
日本には、私たちにやすらぎやゲンキをあたえてくれるすばらしい景色がたくさんあります。�
そんな景色を体全体で感じるとき、そこには必ずすばらしいかおりがあると思いませんか？�
環境省は、そんなかおりのある風景をいとおしみ、守りつづけている地域の方 を々�
心から応援したいと思っています。そして、みなさまに愛されるかおり風景が�
これからもずっと続くようにとの願いをこめ、「かおり風景100選」を選びました。�



長い間慣れ親しんだにおいに、人は安らぎや心地よさを感じるといわれ

ています。まちや地域ごとに漂う独特のにおいは、訪れた人にまちを印象

づけると同時に、そこで生活する人 に々安らぎを与えるひとつの要素でもあ

ります。酒のまち、醤油のまち、そばのまち．．．。訪れたとき、そのかおりに

ほっとするような風景を選定しました。そして、日本に古くから伝わる伝統

や生活習慣にちなんだにおいも後世に伝えたい大切なかおり風景です。�

かおり風景の応募には、花や樹木、ハーブなど植物のかおりを中心とし

たものが多く寄せられました。環境省の調査では、花、みどり、潮のかお

りをはじめとする自然のかおりは、多くの人に好まれていることがわかってい

ます。好き嫌いの個人差が大きいと思われがちなかおりですが、自然のか

おりは、多くの人に心地よさや安らぎを与えてくれる貴重な存在といえ、自

然と共存することの大切さを教えてくれます。今回の選定地には、梅や藤

の名所などのほか、地域で愛され大切にされている街路樹や公園、森林

浴の楽しめる風景など植物に関連したかおりがたくさんあがっています。また、

このほかに、海のかおり、温泉なども選ばれました。�



初夏、お茶の産地では茶葉を蒸したり、天日に

干したり、そのかおりが立ちこめ、日本を代表する

かおり風景が広がります。また、ユリやシナノキの

花などさわやかなかおりも選ばれています。�

花の開花や緑の芽吹きなど、１年中で最もかおり

が華やかになる季節。やわらかな春の日差しがか

おり風景をより一層心地よいものにしてくれます。

今回の選定では、梅や藤の名所、チューリップ畑

など春らしい花のかおり風景がたくさんあがりました。�

人の営みも静かになり、生き物もひっそりとするこ

の季節は、かおりが少なくなる時期でもありますが、

酒蔵には凛とした空気の中に日本酒を仕込むかお

りが漂い始めます。�

キンモクセイの甘く清冽なかおりが印象的な季節

ですが、実りの秋にふさわしく、カボス、ブドウとい

った果実のかおり、葡萄酒を仕込むかおりなども選

定されました。また、簗場で鮎を焼くかおりなど楽

しい風景もあがっています。�

一年中漂うかおりには、醤油やみそづくり、朝市など私

たちの暮らしに関連したもの、お線香、墨といった日本の

文化にちなんだものがたくさんあります。そして、自然の

中にも、スギやマツなど常緑樹林が発するみどりのかおり、

潮のかおりをはじめ、一年中楽しめるものがあります。�
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●五ヶ瀬川の鮎焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮崎県延岡市

●指宿知林ヶ島の潮風・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鹿児島県指宿市

●屋久島の照葉樹林と鯖節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鹿児島県上屋久町

●竹富島の海と花のかおり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・沖縄県竹富町



�北見のハッカとハーブ

所 在 地：北海道北見市
かおりの源：ハーブ（ハッカ、ラベンダー）
季　　節：6月～8月

かつて世界の7割のハッカを生産していた
北見市は、香りゃんせ公園、ハッカ記念館
のハーブ園など、ハッカをシンボルとした
まちづくりを進めています。

�釧路の海霧（うみぎり）

所 在 地：北海道釧路市
かおりの源：海霧
季　　節：6月～8月

冷涼な夏に海霧が釧路地方の海岸の広い範
囲で発生し、潮のかおりがします。国内最
大の湿原である釧路湿原は、ラムサール条
約登録湿地で特別天然記念物タンチョウの
生息地です。

�ふらののラベンダー

所 在 地：北海道富良野市、上富良野
町、中富良野町、南富良野町

かおりの源：主にラベンダー類、他の花類
季　　節：5～9月

富良野周辺では、見渡す限りの広い面積で
ラベンダーを畑で栽培しており、その風景
はラベンダーのふるさとである南フランス
を彷彿させます。

�登別地獄谷の湯けむり

所 在 地：北海道登別市
かおりの源：硫黄
季　　節：一年中

自然湧出量1日1万トンの硫黄泉、食塩泉
など11種類の温泉が湧出しており、温泉
街に近づくに従い、硫黄独特のかおりがし
ます。地獄谷、大湯沼などを遊歩道に沿っ
て見ることができます。



�尾上サワラの生け垣

所 在 地：青森県尾上町
かおりの源：生け垣のサワラを刈り込ん

だときのかおり
季　　節：春から夏

春から夏にかけて、サワラでできた生垣を
刈り込むかおりがします。古くから植木の
町として有名で、町でも生け垣を守り育て
る条例を制定し、緑ゆたかな景観の推進と
保全に取り組んでいます。

