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日本風景街道 関東ブロック
「関東優秀活動賞」４ルート（団体）を選定
このたび、第４回目となる日本風景街道『関東優秀活動賞』の選定を行いました。選定
にあたっては、「風景街道の活動表彰選定等に関する委員会（委員長:横浜商科大学
貿易・観光学科 小濱哲教授）」により、地域活性化への寄与、美しい国土景観の形成、
観光振興への寄与を各部門毎に審査され、活動地域への貢献、他の模範となる優秀な
活動を行った４ルート（団体）を選定いたしました。
⇒（「日本風景街道」については【別添1】参照）
⇒（「風景街道の活動表彰選定等に関する委員会」は【別添２】参照）
《選定結果》
ちちぶじ

 優秀賞〔地域活性化への寄与部門〕

『秩父路ルネッサンス』 （埼玉県）

 優秀賞〔地域活性化への寄与部門〕

『東海道 風景 街道 』（神奈川県）
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 優秀賞〔美しい国土景観の形成部門〕 『千曲川・花 の里山 風景街道 』 （長野県）
あさま

 優秀賞〔観光振興への寄与部門〕

『浅間ロングトレイル』 （群馬県・長野県）

⇒（各ルートの活動の詳細・選定理由は【別添3】参照）
※表彰式は後日、各地の活動地域にて行います。
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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１３６ルート、うち関東管内では１９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/

■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
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【別添２】

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、表彰を行っております。

風景街道関東地方協議会

日本風景街道関東交流会

連携

◇商工会議所連合会、行政等により構成

◇風景街道ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟにより構成

〔会長：埼玉県商工会議所連合会 専務理事 福島 亨〕

●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

●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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

●日本風景街道についての広報等
●優秀活動表彰の実施

活動表彰

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

風景街道の活動表彰選定等に関する委員会
商学部

など

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

名簿

委員長

小濱

哲

横浜商科大学

貿易・観光学科

委

員

福田

朋英

ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟会長
伊香保温泉 老舗旅館「福一」社長

委

員

松本

順子

ＮＰＯ法人 人と道研究会代表
道２１世紀新聞・ルートプレス編集長

委

員

田村

知子

ＪＴＢパブリッシング(株)
月刊「ノジュール」編集部編集長

委

員

岩井

真

関東建設青年会議会長

委

員

村山

一弥

国土交通省

関東地方整備局

教授

道路部長
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【別添３】

平成２６年度 日本風景街道

関東優秀活動賞

選定理由

●秩父路ルネッサンス
【地域活性化部門 優秀賞】
道の駅の連携による観光客の集客力向上活動

■ルートの概要
・中心となる道路：国道１４０号，国道２９９号など
・代表団体：秩父魅力アッププロジェクトチーム
■優秀活動の概要
◇８つの道の駅周辺の地域資源を調査し、それらをまち歩きコースとしてとりまとめた「観
光散策マップ」を作成し、各道の駅に設置して情報共有を図る。
◇観光散策マップの作成に際しては、NPO 法人ちちぶまちづくり工房が主体となり、地元
市民団体や道の駅，行政が地域資源の再発見などを協働してワークショップを開催。
◇マップ作成、ワークショップなどを通じ、地域全体の協働意識を芽生えさせ、資源を共
有し連携する事の大切だを再認識する事につながった。
■優秀活動賞の選定理由
◇地域の魅力を引き出すためのワークショップの開催を通じて、参加する住民や地域の交
流に寄与している。参加する人も次第に増え地域を巻き込んだ活動といえる。
◇ひとつのテーマ「秩父路」の下に、道の駅の連携・協働が見られ、ワークショップを通
じて地域が一体となる取組が評価できる。
◇地元ならではの情報をワークショップを通じて発掘している。それを道の駅で情報発信
することで訪れる人に地域を知って貰うよう工夫されている。

【活動状況】
▼道の駅 周辺観光マップの一例
（果樹公園あしがくぼ）

▼ワークショップ，コア会議での協働作業
（年７回開催）
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【別添３】

