
      平成22年度 第21回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰 受賞団体

No. 団　　体　　名 所　　在　　地

げいじゅつ もり　　　　　　　　　　　　　             はな　   さ　　　     　　かい

芸術の森フラワーロードに花を咲かせる会 北海道札幌市

はこだてはな　　　　　        　みち　　　　　　かい

函館花いっぱい道づくりの会 北海道函館市

せいぶこうえんあいごかい

西部公園愛護会 青森県青森市

さかなまちこうえんあいごきょうりょくかい

肴町公園愛護協力会 宮城県仙台市

やまだこうえんあいごきょうりょくかい

山田公園愛護協力会 宮城県仙台市

しぜんかいせつ

自然解説ボランティア 宮城県柴田郡川崎町

のしろしなかがわらちくれんごうじちかい

能代市中川原地区連合自治会 秋田県能代市

みやたがっく　　　　　　　　　　　　　すいしんかいひがしちょういっくしぶ

宮田学区コミュニティ推進会東町一区支部 茨城県日立市

きぬがわ　　　あい　　　　ふくしま　　　　        　かい

鬼怒川を愛する福島みちくさ会 栃木県宇都宮市

はっぽうじどうこうえんあいごかい

八方児童公園愛護会 栃木県宇都宮市

あかまつだいきたじどうこうえんあいごかい

赤松台北児童公園愛護会 栃木県足利市

せきねこうえんあいごかい

関根公園愛護会 群馬県前橋市

ちばこうえんはなわ

千葉公園花の輪 千葉県千葉市

えぬぴーおーほうじん　　　　　　い

ＮＰＯ法人ふるさと生きがいづくり 千葉県市原市

ちえんほうじん　　さかなおだいじちかい

地縁法人　酒直台自治会 千葉県印旛郡栄町
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      平成22年度 第21回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰 受賞団体

No. 団　　体　　名 所　　在　　地

かさい    しきのみち                しんながしまがわ  みず　みどり　した　　　かい

葛西「四季の道」「新長島川」水と緑に親しむ会 東京都江戸川区

しのだぼりしんすいりょくどう あい   　かい

篠田堀親水緑道を愛する会 東京都江戸川区

しろやまてしんりん　かい

城山手親林の会 東京都八王子市

おやまだりょくち　　　　た　　　　　　とも　　かい

小山田緑地　田んぼ友の会 東京都町田市

　　　　　せんてい

みどり剪定サークル 東京都小金井市

こだいらしみどり　はな　　　　　         　うんどう　　かい

小平市緑と花いっぱい運動の会 東京都小平市

とつかこうえんあいごかい

戸塚公園愛護会 神奈川県横浜市

のがわ

野川はあも 神奈川県川崎市

しろやま　　　　　　　     　まも　　かい

城山のみどりを守る会 神奈川県小田原市

わるさわかんきょうびかすいしんいいんかい

和留沢環境美化推進委員会 神奈川県小田原市

あじさいボランティア 神奈川県相模原市

とくていひえいりかつどうほうじん　 さがみはら

特定非営利活動法人　相模原こもれび 神奈川県相模原市

こくさいゆきわりそうきょうかい

国際雪割草協会 新潟県長岡市

ながおかしりつせきはらちゅうがっこう

長岡市立関原中学校 新潟県長岡市

にしみやもりじちかい

西宮森自治会 富山県砺波市
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      平成22年度 第21回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰 受賞団体

No. 団　　体　　名 所　　在　　地

ちさかちょうかい　うつく　   　　　かい

千坂町会を美しくする会 石川県金沢市

こしごえはなはなはな　かい

腰越花花花の会 長野県上田市

はぎせいかつかんきょう　かい

萩生活環境の会 長野県上田市

にれいまちろうじん

仁礼町老人クラブ 長野県須坂市

　　　　　　　はなかいどうじっこういいんかい

アルプス花街道実行委員会 長野県安曇野市

しみずはな　かい

清水花の会 静岡県静岡市

しいのきやほぜん　　　　かい

椎ノ木谷保全の会 静岡県浜松市

ふじ　　　     　　かい

富士ばら会 静岡県富士市

てんりきょうあいちきょうくあつたくしぶ

天理教愛知教区熱田区支部 愛知県名古屋市

めいとうしぜんくらぶ

名東自然倶楽部 愛知県名古屋市

ふじかわだいちょうないかい

藤川台町内会 愛知県岡崎市

えぬぴーおーほうじんきそさんせん　　　　　かい

ＮＰＯ法人木曽三川ごみの会 三重県桑名市

さくらがおかちょうないかい

桜ヶ丘町内会 滋賀県草津市

　　　　       　はし　　　　　　かい

めがね橋ふれあい会 京都府亀岡市

しみずきたこうえんあいごかい

清水北公園愛護会 大阪府大阪市
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      平成22年度 第21回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰 受賞団体

