平 成 30 年 1 月 22 日 （月 ）
国土交通省関東地方整備局
常 陸 河 川 国 道 事 務 所
－ 記 者 発 表 資 料 －

「日本風景街道」 登録証伝達式の開催
～ 「いたこ あやめ 花街道」が茨城県内で２ルート目として登録されました ～

国土交通省常陸河川国道事務所は、日本風景街道に登録申請のあった「いたこ あ
やめ 花街道」が茨城県内で２ルート目として「日本風景街道」に登録されたことから「登
録証の伝達式」を開催します。
今回登録される「いたこ あやめ 花街道」は、潮来市花菖蒲協会、潮来市役所が申請したもの
で、関東で２０ルート目、茨城県内で２ルート目の登録となります。
・「日本風景街道」とは、道を舞台に、多様な主体による協働のもと、景観、自然、歴史、文化等の
地域資源や個性を活かした美しい国土景観の形成を図り、観光の振興や地域の活性化に寄与す
ることを目的としています。 【別添１】
ホームページアドレス http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/

・「いたこ あやめ 花街道」は、水郷潮来あやめ園をはじめとした古来より生息しているアヤメや花菖
蒲を守る等、地域資源を活かした観光振興を茨城県潮来市の国道51号、茨城県道101号、潮
来市道を中心に目的とした活動を行います。【別添２】

【日本風景街道「いたこ あやめ 花街道」 登録証伝達式】
１．日 時 ・・・・ 平成３０年１月２５日（木） １０：１５～１０：４５
２．場 所 ・・・・ 潮来市役所 第１会議室（３階）
３．概 要 ・・・・ ルート概要説明、登録証の伝達、挨拶、授与者答辞 等
※報道機関の方で、取材をご希望の方は１月２４日(水)までに、以下担当までご連絡ください。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、
日本旅行記者クラブ、レジャー記者クラブ、東商記者クラブ
問い合わせ先
常陸河川国道事務所 関東地方整備局 常陸河川国道事務所
副所長 高森 治(たかもり おさむ) 計画課長 岩崎 史明(いわさき ふみあき)
ＴＥＬ：029-240-4061（代）
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【別添１】

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 あやめ 花街道

関東－第１３号

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 風景街道
関東－第１７号

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

：茨城県内ルート
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常陸河川国道事務所、茨城県、潮来市

藤棚

茨城県道101号

水郷潮来あやめ園

水郷潮来
あやめ園

嫁入り舟

・ アヤメ、花菖蒲、アジサイ、藤、その他の花植物

◆地域資源

いたこ あやめ 花街道

アジサイ

活動エリア

１級河川前川

国道５１号

◆風景街道の範囲
茨城県潮来市内の国道 51 号、茨城県道 101 号、潮来市道を中心としたエリア

■風景街道の範囲と風景街道内の地域資源

◆ 道路管理者

環境経済部長

吉川博美

アヤメ、藤棚を手入れする様子

あやめ園整備事業

【道路管理者】常陸河川国道事務所、茨城県、潮来市

【道路管理者以外の組織及び個人】潮来市花菖蒲協会、潮来市役所

◆ パートナーシップを構成する組織

◆ 事務局：潮来市

◆ 代表者：西山清二

◆ 名称：潮来市花菖蒲協会

■風景街道パートナーシップ

るように工夫している。

・藤棚の整備及び維持管理を行い、毎年広が

・アジサイの植栽管理活動を継続して行う。

う。

・アヤメと花菖蒲は 3 年ごとに植え替えを行

・生息地周辺の草取り、水の供給等を行う。

・毎年、アヤメと花菖蒲の手入れを行う。

◆活動内容

ることを目的とする。

客を促すことにより、潮来の観光振興に寄与す

協力し、地域資源を活かしたイベント等への誘

園の整備に協力、さらに関係する道路管理者と

り後世に伝えていくとともに、水郷潮来あやめ

古来より生息しているアヤメや花菖蒲を守

◆活動目的

国道 51 号、茨城県道 101 号、潮来市道

◆ 名称

いたこ あやめ 花街道
■活動目的及び活動内容

関東−第 20 号号

■中心となる道路の名称及び道路管理者
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【別添２】

【別添３】

日本風景街道「いたこ

あやめ

花街道」 登録証伝達式

○日 時 ： 平成３０年１月２５日（木）１０時１５分から
○場 所 ： 潮来市役所３階

第１会議室

（茨城県潮来市辻６２６）
○概 要
式典開始

１０：１５～

１．開式
２．ルート概要説明
３．登録証の伝達
４．あいさつ
国土交通省常陸河川国道事務所
潮来市長

原

所長

八尋

裕

会長

西山

清二）

浩道

５．授与者答辞（潮来市花菖蒲協会
６．閉式
式典終了

１０：４５頃

※ 報道機関の方で、取材をご希望の方は、１月２４日（水）１７時までに関
東地方整備局 常陸河川国道事務所（TEL 029-240-4061 担当：高森、岩崎）
までご連絡ください。
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