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日本風景街道 関東優秀活動賞に
みなみ

ぼう

そう

はな

うみ

かい

どう

『南房総・花海街道』が選ばれました！
地域の団体と国土交通省がともに取り組みを進めている「日本風景街道」の関東ブ
ロック２０ルートのうち、千葉県館山市で活動を行っている「南房総・花海街道」が
平成２７年度に実施した『日本の道百選 房総フラワーラインの植栽活動』が評価さ
れ、風景街道関東地方協議会より、関東優秀活動賞【美しい国土景観の形成部門】優
秀賞として表彰されることになりました。
つきましては、表彰状伝達式を下記のとおり執り行うこととなりましたので、お知
らせ致します。
記
日

場

時 ： 平成３０年１月２９日（月）
１０：００から
所 ： 館山市役所

本館 2階

表彰状伝達式会場
（館山市役所）

JR
内
房
線

市長室

館山駅

受賞者 ： ルート名「南房総・花海街道」
◆代表団体
・南房総・花海街道パートナーシップ
出典：国土地理院HP

※当日の取材を希望される場合は、別紙「取材申込様式」にて、平成30年1月26日
（金）１５：００までに、FAXにて、事前にお申し込み下さい。
※表彰状伝達式は、日本風景街道 関東ブロックの中で表彰される４ルートのうち、
「南房総・花海街道」に対する表彰となります。

発表記者クラブ
竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会、館山記者クラブ

問い合わせ先
国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
電話 ０４３－２８７－０３１１（代表）
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日本風景街道について
日本風景街道とは・・・
国土文化の再興に向けて、文化資源の保存や保護、活用だけでなく、美しい国土景観
の形成、地域活性化や観光振興を有機的につなぐものであり、道を舞台に多様な主体の
協働により行われる取り組みです。
平成１９年度から登録を開始し、全国で１４１ルート、うち関東管内では２０ルート
が登録されています。
ホームページアドレス：http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/
黒沢峠の敷石道
（山形県）

若狭熊川・鯖街道の
街並み（福井県）

美しい国土
景観の形成
自然景観の改善、歴史
的まちなみの保全 等

有機的につなぐ仕組み
活動に応じて必要な組織
地域住民、NPO、町内会・
自治会、企業、大学関係
者、警察、地方公共団体
（市町村等） など

地域活性化へ
の寄与

観光振興へ
の寄与

道路の管理者

地域資源、活動の情報
発信や来訪者を楽しま
せる工夫 等

宍道湖夕日スポットでの
湖水街道カフェ（島根県）

地域の歴史、文化、伝統
の継承や世代間交流の
再生・促進 等

関東－第２号

千曲川・花の里山風景街道

関東－第１９号

谷川岳ゆけむり街道
（信仰と歴史の街道）

関東－第１号

浅間・白根・志賀
さわやか街道

関東－第７号

時空から天空への道
日光街道

関東－第１４号 北陸－第２号

北アルプス大展望・
最長最古の塩の道ルート

関東－第６号

千変万化の筑波山
「まち」「さと」周遊ルート

関東－第１０号

浅間ロングトレイル
関東－第９号

日本風景街道298三郷

関東－第５号

ルート299北八ヶ岳
しらかば街道

関東－第２０号

いたこ

関東－第１３号

あやめ

花街道

八ヶ岳南麓風景街道
関東－第１８号

ロングビーチ
癒しの九十九里街道

関東－第８号

秩父路ルネッサンス
関東－第３号

江戸・東京・みらい街道

関東－第１１号

甲州夢街道
（八王子・相模湖・藤野エリア）

関東－第４号

『東京・迎賓地区』
関東－第１５号 中部－第２号
関東－第１６号

ぐるり・富士山風景街道

東海道
関東－第１７号

風景街道

関東－第１２号

歴史街道「ぶらり大磯」
（Slow Life In OISO）

南房総・花海街道

■日本風景街道関東ブロック概要図
今回選定した関東優秀活動賞のルート

風景街道の活動表彰選定等に関する委員会について
風景街道関東地方協議会では、各ルートで行われた活動の中で、創
意工夫のもと地域の魅力を発展させ、その活動を他のルートのさらな
る活動推進に繋げることを目的に、有用な取組に対し、表彰を行って
います。
風景街道関東地方協議会

連携

日本風景街道関東交流会
◇風景街道ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟにより構成

◇商工会議所連合会、行政等により構成
〔会長：埼玉県商工会議所連合会 専務理事 櫻井 郁夫〕

●日本風景街道の登録にかかる募集、申請受付、登録
●活動計画の確認、活動に対する支援

●日本風景街道の情報収集
●各ルートの情報共有
●各ルートの連携・交流促進

など

風景街道ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ(20箇所)