�南部町長谷ぼたん園

所 在 地：青森県南部町
かおりの源：ぼたん
季　　節：5月下旬～6月上旬

初夏にぼたんの大輪が咲きます。ふるさと
づくりの一環として、3.3haに130種
8,000本のぼたんが植栽されています。
遠く残雪をいただいた八甲田山を背景にぼ
たんを観賞できます。

�盛岡の南部煎べい

所 在 地：岩手県盛岡市
かおりの源：南部煎餅
季　　節：一年中

盛岡を代表する南部煎餅の焼き上がる香ば
しいかおりが店先で感じられ、南部煎餅を
もとめ多くの観光客が訪れます。昔の面影
が残る紺屋町の建物の一部は市の保存建築
物に指定されています。

�浄土ヶ浜の潮のかおり

所 在 地：岩手県宮古市
かおりの源：潮
季　　節：一年中

霊鏡和尚が「さながら極楽浄土のごとし」
と感嘆したことから浄土ヶ浜といわれたこ
の浜では、潮のかおりが漂います。その景
観は宮古市を代表する観光スポットであ
り、国立公園、県指定名勝となっています。

�小坂町明治百年通りの
アカシア

所 在 地：秋田県小坂町
かおりの源：アカシア
季　　節：6月下旬～7月初旬

歩道にあるアカシア並木をはじめ、町内全
域で500万本といわれるアカシアからの
かおりが漂います。また、町内に点在する
歴史的建造物と通りの風景が自然と調和し
た空間となっています。



東北�

�風の松原

所 在 地：秋田県能代市
かおりの源：松葉、土、潮
季　　節：春から秋

300年前から植栽を続け、現在700万本
といわれる黒松が生育しています。松葉や
土、潮のかおりが感じられます。散策や環
境学習の場、キノコ採取など、地元の住民
の生活に深く関わっています。

�大潟菜の花ロード

所 在 地：秋田県大潟村
かおりの源：菜の花
季　　節：4月下旬～5月下旬

14haの菜の花畑（ロードを含む）が広が
ります。入植した農業者のOBで組織する
「耕心会」が村から委託を受けて栽培してい
ます。

�南くりこま一迫のゆり

所 在 地：宮城県一迫町
かおりの源：ゆりの花
季　　節：6月中旬～7月下旬

2.5haの栽培面積をもつ園内には、150
種15万株のゆりの花が栽培されていま
す。「ゆり祭り」開催時は、「町おこしゆり
の会」が主体となり、公園管理や清掃活動
を行っています。

�金華山の原生林と鹿

所 在 地：宮城県牡鹿町
かおりの源：ブナ、モミ、アカマツ、草地
季　　節：一年中

金華山には、ほぼ手つかずの原生林が見ら
れ、生息するシカ、草、潮のにおいが感じ
られます。島内は国定公園の特別保護地区
に指定されています。

�羽黒山南谷の蘇苔と杉並木

所 在 地：山形県羽黒町
かおりの源：杉、蘇苔、残雪、風
季　　節：一年中

月山の残雪、羽黒杉、霊山の空気が独特の
雰囲気を感じさせます。松尾芭蕉が羽黒山
に訪れた際に、6日間逗留した場所があり、
句を残しています。県指定史跡に指定され
ています。

�大石田町そばの里

所 在 地：山形県大石田町
かおりの源：そば
季　　節：一年中（特に秋）

手打ちそば店や各家庭からそばのかおりが
町内全域で感じられます。11月に「新そ
ばまつり」を開催し、そば作り・そば打ち
の体験活動を充実させる取り組みを進めて
います。

�東沢バラ公園

所 在 地：山形県村山市
かおりの源：バラ
季　　節：5月中旬～9月下旬

145haの都市公園内に、7haのバラ公園
があり、700品種2万株が植栽されてい
ます。バラ公園は3つの湖と森林に囲まれ
た自然豊かな環境にあります。

�郡山の高柴デコ屋敷

所 在 地：福島県郡山市
かおりの源：にかわ
季　　節：一年中

高柴デコ屋敷で作られる張子人形の塗料と
して使われる「にかわ」のかおりが、工人
屋敷周辺に漂っています。ここで作った面
をかぶり、伝統的な七福神踊りを6月に披
露します。

	須賀川牡丹園の牡丹焚き火

所 在 地：福島県須賀川市
かおりの源：赤松、牡丹、枯死した牡丹

古木の焚き火
季　　節：11月第3土曜日

樹齢200年以上の古木牡丹290種7,000
株が咲き、かおりが園内に広がります。また、
天寿を全うした牡丹の枯木を供養する「牡丹
焚き火」は、ほのかなかおりが漂います。



