
平成 28 年 7 月 5 日 

九州地方整備局 

平成２７年度 「手づくり郷土
ふ る さ と

賞」伝達式を行います！ 

■ 地域づくりの優れた取組を表彰する｢手づくり郷土
ふるさと

賞｣に、九州から４件（一般部門

２件、大賞部門２件）選定されました。 

■ この選定を受け、熊本地震発生により延期しておりました、３件の国土交通大臣認

定証伝達式を行います。この伝達式では受賞団体に対し、認定証及び記念品の盾が

授与されます。

■ 当日は報道機関を対象に公開しております。伝達式の概要については、下記をご覧

下さい。

伝達式の概要 

部門 所在地 案件名 日時･場所 

一般 

部門 

佐賀県 

鹿島市 
酒蔵とともに歩むまちづくり 

4 月 13 日(水) 14:00～ 

鹿島市役所【開催済】 

長崎県 

西海市 

道路美化活動から始まった地域おこし 

～大島の廃校グラウンドが環境農園に生まれ変わった！～ 
7 月 12 日(火) 13:30～ 

大瀬戸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

大賞 

部門 

福岡県 

福岡市 
エコシティ福岡をめざして「水と緑とまちづくり」 

7 月 19 日(火) 14:00～ 

海の中道青少年海の家 

大分県 

日田市 

市民の手づくりによる賑わいの創出 

 ～水郷ひた豆田地区(千年あかり)～ 

7 月 7 日(木) 13:30～ 

日田市役所 

※詳細は別添資料を確認ください。 

＜問い合わせ先＞ 

九州地方整備局  企画部 

事業調整官 古木 慎一（内線：3116） 

企画課長補佐 中村 信男（内線：3155） 

TEL：092-471-6331（代表） 

 092-476-3542（直通） 



平成27年度 手づくり郷土賞
国土交通大臣認定証伝達式の予定

（一般部門）

案件名 ： エコシティ福岡をめざして「水と緑とまちづくり」 （福岡県福岡市）

受賞団体： ［地域活動団体］ 特定非営利活動法人 はかた夢松原の会

［社会資本管理団体］ 福岡市

日 時 ： 平成28年7月19日（火） 14時00分から（30分程度）

場 所 ： 海の中道青少年海の家 研修室
（福岡市東区大字西戸崎 海の中道海浜公園内）

案件名 ： 市民の手づくりによる賑わいの創出 （大分県日田市）
～水郷ひた豆田地区（千年あかり）～

受賞団体： ［地域活動団体］ 千年あかり実行委員会

［社会資本管理団体］ 日田市

日 時 ： 平成28年7月7日（木） 13時30分から（30分程度）

場 所 ： 日田市役所 別館３階 大会議室
（大分県日田市田島２－６－１ ）

案件名 ： 酒蔵とともに歩むまちづくり （佐賀県鹿島市）

受賞団体： ［地域活動団体］ 特定非営利活動法人 肥前浜宿水とまちなみの会

［社会資本管理団体］ 鹿島市

日 時 ： 平成28年4月13日（水） 14時00分から（30分程度）

場 所 ： 鹿島市役所 ５階 大会議室
（鹿島市大字納富分2643番地1）

案件名 ： 道路美化活動から始まった地域おこし （長崎県西海市）
～大島の廃校グラウンドが環境農園に生まれ変わった！～

受賞団体： ［地域活動団体］ 環境美化を考える会

日 時 ： 平成28年7月12日（火） 13時30分から（30分程度）

場 所 ： 大瀬戸コミュニティセンター ３階 大会議室
（長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地）

熊本地震発生により延期しておりました、平成２７年度 手づくり郷土賞 国土交
通省大臣認定証伝達式を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
（当日は報道機関を対象に公開で開催いたします。）

※式次第（案） （一般部門、大賞部門共通）

・開会 ・認定証及び記念品伝達 ・九州地方整備局挨拶

・受賞者謝辞 ・閉会（閉会後、記念撮影を行います。）

（大賞部門）
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（一般部門）

【参考】下記の伝達式については、既に開催済です。



ふるさと

平成２７年度 手づくり郷土賞（一般部門）

＜活動主体＞
特定非営利活動法人

肥前浜宿水とまちなみの会

＜活動内容＞
平成元年頃、疲弊した町に元気を取り戻した

いと地元有志で活動を始め平成１３年に本会
を結成しました。毎月地元の有志とまちづくり
について意見交換を行う「まちなみ活用委員
会」を開催し、住民と行政との橋渡し役として
重要な役割を担っています。花と酒まつり・酒
蔵ツーリズム等のイベントに携わっており、
「酒蔵ツーリズム」は酒蔵と日本酒によってま
ちづくりに成功した先進事例として全国の注目
を浴び、現在では７万人の来場者で賑わって
います。また、地域の課題となっている空き町
家の活用についての取組みも行っています。