●日本風景街道についての広報等

活動表彰

●優秀活動表彰の実施

風景街道の活動表彰選定等に関する委員会

◇学識経験者，マスコミ，地域活動等に関
する有識者及び行政
●公平性，透明性の高い優秀活動の選定

１．浅間・白根・志賀さわやか街道
２．千曲川・花の里山風景街道
３．江戸・東京・みらい街道
４．『東京・迎賓地区』
５．ルート299北八ヶ岳しらかば街道
６．千変万化の筑波山「まち」さと」周遊ルート
７．時空から天空への道 日光街道
８．秩父路ルネッサンス
９．日本風景街道298三郷
１０．浅間ロングトレイル
１１．甲州夢街道（八王子・相模湖・藤野エリア）
１２．南房総・花海街道
１３．八ヶ岳南麓風景街道
１４．北アルプス大展望・最長最古の塩の道ルート
１５．ぐるり・富士山風景街道
１６．東海道 風景街道
１７．歴史街道「ぶらり大磯」（Slow Life InOISO）
１８．ロングビーチ癒しの九十九里街道
１９．谷川岳ゆけむり街道（信仰と歴史の街道）
２０．いたこ あやめ 花街道

風景街道の活動表彰選定等に関する委員会 名簿
委員長 小濱 哲
委 員 福田 朋英

委 員 松本 順子

委 員 田村 知子
委 員 真下 敏明
委 員 丹羽 克彦

元横浜商科大学 商学部 貿易・観光学科 教授
元ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟会長
元伊香保温泉観光振興協議会会長
伊香保温泉 老舗旅館「福一」社長
道２１世紀新聞・ルートプレス編集長
ＮＰＯ法人 人と道研究会代表
(株)ＪＴＢパブリッシング
月刊「ノジュール」編集部 編集長
関東建設青年会議会長
真下建設(株)代表取締役
国土交通省 関東地方整備局 道路部長

表彰活動の選定方法について
● 優秀活動表彰は、関東地方協議会が募集を行い、活動団体より
各表彰部門へ応募されます。
●

応募のあった活動に対し、部門毎に定めた評価の視点 に従い、
風景街道の活動表彰に関する委員が評価・選定し、関東地方協議
会で決定しています。
【表彰部門】

・地域活性化への寄与部門
・美しい国土景観の形成部門
・観光振興への寄与部門
【評価の視点】
地域活性化への寄与部門
・活動に参加する住民（団体）・地域間交流（様々な団体との
連携）を拡大する取組
・活動を継承・活性化する取組（世代間交流）
・新しい組織や活動団体が生まれるような取組
・他のルートの模範になるような取組（雇用創出も含め他団体
も行ってみたくなるような取組）
・埋もれた魅力を発掘するような取組

美しい国土景観の形成部門
・花など植物により演出した取組
・看板等で工夫した取組
・統一感のある町並みのために工夫した取組
・かくす工夫・見せる工夫をした取組
・規制・規則と共存する取組
観光振興への寄与部門
・観光客増加への取組
・売上げ向上への取組
・参加者（団体）や出店数増加への取組
・独創性（この地域しかないもの）のある取組
・新たな付加価値をつける取組

平成２７年度 日本風景街道 関東優秀活動賞
【美しい国土景観の形成部門 優秀賞】
関東－第12号 南房総・花海（はなうみ）街道
＜日本の道百選 房総フラワーラインの植栽活動＞
【イベントに合わせた植栽で来訪者を歓迎】
■ルートの概要

■位置図

・中心となる道路：
国道１２７号、国道４１０号、国道１２８号
ほか
・代表団体：
南房総・花海街道パートナーシップ
（代表者：金丸 謙一(館山市長)）

南房総・花海街道

■優秀活動の概要
◇館山若潮マラソンの開催時期に満開を迎える
ように、フラワーラインの延長約８km、5,
３００㎡の範囲に菜の花の植栽を実施。
◇官民連携した作業により、開花期間、植栽間
隔を調整した維持管理の強化に成功。
◇花のまち館山として観光客を迎えられるよう
季節毎にフラワーラインでの植栽内容を同じ
にすることで、観光客に花の印象の意識付け。

▼フラワーライン

菜の花の様子

フラワーライン

▼フラワーライン

ノースポールの様子

■優秀活動賞の選定理由
◇「館山若潮マラソン」のランナーをコース上の満開の菜の花で迎えられるよう植栽する
等、来訪者に好印象を与える活動を行っている。
◇また、植栽間隔への気配りや見頃を終えた花を撤去するなど細やかな配慮により、美し
い景観を維持している点が評価できる。
◇「花のまち館山」のイメージアップに向け、年間を通して花を咲かせる努力が感じられ、
他のルートの模範となる取組みである。

別紙
取材申込
様式

日本風景街道 関東優秀活動賞 表彰式
南房総・花海街道

送信先：国土交通省 千葉国道事務所 計画課
F A X：０４３－２５６－０８４１
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所属記者クラブ
当日の連絡先
※中止等の場合に、連絡できる
代表者の携帯電話等を記載

来場方法
※どちらかに○を付けてください

公共交通機関 ・ 車

○本様式にご記入のうえ、平成３０年１月2６日（金）１５：００までにFAX
にて事前にお申し込み下さい。
○個人情報のご記入にあたって
ご記入いただいた個人情報は、今回の取材に関する管理、ご連絡のみに利用
させていただきます。
※お申し込みについての問い合わせ先
国土交通省 千葉国道事務所 計画課
ＴＥＬ：０４３－２８７－０３１４