�偕楽園の梅林

所 在 地：茨城県水戸市
かおりの源：梅
季　　節：12月下旬～3月末

三名園の一つである偕楽園は、正月から彼
岸過ぎの長い間にわたり梅のかおりを感じ
られます。梅は100種3,000本。周囲の
樹林地を保全し、親水性のある歴史的景観
の形成を進めています。

�那須八幡のツツジ

所 在 地：栃木県那須町
かおりの源：やまつつじ、れんげつつじ
季　　節：5月

那須岳の中腹、八幡地区に約10万本のツ
ツジ類が群生しており、5月下旬から6月
上旬には一帯が真赤に染まります。国立公
園内にあり地元小学校をはじめ、地域全体
による清掃活動が行われています。

�日光霧降高原の
ニッコウキスゲ

所 在 地：栃木県日光市
かおりの源：ニッコウキスゲ、草、花
季　　節：6月下旬～8月中旬

霧降高原には全国有数のニッコウキスゲの
群落があり、6月から7月には辺り一面黄
色になります。国立公園内にあり、各種団
体やボランティアなどによる保護活動が行
われています。

�今市竜蔵寺の藤と線香

所 在 地：栃木県今市市
かおりの源：六尺藤、線香、湧き水
季　　節：5月（六尺藤）、

一年中（線香、湧き水）

境内には市指定天然記念物で樹齢100年、
太さ1mの「六尺藤」があり、また、線香の
かおりが漂っています。境内の近くには湧
水を水源とする用水路があり、水生生物な
どが見られます。



関東�

�草津温泉「湯畑」の湯けむり

所 在 地：群馬県草津町
かおりの源：硫黄
季　　節：一年中

町の広い範囲で薬効の強い温泉からでる硫
黄のにおいが漂っています。自然湧出量は
日本随一です。町の中心部に位置する「湯
畑」は、湯の町草津のシンボルです。

�川越の菓子屋横丁

所 在 地：埼玉県川越市
かおりの源：ハッカ飴、駄菓子、だんご
季　　節：一年中

長さ80mの菓子屋横丁の商店街では、ハ
ッカ飴、駄菓子、焼き団子のかおりが漂っ
ています。明治の初めから駄菓子を製造し
ている菓子屋横丁は、川越を代表する観光
スポットの一つです。

�草加せんべい醤油のかおり

所 在 地：埼玉県草加市
かおりの源：せんべい
季　　節：一年中

煎餅店の付近では、しょうゆの焼ける香ば
しいにおいが漂っています。日光街道の宿
場町として栄えた草加市の伝統的なかおり
です。

�山田町府馬の大クス

所 在 地：千葉県山田町
かおりの源：タブノキ
季　　節：一年中

樹齢1300年から1500年のタブノキが
境内をおおい、枝が地上に垂れて根を張り
子楠となり別の木のように見えます。境内
はダブノキ特有のかおりがします。

�天津小湊町誕生寺の
線香と磯風

所 在 地：千葉県天津小湊町
かおりの源：線香、磯
季　　節：一年中

長さ1.5kmの磯場には、磯場特有の潮の
かおりがします。誕生寺の境内には線香の
かおりがします。町の観光地の中心である
誕生寺周辺は、行政、住民が一体となって
自然環境の保全に努めています。

�江東区新木場の貯木場

所 在 地：東京都江東区
かおりの源：製材の木
季　　節：一年中

貯木場を囲んで製材工場が建ち並び、周辺
を歩くと製材の木のかおりがただよいま
す。深川木場から製材工場、木工工場、卸
問屋が集団移転し、ここには全国から製材
が集積します。

�神田古書店街

所 在 地：東京都千代田区
かおりの源：古書
季　　節：一年中

約200mにわたる古書店街の古書類から
独特のかおりが漂います。明治時代より数
多くの学生やサラリーマンなどに利用され
てきました。特に秋には神田古本祭りが行
われ、大勢の人々でにぎわいます。

�鵠沼、金木犀の住宅街

所 在 地：神奈川県藤沢市
かおりの源：金木犀
季　　節：秋

小田急本鵜沼駅周辺の家屋の多くにキンモ
クセイが植えられており、花の時期にはキ
ンモクセイのかおりが感じられます。住民
の心がけによりかおりが保たれています。

	箱根大涌谷硫黄のかおり

所 在 地：神奈川県箱根町
かおりの源：硫黄
季　　節：一年中

ロープウェイを降りると、白い噴煙ととも
に硫黄のにおいに包まれます。雄大な富士
山の眺めとともに楽しむことができるかお
り風景。かながわの景勝50選、国定公園
となっています。