肥前浜宿花と酒まつり（酒蔵ツーリズム）

空き町家活用取組（調査打合せ）

酒蔵とともに歩むまちづくり （佐賀県・鹿島市）

道路美化活動から始まった地域おこし （長崎県・西海市）
～大島の廃校グラウンドが環境農園に生まれ変わった！～

＜活動主体＞
環境美化を考える会

＜活動内容＞

松島炭鉱大島鉱業所の閉山（昭和４５年）後、
離島特有の高齢化・過疎化が進む中、平成１
１年の大島大橋架橋時に本会が発足し、道路
除草と植栽を開始しました。除草後の草木処
理について、活動の自己完結型を模索し、除
草で発生した草木をＥＭ堆肥化させ、種まき、
栽培し道路植栽に活用する循環型の仕組み
を構築し、小中学校（９校）と連携した総合学
習（野菜の土づくり、育てる、調理までの食育）
を平成１６年より毎年実施しています。植栽用
の花苗については道守・日本風景街道の団体
を通じて他の地域でも植栽に利用されるなど、
活動が地域の広がりを見せています。

大島大橋周辺清掃活動

小学校と連携した総合学習
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ふるさと

平成２７年度 手づくり郷土賞（大賞部門）

市民の手づくりによる賑わいの創出
～水郷ひた豆田地区（千年あかり）～ （大分県・日田市）

＜活動主体＞
千年あかり実行委員会

＜活動内容＞
「千年あかり」は河川整備を契機に、平成１

７年より花月川河川敷で開催している市民手
づくりのイベントです。平成２４年には花月川
の氾濫により会場である河川敷周辺に激甚な
被害が発生し開催が危ぶまれましたが、地域
の方の努力でなんとか開催できました。約３万
本の竹灯籠が醸し出す幽玄の世界が今では
日田の風物詩となっています。会場も河川敷
から豆田地区一帯に広がり、開催にあたって
は約５千人のボランティアの方にご協力頂き、
昨年度は約１４万５千人の観光客が訪れまし
た。次の担い手を育てるため「高校生シンポジ
ウム」を開催し、若い世代への心の伝承にも
取り組んでいます。

千年あかり（花月川河川敷）

千年あかり（豆田地区会場）

エコシティ福岡をめざして「水と緑とまちづくり」
（福岡県・福岡市）

＜活動主体＞
特定非営利活動法人
はかた夢松原の会

＜活動内容＞
昭和６２年シーサイドももち海浜公園に市民

参加で松原復元活動を開始し、活動範囲を広
げながら現在までに植樹本数が48,833本に

達し、玄界灘風景街道の景勝地として位置づ
けられています。東日本大震災で被災した陸
前高田市の高田松原を守る会には、被災直
後から松原復元のノウハウを提供しました。ま
た、風景街道を通じた他の団体との連携で、
他の地域でも松原保存活動が活発になってい
ます。その他にも「花いっぱい活動」や「サザエ
プロジェクト」など様々な活動へ広がりを見せ
ています。

松原復元活動（松苗の植樹）

花いっぱい活動（地植え）
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応 募 団 体

部 門

全国各地において、地域固有の自然や歴史、伝統、文化や地場産業等を貴重な地域資源として再認識し積
極的に利活用した、魅力ある地域づくりに成功している事例が数多く見受けられます。このように、地域
の魅力や個性を創出している良質な社会資本及びそれと関わりを持つ優れた地域活動を一体の成果として
発掘し、「手づくり郷土賞」として表彰するとともに、好事例として広く紹介することにより、各地で個
性的で魅力ある郷土づくりに向けた取組が一層推進されることを目指しています。

社会資本を有効活用し地域づくり等に取り組む活動団体が単体、又は社会資本を管理する地方公
共団体（都道府県、市区町村）との共同で応募するものとします。

目 的

地域の魅力や個性を創出している、社会資本*及

びそれと関わりがある優れた地域活動が一体となっ

た成果

これまでに「手づくり郷土賞」を受賞した社会資本

又は社会資本と関わりのある活動を含む成果

募集対象

①社会資本の整備・維持管理・利活用に
あたっての創意・工夫

（地域特性を踏まえた整備・維持管理上の工夫、地域資源
としての活用・育成等）

②地域活動における創意・工夫、取組の独創性
（新しい発想、住民自ら考え工夫を凝らした取組等）

③地域づくりへの成果及び波及効果
（地域への思いに富んだ取組、地域づくりの枠を越えた
効果等）

④今後の活動の継続性・発展性
（住民が長く活動を続けられる仕組み、周囲を広く巻き
込む工夫等）

⑤他の参考となるような先進性・先導性
⑥その他（上記以外の特に優れた内容）

手づくり郷土賞の選考は、以下の視点に着目して行われます。

選定のポイント

手づくり郷土賞（一般部門）
ふ る さ と

手づくり郷土賞（大賞部門）
ふ る さ と

※ 詳細については、国土交通大臣表彰「手づくり郷土賞」ホームページをご覧ください。
（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/index.html）