平成２６年度 日本風景街道

関東優秀活動賞

選定理由

●東海道 風景街道
【地域活性化への寄与部門 優秀賞】
三重県東海道関宿との宿場交流及び４コマ紙芝居

■ルートの概要
・中心となる道路：国道１号ほか
・代表団体：東海道 風景街道
■優秀活動の概要
◇三重県関宿の日本風景街道パートナーシップと宿場間交流を実施。お互いの「宿場まつ
り」でＰＲを実施。
◇「４コマ紙芝居」を制作し自分達の住む地域の歴史などを地域住民に伝承するなどの活
動を実施。小学生には、年上の子供達が４コマ紙芝居を使い小さな子供達に語りかける
ような取組や保育園では子供達や保護者へ語りかける取組を実施。
◇また、宿場にまつわる話をとりあげ、江戸時代の靴を題材に東海道を往来する旅人の様
子や草鞋のリサイクルなど、興味を引く内容を判りやすく説明。
■優秀活動賞の選定理由
◇三重県関宿との交流によって街道の「つながり」を意識させる効果が期待できる。街道
沿いの他の地域との連携にも繋げられ模範となる。
◇紙芝居の発想がとてもユニーク。東海道に関連する素材を物語にして、次世代に伝える
工夫が良い。
◇地道な活動を継続的に取り組み地域活性化に寄与している。地域で出来ることを上手に
組み合わせた賢い取り組みといえる。

【活動状況】
▼４コマ紙芝居の活用状況

▼三重県関宿との宿場間交流
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【別添３】

平成２６年度 日本風景街道

関東優秀活動賞

選定理由

●千曲川・花の里山風景街道
【美しい国土景観の形成部門 優秀賞】
北陸新幹線飯山駅開業に向けた景観形成の推進

■ルートの概要
・中心となる道路：国道１１７号ほか
・代表団体：飯山市、ＮＰＯ法人信越トレイルクラブ
■優秀活動の概要
◇北陸新幹線飯山駅開業(H27.3.14)に向け、駅周辺及び市街中心部の景観形成を推進する
ことで、新幹線駅から街中に繋がる道路空間を花により演出。
◇飯山を訪れる人々に向け、道路や駅周辺，駅構内に菜の花を植栽。菜の花は、市民が種
から育成し市民の協力により実施。
◇市内を歩く観光客などに向け案内看板「まちなかサイン」を設置。また、外国人旅行者
の市内誘導を図るための調査を実施。
■優秀活動賞の選定理由
おぼろ づ き よ

◇唱歌「 朧 月夜」で有名なこの地域を“菜の花”でいっぱいにし、飯山駅開業に合わせ満
開にした。訪問客をもてなす気持ちと演出がすばらしい。
◇「まちなかサイン」は、周辺景観に配慮した意匠と一貫したわかりやすさに配慮されて
おり、統一感があって良い。
◇外国人居住者の協力を得た外国人旅行者向けの工夫も立派。まちなか植栽計画なども方
針が明確になっているところが評価できる。

【活動状況】
▼市民の協力による菜の花の育成

▼まちなかサインの整備
飯山駅構内

国道１１７号
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【別添３】

平成２６年度 日本風景街道

関東優秀活動賞

選定理由

●浅間ロングトレイル
【観光振興への寄与部門 優秀賞】
浅間ロングトレイルと体験型観光（グリーンツーリズム）の融合によるツアーの商品化

■ルートの概要
・中心となる道路：国道１８号ほか
・代表団体：浅間ロングトレイル制作委員会（ＮＰＯ法人浅間山麓国際自然学校）
■優秀活動の概要
◇浅間ロングトレイルに訪れる方々と地元の農家などとの交流促進の観点から、農業体験
や収穫体験をセットにしたツアーの商品化を実施。
◇多様な観光ニーズに対応するため、農業体験などの付加価値、地元の食材と女性を活用
したトレイル弁当の制作、豆腐造りやこんにゃく造りなどの体験をパッケージ化。
◇旅行エージェントとの協力体制の構築、地域の特性を活かしたモデルツアー企画などの
実施で浅間ロングトレイルの魅力を向上させ、多様なリピーターの確保を実践。
■優秀活動賞の選定理由
◇ツアー商品開発に多様な体験型観光の企画が盛り込まれており、様々なニーズに対応で
きる活動となっている。リピーターの確保にも注力している。
◇自然景観に止まらず、地域の魅力を感じるための「滞在時間」を長くする取り組みにし
たことが良い。
◇観光客と地元を交流させる仕組みがすばらしい。体験を受ける側と関わる地元の方々と
の橋渡し役となっていることや多くの団体が連携しているところが評価できる。

【活動状況】
▼体験型観光の一例（田植え）

▼地元手作りのお弁当で昼食
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