
 
平 成 ２ ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日 （ 水 ）   

国土交通省関東地方整備局企画部 

 

記 者 発 表 資 料 
 

平成２７年度「手づくり 郷土
ふるさと

賞」（国土交通大臣表彰）に 

関東地方整備局管内で３件選定！ 
 

 

昭和６１年度に創設され、今年度で３０回目の開催となる「手づくり 郷土
ふ る さ と

賞」（国土交通

大臣表彰）では、今般、手づくり郷土賞選定委員会等が開催され、２２件（一般部門１５件、

大賞部門７件）が選定されました。 

このうち 関東地方整備局管内では、一般部門２件、大賞部門１件が選定されました。 

なお、選定された案件の認定証授与式については、３月に行う予定です。詳細が決まりま

したら、別途お知らせします。 

 
 関東地方整備局管内 受賞団体 

〈一般部門〉 
受賞案件 所在地 受賞団体

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～

茨城県筑西市 鬼怒川を愛する会

花と緑と笑顔にあふれる街づくり
～小平グリーンロード～

東京都小平市 小平市グリーンロード推進協議会

 
 

〈大賞部門〉 
受賞案件 所在地 受賞団体

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

 

選定された好事例は、ホームページ等を通じて広く全国に紹介する予定です。 

※本内容につきましては、国土交通本省において２月２３日に記者発表を行っております。 

 別添、参考資料をご覧ください。 

 

－参 考－ 国土交通大臣表彰「手づくり郷土(ふるさと)賞」ホームページ 

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/index.html） 

 

記者クラブ 
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山梨県政記者クラブ       長野県庁会見場          長野市政記者クラブ・市政記者会 

 
問い合わせ先 

関東地方整備局企画部   広域計画課 課長補佐  坂本
さかもと

 建
け ん

（内線３２１３） 
ＴＥＬ：０４８－６０１－３１５１（代表） ０４８－６００－１３３０（直通） 

 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/index.html


一般部門受賞               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 
 
＜活動内容＞ 
 鬼怒川の美しい自然を守り育てる事を目的として、平成14年に会を設立し、河川
敷の清掃活動、花壇の整備、草花の植付け、などを行い、整備した２０，０００㎡
の花壇には、季節ごとに花を咲かせ、「ポピーまつり」等を開催しています。現在
は会員17名のほか地元の事業所・学校・個人等と協働で活動しており、活動範囲
が拡がりました。他方、整備した河川敷を利用し、平成15年から毎年度、コスモス
まつりやポピーまつりを実施し、地域にも定着し昨年は３００人以上の参加もあり、
地域の人々がふれあえる機会を提供しています。 

鬼怒川河川敷に不法投棄された大量にあったゴミの清掃活
動（活動初期）の様子です。また、鬼怒川・小貝川クリーン大
作戦にも毎年参加しています。 

マリーゴールドの植付けイベントでの子供たちによる植付け
状況です。年々参加者の輪が広がり、多くの親子による参加
に会の活動が確実に根付き、広がっていることを実感してい
ます。 

地元に定着した「ポピーまつり」「コスモスまつり」は多くの参
加者でにぎわいます。子供たちにはシャボン玉や輪投げが人
気で、軽トラ新鮮野菜販売も好評です。 

【活動地】 
 茨城県筑西市伊佐山地先 
【対象となる社会資本】  
 鬼怒川河川敷 
   ※管理者： 国土交通省 下館河川事務所 



一般部門受賞               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      
                     
 

【活動地】 
 小平市内 
【対象となる社会資本】  
 小平グリーンロード（玉川上水、野火止用水、
狭山・境緑道、都立小金井公園を結ぶ小平市を
周遊する約２１キロの散歩道） 
   ※管理者：東京都、小平市 

＜活動内容＞ 
 豊かで活力のある、ふれあいのまち、喜びと楽しみをわかちあえる住み良い小平を築く
ことを目的に平成10年に協議会を設立し、現在８８名の会員で、小平グリーンロード沿い
の植栽管理や、彫刻のメンテナンス等５つの部会で構成し、小平グリーンロードを中心と
した花まつりや灯りまつり等、市内で行われるイベントを主催しています。 
 平成１８年から毎年８月に開催している「灯りまつり」は、来場者が年々増加し、平成１８
年当時は１２，０００人でしたが、現在は４３，０００人が訪れる小平市内の一大イベントに
成長し、著しい波及効果がうかがえます。 