�福島潟の草いきれ

所 在 地：新潟県豊栄市
かおりの源：草いきれ
季　　節：春から秋

県最大の潟湖の6割を覆う植物からかおり
がします。その風景は越後平野の成立を今
に伝えるものであり、市と市民団体が協働
で自然保護に取り組んでいます。

�松本大名町通りのシナノキ

所 在 地：長野県松本市
かおりの源：シナノキの花、バラ、水辺
季　　節：6月（シナノキ）、5月・10

月（バラ）、一年中（水辺、縄
手通り）

国宝松本城の表玄関にあたる大名通り沿い
には、200mにわたり「信濃の国」の由来
となったシナノキの並木道があり、淡黄色
の花からあまいかおりが漂っています。

�霧ヶ峰の高原と風

所 在 地：長野県諏訪市、下諏訪町
かおりの源：草、花（レンゲツツジ、

ニッコウキスゲなど）
季　　節：春から秋

全国有数規模の霧ヶ峰高原の草原は、レン
ゲツツジ、ニッコウキスゲや様々な草花のか
おりが感じられます。複数の団体により帰
化植物の撲滅や清掃活動を実施しています。

�赤沢自然休養林の
木曽ヒノキ

所 在 地：長野県上松町
かおりの源：ヒノキ

樹齢300年の木曽ひのき天然林が広がり、
728haの赤沢自然休養林内には木のかお
りが漂います。赤沢の自然林は三大美林と
して知られています。



北陸・甲信越�

�飯田りんご並木

所 在 地：長野県飯田市
かおりの源：りんごの花と実
季　　節：春、秋

りんご並木は飯田のまちの中心にあり、地
元の中学生が育てています。春にはりんご
の花、秋には赤いりんごの実のかおりが感
じられます。まちの賑わいと文化のかおり
の拠点となっています。

�勝沼・一宮のぶどう畑とワイン

所 在 地：山梨県勝沼町、一宮町
かおりの源：ぶどう、ワイン
季　　節：一年中

地域全域にブドウ畑が広がります。また、
ワイナリーでは、醸造の際に、ブドウや樽
のかおりが広がります。JR勝沼ぶどう郷
駅で降りるとブドウ畑が広がり、山梨特有
の風景です。

�黒部峡谷の原生林

所 在 地：富山県宇奈月町
かおりの源：樹木、草、花
季　　節：春から秋

日本最大級のV字谷である黒部峡谷一帯で
は、カエデ（町木）類、イワウチワ（町花）、
ブナ、ナラなどの豊かな緑のかおりに恵ま
れ、黒部峡谷鉄道のトロッコ電車で堪能す
ることができます。

�富山の和漢薬のかおり

所 在 地：富山県富山市
かおりの源：和漢薬
季　　節：一年中

和漢薬の調剤等によるにおいが、市内の多
くの場所で感じられます。

�砺波平野のチューリップ

所 在 地：富山県砺波市
かおりの源：チューリップ
季　　節：春

53haの規模にわたり、チューリップの開
花期には一面花の絨毯が広がります。昭和
27年からチューリップフェアを開催して
おり、行政、市民、企業等が一体となって
取り組んでいます。

�輪島の朝市

所 在 地：石川県輪島市
かおりの源：魚介類
季　　節：一年中

360mにわたり、朝市通には日本海でとれ
た魚介類のかおりがします。物々交換の市
からはじまり、1,000年以上の歴史があ
ります。

�白山神社境内菩提林の
杉と蘇苔

所 在 地：福井県勝山市
かおりの源：杉、蘇苔
季　　節：春～秋

1,300年の歴史がある史跡白山平泉寺に
は、アシュウスギや土、コケのかおりが感
じられます。地元住民による杉葉拾いの清
掃活動も行われています。



�松崎町桜葉の塩漬け

所 在 地：静岡県松崎町
かおりの源：桜葉の塩漬け
季　　節：6月～12月

桜餅に使用する桜葉の全国生産量の70%
を占める松崎町では、桜葉を塩漬けする時
期になると甘いかおりが街を漂います。桜
葉の生産は町の産業であり、多くの人がそ
の生産に関係しています。

�牧之原・川根路のお茶

所 在 地：牧之原地区、川根地区（島田市、掛川市、御前
崎町、相良町、榛原町、吉田町、金谷町、浜岡町、
小笠町、菊川町、川根町、中川根町、本川根町）

かおりの源：茶園、製茶
季　　節：春から初夏

牧之原、川根周辺はいたるところに茶園があり、
お茶のほのかなかおりが感じられます。また、
製茶工場から芳ばしいお茶のかおりが感じられ
ます。全国に知られたお茶の一大産地です。

�豊田香りの公園

所 在 地：静岡県豊田町
かおりの源：金木犀、ハーブ、藤、樹木
季　　節：一年中

1haの香りの公園内には、キンモクセイ、
ハーブなどかおり豊かな植物が植えられて
おり、四季折々のかおりが楽しめます。香
りの博物館では花・ハーブなど香りの実体
験や嗅覚の仕組み、かおりの歴史などを紹
介しています。

�浜松のうなぎ

所 在 地：静岡県浜松市
かおりの源：うなぎの蒲焼き
季　　節：一年中

浜松といえば蒲焼きのイメージが定着して
おり、市内の数十軒ある鰻屋から蒲焼きの
においが漂います。うなぎの霊を慰める
「うなぎ観音」が設置されており、毎年8月
24日にうなぎ供養祭が行われます。