ふ る さ と

平成２７年度 手づ く り 郷 土 賞
資料－４

①社会資本の整備・維持管理・利活用に
あたっての創意・工夫

（地域特性を踏まえた整備・維持管理上の工夫、地域資源
としての活用・育成等）

②地域活動における創意・工夫、取組の独創性
（新しい発想、住民自ら考え工夫を凝らした取組等）

③地域づくりへの成果及び波及効果
（地域への思いに富んだ取組、地域づくりの枠を越えた
効果等）

④今後の活動の継続性・発展性
（住民が長く活動を続けられる仕組み、周囲を広く巻き
込む工夫等）

⑤他の参考となるような先進性・先導性
⑥その他（上記以外の特に優れた内容）

⑦社会資本の地域への定着状況
（地域のシンボルとして広く認識されている、多くの
地域住民が日常的に利用している等）

⑧活動の継続状況
（規模を広げながら着実に継続している等）

⑨活動の発展状況
（新たな取組を創出している、他地域へ波及している等）



 

《選定案件一覧》 

〈一般部門〉 

地域活動団体 社会資本管理団体

1 北海道 網走郡美幌町
皆でつくろう！手作り魚道
－魚がのぼり、笑顔ひろがる－

駒生川に魚道をつくる会

2 北海道 斜里郡斜里町 流氷を活かすオホーツク流儀のおもてなし活動 しれとこ・ウトロフォーラム２１ 北海道開発局網走開発建設部

3 秋田県 仙北市
癒しの渓流づくり
～生保内川の自然と防災～

特定非営利活動法人
癒しの渓流・里・まちネット

仙北市

4 山形県 長井市
最上川フットパス
～かわからまちへ、まちからかわへ～

長井市かわまちづくり推進協議会 長井市

5 茨城県 筑西市
鬼怒川の荒れた河川敷をお花畑に！交流の場に！
～お花畑から広がるつながりの輪～

鬼怒川を愛する会

6 東京都 小平市
花と緑と笑顔にあふれる街づくり
～小平グリーンロード～

小平市グリーンロード推進協議会

7 北陸 石川県 七尾市 和倉温泉まちなか賑わい再生と景観づくり 七尾市和倉校区地域づくり協議会 七尾市

8 中部 岐阜県 郡上市 清流長良川漁場の再生への取り組み 郡上漁業協同組合 岐阜県

9 滋賀県 東近江市
東近江市尻無町「水源の森」
～いにしえの「長谷掘り抜き」を後世に・・・～

滋賀県立八日市南高等学校
緑地デザイン科

10 京都府 長岡京市
商店街から発信する住民主体の
シティプロモーションモデル

長岡中央商店街振興組合
地域創生委員会　チームアゼリア

11 福井県 大野市 桜が教えてくれたカタクリで地域づくり 矢環境緑化実行委員会

12 鳥取県 琴浦町 鳴り石の浜を舞台にしたまちの活性化プロジェクト 鳴り石の浜プロジェクト 鳥取県、琴浦町

13 山口県 下関市 協働による 花と歴史と安らぎの郷づくり 楢原ゆうあい会 山口県、下関市

14 佐賀県 鹿島市 酒蔵とともに歩むまちづくり
特定非営利活動法人
肥前浜宿水とまちなみの会

鹿島市

15 長崎県 西海市
道路美化活動から始まった地域おこし
～廃校グラウンドが環境農園に生まれ変わった！～

環境美化を考える会

九州

北海道

東北

関東

近畿

中国

No 地整等名
都道
府県

市区町村 案件名

受賞団体

 

 

〈大賞部門〉 

地域活動団体 社会資本管理団体

1 北海道 北海道 滝川市
“空の波打ち際”の創造
～大空に一番近いまちづくり～

公益社団法人
滝川スカイスポーツ振興協会

滝川市

2 関東 東京都 江戸川区 葛西親水四季の道
葛西「四季の道」「新長島川」水と緑に
親しむ会

江戸川区

3 北陸 新潟県 十日町市 大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ 大地の芸術祭実行委員会
十日町市、津南町、
新潟県十日町地域振興局

4 中部 静岡県 静岡市 清水港・みなと色彩計画 清水港・みなと色彩計画推進協議会

5 近畿 京都府 向日市 竹の径・かぐやの夕べ 向日市観光協会

6 福岡県 福岡市 エコシティ福岡をめざして「水と緑とまちづくり」
特定非営利活動法人
はかた夢松原の会

福岡市

7 大分県 日田市
市民の手づくりによる賑わいの創出
～水郷ひた豆田地区（千年あかり）～

千年あかり実行委員会 日田市

案件名

受賞団体

九州

No 地整等名
都道
府県

市区町村
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