年に２回、街道沿いの４カ所の花壇の一斉植替の様子。 「灯りまつり」の様子。毎年市民手づくりの様々な灯ろうが
小平グリーンロード沿いの公園等１３会場で出展される。 

「こだいらあじさい祭り」にて、挿し木・剪定講習会の
様子。毎年大人気で予約開始直後に定員に達する
ほど。 



【活動地】
東京都江戸川区東葛西2丁目～西葛西8丁目

【対象となる社会資本】
葛西親水四季の道

※管理者：江戸川区

大賞部門受賞 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

＜活動内容＞

葛西親水四季の道を中心に、コミュニケーションの場を美しく保つため、平
成３年に会を設立し、１７，０００名（１１団体：自治会、PTAほか）の会員で活

動しています。主に、平成３年から「川魚の放流」（金魚・ウグイ・など約１，００
０匹）や、年３回清掃活動等、地域コミュニティの活性化を行っています。また、
近隣との交流と親睦を図るため、現在第２５回を迎え５１，０００人が来場する
葛西「四季の道」・新田地域ふれあいフェスティバルにも参加し、より強固なコ
ミュニティを作り上げています。

川魚の放流（金魚、ウグイ、カニなど）の様子 近隣小学生による米づくり体験の様子

地域住民が一体となった清掃活動の様子



国 土 交 通 省 

平成 28 年 2月 23 日 

平成 27 年度「手づくり郷土
ふるさと

賞」を公開審査により選定しました 

今般、手づくり郷土
ふるさと

賞選定委員会を開催し、全国各地から寄せられた５０件の応募（一

般部門：３８件、大賞部門：１２件）の中から優れた取組を「手づくり郷土
ふるさと

賞」として

選定いたしましたのでお知らせいたします。一般部門については初めて公開審査会方式

を実施いたしました。 

「手づくり郷土
ふるさと

賞」は、社会資本と関わりをもつ地域づくりの優れた取組を表彰し、

好事例として広く全国に紹介することで、個性的で魅力ある地域づくりに向けた取組が

進むことを目的として、昭和 61 年度に創設された国土交通大臣表彰です。平成 27 年度

で 30 回目の開催となりました。 

平成 27 年度「手づくり郷土
ふるさと

賞」選定結果 

選 定 数 

一 般 部 門 １５選 

大 賞 部 門 ７選 

公開審査会(平成 28 日 2 月 20 日開催)の様子 

今後、各地方整備局等を通じて、認定証の授与式が行われます。 

選定案件の詳細については、別表 1をご覧ください。 

また、選定された好事例は、ホームページ等を通じて広く全国に紹介する予定です。 

－参 考－ 国土交通大臣表彰「手づくり郷土
ふるさと

賞」ホームページ 

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/index.html） 

＜同時発表＞ 

 ・北海道開発局  ・東北地方整備局 

 ・関東地方整備局 ・北陸地方整備局 

 ・中部地方整備局 ・近畿地方整備局 

 ・中国地方整備局 ・九州地方整備局 

＜問い合わせ先＞ 
総合政策局 公共事業企画調整課 

交流連携事業調整官 田中 敬也 （内線：24513） 
事業調整第二係長    安部 雅宏 （内線：24524） 

TEL：03-5253-8111（代表）、課直通：5253-8912 
 FAX：03-5253-1551 
大臣官房 公共事業調査室 

 係員        横山 一史 （内線：24296） 
TEL：03-5253-8111（代表）、室直通：5253-8258 
 FAX：03-5253-1560 

別添：参考資料



   

《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

 

（別表１） 


	15_H27【確定】応募案件概要（大賞・葛西（江戸川区））
	0224手づくり郷土賞記者発表資料6
	0224手づくり郷土賞記者発表資料
	01_記者発表鏡（手づくり）5
	バインダー1
	01_記者発表鏡（手づくり賞受賞者決定）3
	11_H27【確定】応募案件概要（一般・鬼怒川）
	スライド番号 1

	【0222小平市修正】14_H27【確定】応募案件概要（一般・グリーンロード）
	スライド番号 1




	記者発表160222 0【決裁版2】
	名称未設定