中部�

�半田の酢と酒、蔵の町

所 在 地：愛知県半田市
かおりの源：酢、酒
季　　節：一年中

半田市内の中村町周辺では500mにわた
り、醸造酢の黒塗り板葺き倉庫群が立ち並
び、江戸時代から作られている酢のかおり
が漂います。半田は醸造の町であり、醤油、
酒の工場群があります。

�種蔵棚田の雨上がりの石積

所 在 地：岐阜県宮川村
かおりの源：雨が降った後の棚田の石積
季　　節：春から秋（特に夏）

太陽に照らされた焼けた石に夕立があた
り、湯気がたちこめるかおりが感じられま
す。1haにわたり棚田が広がっており、独
特の景観を形成しています。

�飛騨高山の朝市と古い町並

所 在 地：岐阜県高山市
かおりの源：朝市で売られる野菜・花、

みたらし団子、煎餅
季　　節：一年中

軸屋前及び宮川の2カ所の朝市で売られる
野菜、果物、花、漬け物などからかおりが
します。また、だんごを焼く香ばしいかお
りや、前畑点心堂前では栃の実煎餅を焼く
かおりがします。

�加子母村の檜とササユリ

所 在 地：岐阜県加子母村
かおりの源：ヒノキ材、ササユリの花
季　　節：一年中

東農ヒノキとして知られる加子母村にある
施設はヒノキ材で作られており、村全域で
ヒノキ材のかおりがします。また、林内の
一部にササユリの自生地があり、ササユリ
のかおりが感じられます。

�答志島和具浦漁港の
塩ワカメづくり

所 在 地：三重県鳥羽市
かおりの源：海、海草（ワカメ）
季　　節：2月～4月

2月～4月頃、数十基の塩ワカメ作りの釜
が並び、潮のかおりが港全体にたちこめま
す。伊勢湾最大の離島である答志島和具港
特有の風景です。国立公園内にあり、すぐ
れた自然が残る島です。

�伊勢神宮参道千年の杜

所 在 地：三重県伊勢市
かおりの源：神宮林、伊勢うどん、お茶等
季　　節：一年中

2,000年余の歴史を有する内宮参道には、
神宮スギやヒノキの常緑樹の他、自生の
木々のかおりにつつまれ、内宮の鳥居前町
800mの参道沿いには、お茶、お菓子、
うどん等のかおりがします。

�大台ヶ原のブナの原生林

所 在 地：三重県宮川村
かおりの源：深い森、清流
季　　節：春～秋

宮川の最上流部にある原生林にはブナ等が
生育しており木のかおりが、また、多くの
滝があり水のかおりが感じられます。県、
関係市町村、県民と協働で、「宮川流域ル
ネッサンス事業」を展開し、清流を守る運
動を行っています。



�比叡山延暦寺の杉と香

所 在 地：滋賀県大津市
かおりの源：樹木、お香
季　　節：一年中

延暦寺は多数の堂塔を持つ日本有数の規模の
寺院であり、霊峰・比叡山の名にふさわしく、
杉の巨木がうっそうと茂り、威厳に満ちた雰
囲気と特有のかおりが訪れる者の心を引き締
めます。延暦寺や山麓の門前町坂本の里坊群
の各寺院でお香があたりにただよいます。

�古窯信楽の登り窯

所 在 地：滋賀県信楽町
かおりの源：信楽焼のぼり窯
季　　節：一年中

日本六古窯の一つに数えられる信楽焼は、
742年に聖武天皇が紫香楽（現在の信楽
町）に遷都された際に瓦が焼かれたのが原
点とも言われています。それを今に伝える
「登り窯・穴窯」から立ちのぼる煙のかおり
は、歴史と文化を彷彿とさせます。

�東西両本願寺仏具店界隈

所 在 地：京都府京都市
かおりの源：お香
季　　節：一年中

両本願寺に挟まれた東西300m、南北
400mの範囲には仏具店が多く存在し、
お香のかおりが門前町一円で感じられま
す。歴史的な建物が重要な要素となり、趣
のある街並みを形成しています。

�祇園界隈のおしろいと
びん付け油のかおり

所 在 地：京都府京都市
かおりの源：化粧、香料、びん付け油
季　　節：一年中

祇園界隈の、特に、花見小路から新橋にか
けて500mの範囲では、舞妓、芸妓が歩く
ときに華やかなおしろいとびん付け油のか
おりが漂い、古都の風景に彩りを添えます。

�伏見の酒蔵

所 在 地：京都府京都市
かおりの源：酒蔵、新酒
季　　節：冬

伏見区内の南浜、板橋、住吉を中心とする
区域に33銘柄の酒造会社が点在してお
り、冬季には新酒のかおりが漂います。観
光協会などが中心に水路を利用した景観の
整備に取り組んでいます。

�宇治平等院表参道茶のかおり

所 在 地：京都府宇治市
かおりの源：茶
季　　節：一年中

平等院表参道の商店会約160ｍには多く
のお茶屋が軒を連ね、茶を焙じる香ばしい
かおりが街角に漂っています。参道にある
商店会では、宇治茶のかおりを楽しむこと
ができます。参道周辺を舞台に毎年10月
上旬に茶祭りが行われています。

