸術大学芸術学部歴史遺産学科  教授）
井原 縁（奈良県立大学地域創造学部地域創造学科  教授）
松本 邦彦（大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻  助教）

第9回 令和3（2021）年度

応 募 件 数 デザイン部門： 21件、マネジメント部門： 5件
スケジュール 募集： 令和3年5月17日～7月21日

一次審査： 令和3年8月10日
二次審査： 令和3年9月9日
表彰式： 令和3年10月26日

審 査 委 員 増田  昇（大阪府立大学  名誉教授）
當内  匡（㈱庭樹園　代表取締役）
弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究科  特任研究員）
仲 隆裕（京都芸術大学芸術学部歴史遺産学科  教授）
井原 縁（奈良県立大学地域創造学部地域創造学科  教授）
松本 邦彦（大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻  助教）

第10回

募集対象は、大阪府内における府民、団体、企業、市町村などが実施している、みどりの景観づくり及び活動。
一次審査は書類審査、二次審査は現地審査。

第9回（令和元年（2019年））二次審査、審査会の様子



愛称「大阪ランドスケープ賞」に託す思い」
　ランドスケープの力によって大都市大阪がより魅力ある都市となるようにとの思いで
本賞の審査委員長をお引き受けしてから早や第10回を数えることとなりました。
　この間、デザイン部門では公園だけに留まらずマンションや商業・業務ビル、キャン
パスや病院等、多様な用途で、その場の地歴や時代的要請を読み解き、新たな発想や技
術を駆使して素晴らしいランドスケープがプロフェッションの手によって創造されてき
ました。　
　マネジメント部門では、公園や街路といった公共空間を中心に、市民の方々によって
親しみのあるランドスケープが創造されるとともに、プロフェッションによって高度に
マネジメントされたランドスケープも創造されてきました。
　ランドスケープは、デザインの力によって新たに創造されるとともにマネジメントの
力によって育てられます。これからも、デザインとマネジメントが融合し、大阪のラン
ドスケープを先導するモデルが数多く続くことを祈念しています。

審査委員長：増田　昇（大阪府立大学  名誉教授）

第10回を記念して

　審査を通じて、素晴らしいランドスケープデザインとは、緑のボリュームや見た目の
美しさだけではなく、歴史や場の特性の読み解き、地域や利用する人々への配慮、“生き
もの”としての緑に対する感性などをしっかり形にすることが重要であることがよくわか
りました。また、花や緑を通した活動は、街を単に綺麗にするのではなく、人と人との
出会い・コミュニケーションを育み、地域を活性化するかけがえのない社会的要素であ
ることも学ばせて頂きました。

審査委員：當内　匡（㈱庭樹園  代表取締役）

　奇しくも新型コロナウィルスのパンデミックの中で、第10回を迎えたみどりのまちづ
くり賞。人と自然の持続的で豊かな関係性のあり方、災禍からの回復や一人ひとりのウ
ェルビーイングを支えるために、生活とともにあるランドスケープがいかに大切なもの
か、改めて実感しています。振り返れば、そのために必要なデザインとマネジメントの
優れたナレッジとネットワークが、みどりのまちづくり賞によって都市の中に根を張り
息づいていることに、大きな希望を感じています。

審査委員：弘本 由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所 特任研究員）

大阪は豊かな山々と水に恵まれ、また歴史遺産も豊かなまちです。この伝統を継承し、
府内全域において素晴らしいデザインの緑が生み出されてきました。受賞作品は他都市
のみどりのまちづくりにも参考にされることでしょう。
審査委員として心象に残ったことは、出会った人々の生き生きとした姿です。緑を守り
作り育てることで人々を幸せにする、というまちづくりが、今後も発展していくことを
願っています。

審査委員：仲　隆裕（京都芸術大学芸術学部歴史遺産学科  教授）

　回を重ねるにつれ、両部門共に応募内容の広がりと充実度が向上してきたと感じてい
る。デザイン部門では、その土地固有の来歴を上手く継承しつつ、新たなデザインを吹
き込み質の高い風景を再構築する、継承と創造の優れたデザインを多く目にするように
なった。マネジメント部門では、応募数の増加と共に多様な主体・場所の活動がみられ
るようになり、ただし共通して柔軟で風通しの良い仕組みが構築されている点が印象的
であった。これらの良例が牽引し、大阪各地で質の高いランドスケープが創出され、か
つ育まれていくサイクルが着実に構築されつつあるといえよう。