No. 団　　体　　名 所　　在　　地

ひがしみくにひがしこうえんあいごかい

東三国東公園愛護会 大阪府大阪市

はっとりりょくち         

服部緑地「この指たかれ」 大阪府豊中市

おおつがわ　  はな　みどり　かい　　　　　　　　　　　　      　　       おおつがわ

大津川に花と緑の会(アドプト・リバー・大津川) 大阪府泉大津市

かなものちょうこうえんあいごかい

金物町公園愛護会 大阪府東大阪市

すが　だいきたこうえんかんりかい

菅の台北公園管理会 兵庫県神戸市

おおまちこうえんかんりかい

大町公園管理会 兵庫県神戸市

おおしおちくれんごうじちかい

大塩地区連合自治会 兵庫県姫路市

ひげ　 わた　 はなさ　  かい

髭の渡し花咲き会 兵庫県尼崎市

ふたみえんこうえんあいごかい

双見園公園愛護会 兵庫県明石市

とりかいはな　　　　　　       　　かい

鳥飼花いっぱいの会 兵庫県洲本市

ぴーも

PMOあしや 兵庫県芦屋市

いたみ　　   しぜん　    まも　そだ　    　かい

伊丹の自然を守り育てる会 兵庫県伊丹市

あいおいしはな　みどり　　きょうかい

相生市花と緑の協会 兵庫県相生市

みきしぜんあいこうけんきゅうかい

三木自然愛好研究会 兵庫県三木市

おのガーデニングボランティア 兵庫県小野市
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      平成22年度 第21回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰 受賞団体

No. 団　　体　　名 所　　在　　地

もり　　えんたくかいぎ

森の円卓会議 兵庫県篠山市

かみたきはなかいどう

上滝花街道 兵庫県丹波市

　　　　　はなとけい

みどり花時計ピープル 兵庫県南あわじ市

あさごちゅうがっこう

朝来中学校 兵庫県朝来市

あわじしまこくえいあかしかいきょうこうえん

淡路島国営明石海峡公園クラブ 兵庫県淡路市

　　　　　　　　　はな

ひとひらの花グループ 兵庫県たつの市

あじはらがわせいりゅうかい

味原川清流会 兵庫県美方郡新温泉町

　　　　　さとやま

いこま里山クラブ 奈良県生駒市

たつみみなみこうえんあいごいいんかい

辰巳南公園愛護委員会 岡山県岡山市

つらじまみなみわたし　　　　　　   かんが　　かい

連島南私たちのまちを考える会 岡山県倉敷市

せんだまちにちょうめせんじゅかい

千田町二丁目千寿会 広島県広島市

ひろせまんじゅかい

広瀬万寿会 広島県広島市

おおふるはな

大古花はなクラブ 広島県江田島市

いもりこうえんあいごかい

居守公園愛護会 山口県周南市

しょうはくこうえんあいごかい

尚白公園愛護会 山口県周南市
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No. 団　　体　　名 所　　在　　地

とくていひえいりかつどうほうじん　 しんまちがわ 　まも 　かい

特定非営利活動法人　新町川を守る会 徳島県徳島市

はな

花づくりボランティア 愛媛県東温市

しんくろうこうえんあいごかい

新九郎公園愛護会 福岡県北九州市

おおたにじゅうごうこうえんあいごかい

大谷１０号公園愛護会 福岡県北九州市

なかよしだごちょうめこうえんあいごかい

中吉田五丁目公園愛護会 福岡県北九州市

いずみひがしちょうないかい　　　　　いけあいごどうこうかい

泉東町内会ひょうたん池愛護同好会 福岡県福岡市

こうのこうえんかだんへん

神野公園花壇編 佐賀県佐賀市

きくすい　　　　　　　　　　　　かい

菊水ボランティアの会 熊本県玉名郡和水町

はながしまかんのんめんこうえんあいごかい

花ヶ島観音免公園愛護会 宮崎県宮崎市

みやまえじちかい

宮前自治会 鹿児島県大島郡瀬戸内町

えぬぴーおー　　　　　         かわ　 そせい　　　      　かい

NPOいひちゃ～川を蘇生させる会 沖縄県うるま市
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