写真のモデルは、変身舞妓です。（協力：資料館 舞妓のお部屋）



関西�

�なら燈花会のろうそく

所 在 地：奈良県奈良市
かおりの源：ろうそくの灯り
季　　節：8月

ならの燈花会は、毎年8月6日～8月15
日にかけて奈良公園を会場に行われ、ろう
そく灯りに恩返しや未来への祈りをこめた
心のかおりが漂います。

�ならの墨づくり

所 在 地：奈良県奈良市
かおりの源：墨
季　　節：一年中

墨造りは、にかわと松煙、油煙などの煤を
練り合わせ、香料を加え、型に入れて乾燥
させます。墨の販売している店先や作業場
から1年通して墨独特の心安らぐかおりが
漂います。

�枚岡神社の社叢

所 在 地：大阪府東大阪市
かおりの源：梅、楠、杉等の樹木及び草花
季　　節：1月～3月（梅）、

一年中（楠、杉等の樹木・草花）

古くから「河内国一の宮」と崇められてきた
古社で、境内には桜、桧などの古木が多く、
拝殿そばにビャクシンの大きな切り株が残
され、様々な樹木のかおりが楽しめます。

�鶴橋駅周辺のにぎわい

所 在 地：大阪府大阪市
かおりの源：焼肉屋、キムチなどの食材
季　　節：一年中

商店街には、焼肉店やキムチなどの食材を
扱う店などが建ち並び、焼き肉の香ばしい
かおりやキムチなどの独特なかおりが広範
囲にわたって漂っています。

�法善寺の線香

所 在 地：大阪府大阪市
かおりの源：線香
季　　節：一年中

苔むして独特の雰囲気をもつ水掛け不動に
は、いつも線香の煙が絶えず、立ちこめた
線香のかおりが、小料理屋、居酒屋などが
軒を連ねる横丁にも漂っています。

�桃源郷一目十万本の桃の花

所 在 地：和歌山県桃山町
かおりの源：桃の花
季　　節：春

紀の川沿いには、「一目十万本」と謳われる
一面の桃畑が広がり、春、一斉に花が咲き
誇るさまは、桃色の霧がたなびいているの
と見紛うほどで、ほのかな甘いかおりが町
中を包みます。

�高野山奥之院の杉と線香

所 在 地：和歌山県高野町
かおりの源：杉と線香
季　　節：一年中

総本山金剛峯寺奥之院では、一年を通じて、
杉の巨木林、杉を原料とした杉線香、歴史、
文化のかおりが漂います。参道周辺には、
40万基と言われる苔むした墓碑が立ち並
び、森の癒しのかおりとともに、文化や歴
史のかおりが溢れます。

�山崎大歳神社の千年藤

所 在 地：兵庫県山崎町
かおりの源：藤
季　　節：4月下旬～5月上旬

西暦960年に植えられたとされる千年藤
は境内をすっぽり覆うほどです。花期には
周囲に甘いかおりを漂わせ、5月の上旬に
は藤まつりも開かれます。

	灘五郷の酒づくり

所 在 地：兵庫県神戸市、西宮市
かおりの源：灘の酒
季　　節：秋から冬

阪神間約12kmの範囲に酒造メーカーが
集合しており、仕込み期には新酒のかおり
がただよっています。寛永年間に西宮で醸
造が始まり、酒文化の歴史を後世に伝える
ための資料館・記念館等を開設しています。


一宮町の線香づくり

所 在 地：兵庫県一宮町
かおりの源：線香
季　　節：一年中

嘉永年間から続く線香づくりは、全国の約
70%のシェアを占めており、町内には線
香事業所が16社、下請け業者が多数並び、
お香のかおりが生活のかおりとして漂って
います。