審査委員：井原　縁（奈良県立大学地域創造学部地域創造学科  教授）



　デザイン賞とともにマネジメント賞があり、地域の方々の活動が対象となることが本
賞の特徴の一つです。マネジメント賞の事例の多くでは、仲間を増やしながら、皆で緑
の機能とそれにふれあう楽しみを共感しているという点が共通しています。これは地域
の良さを認識し、その保全に主体的に関わる「まちづくり」の本質を示すものであり、
本賞を通じてこれからも緑がまちづくりに与える効果が広く発信されることを期待しま
す。

審査委員：松本 邦彦（大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻 助教）

　10年の歩みの中、応募いただいた企業や個人の皆様には日々のご努力とみどりに対す
る熱い思いに心より感謝を申し上げます。
　審査に際し肝に銘じていたことは、作品の規模の大小ではなく、周囲への影響力や将
来の展望こそが重要だということです。
　まちの美しい景観やみどりは周囲に良い影響を与え、市民の意識も変えていき、何年
か後には世界に誇れるまちづくりが完成します。
　これこそみどりのまちづくり10年の歩みの意義深い事だと思います。

前審査委員：二見 恵美子（京都光華女子大学客員教授、ランドスケープアーキテクト）

　大阪府知事賞は、みどりの風を感じる大都市・大阪の実現を目指して、みどりのまちづく
りに貢献する“まちが美しくなるみどりづくり”や“まちが笑顔になるみどりづくり”に取り組ま
れた方々を表彰しています。これまでデザイン部門、マネジメント部門合わせて19作品が受
賞されました。今後も、本賞の取組みを通して、公共と民有地が一体となったみどりの空間
づくりや地域コミュニティの活性化が進むことを願っています。

大阪府 都市整備部 公園課長

　花博記念協会は1990年の花の万博の理念継承を目的に基本理念「自然と人間との共生」の
もと、様々な事業を行っておりますが「みどりのまちづくり賞」もその1つです。これまで受
賞された皆様はランドスケープデザイン・マネジメントを通して「自然と共生する都市の創
造」に大きな貢献をされました。今後もこのような活動が益々広がりを見せることにより、
大阪が世界に誇れるまちとなるきっかけとなれば、と願っております。

公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協会　企画事業部長

　当協会は、計画・設計業務を通じ半世紀にわたり、関西を中心に公共空間等の質的向上に
取り組んできました。大阪ランドスケープ賞は、広く成果を募り顕彰するとともに、高度な
社会性を顕在化させることで、価値観の共有と一般化を目指すものです。デザインとマネー
ジメントは、空間と時間に文化的価値を宿らせることのできる技術です、これまでの10年を
礎に、応募者の方々と共にさらなる技術の継承と発信に取り組みたいと思います。

ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部　支部長

事務局



歴代受賞作品【デザイン部門】（第1回～第10回）

みどりのまちづくり賞 歴代受賞作品

大阪府知事賞 中之島公園 大阪市北区中之島 ❶ P15

㈳ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 ウェリス上本町ローレルタワー 大阪市天王寺区上本町 ❷ P15

大阪府都市緑化フェア実行委員会委員長賞 シャレール東豊中 豊中市東豊中 ❸
大阪府都市緑化フェア実行委員会委員長賞 サンマークスだいにち 守口市大日東町 ❹

特別賞 からほり倶楽部　惣　-長屋草屋根- 大阪市中央区瓦屋町 ❺
大阪府知事賞 パークシティ南千里丘 摂津市南千里丘 ❻ P16

㈶国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 プール学院中学校・高等学校 大阪市生野区勝山北 ❼ P16

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 田島大阪ビル 大阪市西区京町堀 ❽ P17

大阪府知事賞 大阪木材仲買会館 大阪市西区南堀江 ❾ P17

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 小松製作所大阪工場コマツ里山 枚方市上野 10
（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 ブランズシティ都島友渕町 大阪市都島区友渕町 11 P18