�酒と醤油のかおる
倉吉白壁土蔵群

所 在 地：鳥取県倉吉市
かおりの源：醤油・酒の醸造
季　　節：一年中

白壁土蔵群の周辺は、一年中醤油や酒を醸
造するかおりがします。この地区は、17
世紀からの歴史を有し、かつての商店街の
落ち着いた雰囲気を現在も保っています。

�石見畳ヶ浦磯のかおり

所 在 地：島根県浜田市
かおりの源：磯
季　　節：春から秋

地震により隆起した特有の岩場として国の
天然記念物に指定された石見畳ヶ浦一帯
は、海風にのって磯のかおりがします。

�毛無山ブナとカタクリの花

所 在 地：岡山県新庄村
かおりの源：ブナ、カタクリ
季　　節：5月初旬～6月初旬

県下最大規模を誇る150haのブナの原生
林で、山頂から山麓に至るまで連続してお
り、ブナの若葉のかおり、山頂付近のカタ
クリの花のかおりが楽しめます。

�吉備丘陵の白桃

所 在 地：岡山市、倉敷市、山陽町
かおりの源：桃の花
季　　節：春

なだらかな丘に一面、広大な桃畑が広がり、
桃の花や果実の実りにあわせあまい独特の
かおりがします。

�シトラスパーク瀬戸田の
柑橘類

所 在 地：広島県瀬戸田町
かおりの源：柑橘類
季　　節：一年中

柑橘の花や果実のかおり（約600品種）が
楽しめるシトラスパビリオンがあり、一年
中いつでも柑橘系のかおりを楽しむことが
できます。



中国・四国�

�厳島神社潮のかおり

所 在 地：広島県宮島町
かおりの源：潮
季　　節：一年中

社殿が回廊で結ばれており、満潮時には敷
地が海となり、潮のかおりがします。緑濃
い弥山山塊を背景に、波静かな紺碧の海を
前景とした、竜宮城のような景観は宮島独
特のものです。

�萩城下町夏みかんの花

所 在 地：山口県萩市
かおりの源：夏みかんの花
季　　節：春

明治維新後、禄を失った武士達の経済救済
のために植裁されたことが始まりで城下町
全体が夏みかん畑に変貌しました。現在で
も、開花時の5月には、萩中に夏みかんの
花のかおりが漂います。

�白鳥神社のクスノキ

所 在 地：香川県白鳥町
かおりの源：クスノキ
季　　節：一年中

樹齢700～800年のクスノキが境内に生
育しており、クスノキ特有のかおりがしま
す。国宝・重要文化財級の宝庫である熊野
邸の前に高くそびえる景観は、歴史的雰囲
気を漂わせています。

�吉野川流域の藍染めのかおり

所 在 地：徳島県藍住町
かおりの源：藍染め
季　　節：一年中

染料である藍はタデアイを発酵させて作ら
れるため、特有のかおりを伴います。特に
吉野川流域は江戸時代からの藍の産地であ
り、現在も数軒の藍師が伝統を受け継いで
藍を生産しています。

�上勝町の阿波番茶

所 在 地：徳島県上勝町
かおりの源：阿波番茶
季　　節：夏

棚田を中心とした農業集落が番茶製造にか
かると、茶葉を蒸すにおい、お茶を摺るに
おい、天日干しするにおいが農家周辺一帯
に充満します。

�四条王至森寺の金木犀

所 在 地：愛媛県西条市
かおりの源：金木犀
季　　節：秋

木の根の太さは4m、地面近くで三本にわ
かれ、そのどれもが1～1.6mの太さです。
この種類としては珍しい巨木で、高さが
16m、秋、赤みをおびた黄色い花を咲か
せます。

�内子町の町並と和ろうそく

所 在 地：愛媛県内子町
かおりの源：伝統的な住まい、和ろうそく
季　　節：一年中

伝統工芸の和ろうそくや和傘づくりが現在
も息づき、独特のかおりを創出、また操業
100年を越えて味噌・しょうゆ作りを営
んでいる店舗があり、麹のかおりが漂って
います。

�愛媛西宇和の温州みかん

所 在 地：愛媛県
かおりの源：みかんの花
季　　節：4月～5月

瀬戸内海に面した傾斜地にはみかん園が広
がっており、花が咲く4～5月の夕方海岸
線を歩くと、みかんの花のさわやかなかお
りを楽しむことができます。

	梼原神在居の千枚田

所 在 地：高知県梼原町
かおりの源：土、草、花、稲わら
季　　節：春から秋

標高600mの山の斜面に築き上げられた
「千枚田」は四季折々の花、田、水、土、風
等の色々なかおりの共演が楽しめます。
「日本の棚田百選」に選定されています。


四万十川の沈下橋をわたる風

所 在 地：四万十川流域（中村市、西土
佐村、十和村、大正町、窪川町、
大野見村、東津野村、梼原町）

かおりの源：清流を渡る風、鮎
季　　節：一年中

四万十川の清らかな川面をゆらす風が、清流
独特のかおりと河畔の緑の季や野辺にゆれる
花のかおりとをミックスし、清流・四万十川に
ふさわしいかおりを沈下橋に運んできます。



�合馬竹林公園の竹と風

所 在 地：福岡県北九州市
かおりの源：竹林、たけのこ
季　　節：3月～4月

3月～4月にかけて、しなやかにのびた竹が
生い茂るさわやかな竹林のかおりが感じら
れます。合馬たけのこは、心地よい食感と
ふくよかなかおりで、全国的にも知られて
います。

�太宰府天満宮の
梅林とクスノキの森

所 在 地：福岡県太宰府市
かおりの源：梅、クスノキ
季　　節：梅（1月～4月上旬）、

楠（4月末～5月末）

祭神菅原道真に縁のある梅林の中に、クス
ノキが境内をところ狭しと生育しています。
1月から4月上旬には梅、新緑時にはクス
ノキのかおりも楽しむことができます。

�柳川川下りと
うなぎの蒸篭蒸し

所 在 地：福岡県柳川市
かおりの源：うなぎの蒸篭蒸し
季　　節：一年中

川下りを終えると、そこに軒を連ねている
名物の鰻やさんからのあまがらいたれのに
おいが一年を通じて漂っています。川下り
で美しい景観を楽しんだり、歴史に触れた
りすることができます。

�虹の松原潮のかおり

所 在 地：佐賀県唐津市、浜玉町
かおりの源：潮
季　　節：一年中

玄界灘からのさわやかな風と百万本のクロ
マツから漂う新緑のかおりが楽しめます。
延長4.5km、238.22haにわたって虹の
ような美しい緩やかな弧を描いています。

�伊万里焼土と炎のかおり

所 在 地：佐賀県伊万里市
かおりの源：窯場から立ち上る煙と土と炎
季　　節：一年中

窯場が集中する大川内山は、山水画を思わ
せる大屏風奇岩の景観のなかにあり、窯場
から立ち上る煙と土と炎は、町並風景と相
まって鍋島藩窯300有余年の歴史と文化
の「かおり」を感じさせてくれます。

�野母崎水仙の里公園と潮

所 在 地：長崎県野母崎町
かおりの源：水仙、潮
季　　節：12月～1月（水仙）、

潮（一年中）

水仙の里公園には約1,000万球の水仙が
植裁されており、開花期には水仙の甘いか
おりと潮風がまざりあい、独特のかおりが
します。花と海・空のコントラストが非常
に美しい。



九州・沖縄�

�別府八湯の湯けむり

所 在 地：大分県別府市
かおりの源：温泉
季　　節：一年中

別府市には「別府八湯」と呼ばれる八つの
地区の温泉があり、変化に富んだ温泉と、
それぞれのかおりを楽しむことができま
す。市内至るところから湯煙が発生してい
ます。

�大分野津原香りの森

所 在 地：大分県野津原町
かおりの源：ラベンダーなどの花、樹木
季　　節：一年中

ラベンダー、バラ、ハーブなどのかおりの
花やニオイザクラなどのかおりの樹木と、
森のかおりが年間を通じて楽しめます。

�くじゅう四季の草原、
野焼きのかおり

所 在 地：大分県久住町・九重町
かおりの源：ミヤマキリシマを始めとす

る四季の花々、草原
季　　節：春から秋

阿蘇くじゅう国立公園の中に位置し、ミヤマキリシ
マをはじめ、四季折々の花々や草木のかおりが漂い、
山群をわたる風のかおりが魅力的です。牧草の干し
草のかおりも、秋の高原の風情を醸し出しています。

�臼杵・竹田の城下町のカボス

所 在 地：大分県臼杵市・竹田市
かおりの源：カボス
季　　節：夏から秋

カボスは大分県の特産物であり、特に果実
が実る夏から秋にかけて、さわやかなかお
りが漂います。また、県内の生産の中心と
なっている臼杵市と竹田市は城下町として
栄えました。

�河浦崎津天主堂と海

所 在 地：熊本県河浦町
かおりの源：潮
季　　節：一年中

崎津天主堂を中心に港町が栄え、海のかお
りが漂います。天主堂の周りには物静かで
教会の鐘の音も聞こえます。港フェスティ
バル等も開催されます。

�大学山の照葉樹林

所 在 地：熊本県水俣市
かおりの源：照葉樹林の森、下草刈り
季　　節：夏

国有林に残されたシイやカシの大木のある
照葉樹林に入ると、土や木のかおりがしま
す。水俣市久木野地区では、明治時代より
林業に力をいれ、スギ、ヒノキの植林を行
っています。

�五ヶ瀬川の鮎焼き

所 在 地：宮崎県延岡市
かおりの源：アユ焼き
季　　節：秋

秋にはやな場でアユを焼くかおりが河原を
漂います。広く市民に浸透した秋のかおり
です。大規模なやなを架設し、アユ料理を
食べる風景は五ヶ瀬川独自のものとなって
います。

�指宿知林ヶ島の潮風

所 在 地：鹿児島県指宿市
かおりの源：潮、草花、樹木
季　　節：一年中

鹿児島湾（錦江湾）の入り口に浮かび、干
潮時には砂の道（砂州）で薩摩半島と陸続
きになる無人島です。砂州を渡って多くの
観光客や家族連れが訪れ、潮のかおりを満
喫しています。

	屋久島の照葉樹林と鯖節

所 在 地：鹿児島県上屋久町
かおりの源：森林、潮、鯖節
季　　節：一年中

世界自然遺産に連なる大規模な照葉樹林が
集落に肉薄しており、「もののけ姫」の舞台
となった白谷の森から吹きおろす風にのっ
て花のかおりが漂います。また、地元特産
の鯖節のかおりも漂います。


竹富島の海と花のかおり

所 在 地：沖縄県竹富町
かおりの源：潮、花
季　　節：一年中

海に囲まれた竹富島は至るところで潮のか
おりが感じられます。草木、ハイビスカス、
ブーケンデリア、青い空、赤い煉瓦が見ら
れる竹富島は、沖縄の古い街並みが残って
います。
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