奨励賞 パナホーム「つながりのひろば」 豊中市新千里西町 12
奨励賞 ガーデンプレイス鶴見 大阪市鶴見区今津南 13
大阪府知事賞 グランフロント大阪 大阪市北区大深町 14 P18

大阪府知事賞 中之島　四季の丘・ダイビル本館 大阪市北区中之島 15 P19

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 ライオンズ南千里　佐竹台グランハート 吹田市佐竹台 16 P19

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 GULI GULI 池田市鉢塚 17 P20

奨励賞 あべのハルカス 大阪市阿倍野区阿倍野筋 18
奨励賞 シティテラス今福鶴見 大阪市城東区今福東 19

大阪府知事賞 茨木市岩倉町、西中条町 20 P20

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 クマリフトR＆Dセンター 茨木市彩都あさぎ

奨励賞 大阪府立精神医療センター 枚方市宮之阪

奨励賞 田辺三菱製薬本社ビル 大阪市中央区道修町

大阪府知事賞 新ダイビル　堂島の杜 大阪市北区堂島浜 P21

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 イオンモール堺鉄砲町 堺市堺区鉄砲町 P21

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 公益財団法人浅香山病院（一般科） 堺市堺区今池町 P22

審査委員長特別賞 YANMAR FLYING-Y BUILDING 大阪市北区茶屋町

大阪府知事賞 摂津市西一津屋 P22

奨励賞 グランドメゾン千里中央東丘 豊中市新千里東町

奨励賞 コイズミ緑橋ビル 大阪市東成区東中本

第1回
平成23年

第2回
平成24年

第3回
平成25年

第4回
平成26年

第5回
平成27年

第6回
平成28年

第7回
平成29年

回・年度 作　品　名賞の名称 所　在　地 掲載
ページ

MAP
番号

立命館大学大阪いばらきキャンパスおよび
岩倉公園の一体的なランドスケープ

ダイキン工業株式会社
テクノロジー・イノベーションセンター（TIC）の森

※「P15～33の作品紹介は、第1回～第9回の三賞受賞者を対象に写真提供とコメントを依頼し、協力が得られた作品について記載しています。
。すまし指を賞長部支西関会協ツンタルサンコプーケスドンラ）社一（、賞長会会協念記会覧博の緑と花際国）財公（、賞事知府阪大はと賞三、おな



歴代受賞作品【マネジメント部門】（第1回～第10回）
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大阪府知事賞 公益財団法人日本生命済生会　日本生命病院 大阪市西区江之子島 P23

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 Five Hills 欅 堺市堺区南三国ケ丘 P23

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 関西電力病院 大阪市福島区福島 P24

審査委員長特別賞 FOREST SATAKEDAI 吹田市佐竹台

奨励賞 山田池公園川原広場 枚方市出屋敷

奨励賞 プロムナーデ関目 大阪市城東区古市

大阪府知事賞 大枝公園 守口市松下町 P24

）ルーニヴル（rinevueiL賞長会会協念記会覧博の緑と花際国）財公（ 四條畷市岡山東 P25

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 関西外国語大学御殿山キャンパス・グローバルタウン 枚方市御殿山南町 P25

奨励賞 アサヒファシリティズ蛍池寮　楓 豊中市蛍池東町

奨励賞 プレミストタワー大阪新町ローレルコート 大阪市西区新町

大阪府知事賞 松原公園 高槻市八丁畷町、松原町

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 公益財団法人　藤田美術館 大阪市都島区網島町

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 東大阪市文化創造館 東大阪市御厨南

奨励賞 ）リモノキヤケ（iromonikayek 東大阪市菱屋西

奨励賞 健都レールサイド公園 吹田市片山町～岸部新町

奨励賞 大正通ポケット 柏原市大正

大阪府知事賞 新川姫蛍と花を守る会 高槻市南庄所町 P26

㈳ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 中之町フラワーウェーブ 堺市堺区中之町西 P26

㈶国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 竹林整備活動 豊中市新千里東町他

大阪府都市緑化フェア実行委員会委員長賞 みんなで育てよう 緑と花いっぱいの島本町 島本町

大阪府知事賞 中之町フラワーウェーブ 堺市堺区中之野町西 P26

㈶国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 赤坂アジサイロード 堺市南区赤坂台

奨励賞 茨木交流倶楽部　花咲かせ隊 茨木市見付山

奨励賞 花と緑の会いぶき 交野市天野が原

奨励賞 寝屋川市寝屋川公園

奨励賞 豊中市待兼山町

奨励賞 箕面森町みどりの里づくり 箕面市森町

第8回
平成30年

第9回
令和元年

第10回
令和３年

第1回
平成23年

第2回
平成24年

第3回
平成25年

ボランティアによる公園内の花だんの手入れ
（寝屋川公園はなかずき）

大阪大学豊中キャンパス内での竹林を
接点とした共生活動（竹の会コラボ）
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みどりのまちづくり賞 歴代受賞作品

歴代受賞作品【マネジメント部門】（第1回～第10回）

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 高槻景観園芸クラブ 高槻市 P27

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 森のみどり公園　公園の施設管理、草花・樹木の植栽管理 泉大津市森町 P27

大阪府知事賞 豊中市曽根南町（豊島公園内）

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 東住吉区クラインガルテン広場 大阪市東住吉区矢田 P28

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 大阪ステーションシティ 大阪市北区梅田 P28

奨励賞 悠久の松林づくり 堺市西区浜寺公園町（浜寺公園内）

大阪府知事賞 泉大津市緑化ボランティア協議会 泉大津市内 P29

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 島本町緑と花いっぱいの会 島本町内 P29

環境とフラワーロード 大阪市城東区内（蒲生四丁目交差点）

奨励賞 城北川花いっぱいプロジェクト 大阪市城東区内（城北川遊歩道）

すみれ・花フレンズ 大阪市城東区古市

みどりのまちづくり活動賞 希望の開拓　菊サロン 富田林市高辺台

みどりのまちづくり活動賞

大阪府知事賞 ガーデンシティコープ金剛東すみれ会 富田林市津々山台 P30

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 長池オアシス管理会 熊取町長池 P30

みどりのまちづくり活動賞 花咲かしんきん運動 三国ケ丘支店ほか全70店舗

審査委員長特別賞 UR都市機構千里青山台団地 吹田市青山台

大阪府知事賞 アドプト・ロード・万博北 P31

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 北加賀屋みんなのうえん 大阪市住之江区北加賀屋 P31

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 ばら庭園の品質向上と活性化 堺市西区浜寺公園町（浜寺公園内） P32

審査委員長特別賞 えびえにし防災広場 大阪市福島区海老江

奨励賞 樹木再生プロジェクト（さいプロ）

大阪府知事賞 なんばパークス 大阪市浪速区難波中 P32

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 「新・里山」・「希望の壁」 大阪市北区大淀中 P33

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部長賞 大泉緑地「ふれあいの庭」 堺市北区金岡町 P33

審査委員長特別賞 大阪府立園芸高等学校ビオトープ部 池田市八王寺

奨励賞 エリアマネジメントで育てる御堂筋コンテナガーデン 淀屋橋から本町までの御堂筋沿道

奨励賞 プレーパークこうりがおか

大阪府知事賞

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会会長賞 市民の森(鏡伝池緑地) 枚方市楠葉丘

第4回
平成26年

第5回
平成27年

第6回
平成28年

第7回
平成29年

第8回
平成30年

第9回
令和元年

第10回
令和３年

豊島公園を拠点にリーダー会と
花とみどりの相談所が協働するみどりの支援活動

「城東区はなびとコスモスタッフの会」の
花と緑のまちづくり活動

大阪市城東区今福西
（鯰江公園内）

竹内街道・横大路（大道）活性化実行委員会による
街道沿道の緑の一里塚設置

茨木市美穂ヶ丘地内、
吹田市千里万博公園地内ほか

岬町淡輪地先
せんなん里海公園全域

枚方市香里ケ丘
桑ヶ谷の緑地

緑の一里塚設置場所：
大阪府（大阪市、堺市、松原市、羽曳野市、太子町）、
奈良県（葛城市、大和高田市、橿原市、桜井市）
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