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令 和 元 年 9 月 １２日 （木 ）  

国土交通省関東地方整備局 

道 路 部 

－ 記 者 発 表 資 料 － 
 

 

 

 

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、地域資源を活かした多様で質

の高い風景の形成、地域の活性化、観光の振興を図るもので、全国で１４２ルート、うち関東管内

では２０ルートが登録されています。 

風景街道関東地方協議会では、創意工夫のもと地域の魅力を発展させ、他のルートの更なる

活動推進に繋がる取り組みを行ったルートに対し表彰を行っています。 

このたび、平成３０年度の活動を対象に、日本風景街道 関東優秀活動賞として、優秀活動賞

３ルート、特別賞２ルートを選定いたしました。 

【関東優秀活動賞 選定結果】 

□優秀活動賞 〔地域活性化への寄与部門〕 

『北
き た

アルプス大展望
だ い て ん ぼ う

・最長
さいち ょう

最古
さ い こ

の塩
し お

の道
み ち

ルート』（長野県・新潟県） 

□優秀活動賞 〔美しい国土景観の形成部門〕 

『時空
じ く う

から天空
て ん く う

への道
みち

 日光
に っ こ う

街道
か い どう

』 （栃木県） 

□優秀活動賞 〔観光振興への寄与部門〕  

『浅間
あ さ ま

ロングトレイル』 （長野県・群馬県） 

□特別賞 

『いたこ あやめ 花
は な

街道
か い ど う

』 （茨城県） 

『南房総
みなみぼうそう

・花海
はなうみ

街道
か い どう

』 （千葉県） 

※表彰状伝達式は、準備が整い次第、各ルートの現地で開催する予定です。 

開催前には、別途記者発表にてお知らせします。 

 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、 
茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、刀水クラブ・テレビ記者会、 

千葉県政記者会、都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、 
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、長野市政記者会、 

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 

風景街道関東地方協議会 事務局（関東地方整備局 道路部 道路計画第二課） 

課 長  吉田
よ し だ

 幸男
ゆ き お

     課長補佐  小野寺
お の で ら

 純一
じゅんいち

 
TEL.048-600-1342（直通） 

地域の魅力を発展につなげる 

「日本風景街道 関東優秀活動賞」を選定しました 
～優秀活動賞３ルート、特別賞２ルート～ 
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日本風景街道について 
日本風景街道とは・・・ 

道路ならびにその沿道や周辺地域を舞台とした多様な主体による活動そのものや、その活動によって形成される地域の資源

を活かした多様で質の高い風景などを包含した概念であり、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142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/] 

 

 

 

 

 

地域住民が連携して沿道を彩る修景活動 

ロングビーチ癒しの九十九里街道 

武相宿場の通行手形 

東海道 風景街道 

水郷潮来あやめまつり大会開催に向けた準備活動 

いたこ あやめ 花街道 

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

道路の管理者

地域の歴史、文化、伝統の継承や
世代間交流の再生・促進 等

地域活性化への寄与
地域資源、活動の情報発信や
来訪者を楽しませる工夫 等

観光振興への寄与

自然景観の改善、歴史的
まちなみの保全 等

美しい国土
景観の形成

日本橋周辺の美化活動、植栽活動 

江戸・東京・みらい街道 

http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/
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日本風景街道 関東ブロック登録ルート一覧（20 ルート) 

風景街道パートナーシップ 

第 1 号：浅間・白根・志賀さわやか街道 

第 2 号：千曲川・花の里山風景街道 

第 3 号：江戸・東京・みらい街道 

第 4 号：『東京・迎賓地区』 

第 5 号：ルート 299 北八ヶ岳しらかば街道 

第 6 号：千変万化の筑波山 

「まち」「さと」周遊ルート 

第 7 号：時空から天空への道 日光街道 

第 8 号：秩父路ルネッサンス 

第 9 号：日本風景街道 298 三郷 

第 10 号：浅間ロングトレイル 

第 11 号：甲州夢街道 

（八王子・相模湖・藤野エリア） 

第 12 号：南房総・花海街道 

第 13 号：八ヶ岳南麓風景街道 

第 14 号：北アルプス大展望・ 

最長最古の塩の道ルート 

第 15 号：ぐるり・富士山風景街道 

第 16 号：東海道 風景街道 

第 17 号：歴史街道「ぶらり大磯」 

（Slow Life In OISO） 

第 18 号：ロングビーチ癒しの九十九里街道 

第 19 号：谷川岳ゆけむり街道 

（信仰と歴史の街道） 

第 20 号：いたこ あやめ 花街道 

令和元年 8 月 26 日時点 

第１４号

第１０号

第２号

第１号

第５号

第１３号

第１５号

第１２号

第２０号

第６号

第７号

第１９号

第８号

第１１号

第１７号

第１８号

第３号
第４号

第１６号

第９号
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風景街道関東地方協議会について 
「風景街道関東地方協議会」では、風景街道の活動表彰選定等に関する委員会の答申を受け、

各ルートから報告された活動の中から、優秀活動の選定を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

優秀活動表彰の選定方法について 
 平成３０年度に実施した全ルート（20ルート）の活動が対象。 

 年次活動報告書に基づき、「風景街道の活動表彰選定等に関する委員会」で評価し、関東

地方協議会へ答申、「関東地方協議会」で審議の上、優秀活動を決定。 

 

１．優秀活動賞 【表彰部門、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 

 

２．特別賞 
１．の各部門における優秀な活動のほか、特に有用な活動を行っているルートに対して、風景街

道の活動表彰選定等に関する委員会において必要と認める場合に、特別賞として選定する。 

 

◇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〕 

●日本風景街道の募集、申請受付、登録 

●活動の確認、活動への支援、広報等 

●優秀活動表彰の実施 

 

●公平性，透明性の高い優秀活動の選定 

●評価・選定基準等の査定 

[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    （元名桜大学大学院 

観光環境専攻 教授・学部長） 

・委 員：松本 順子   （道２１世紀新聞・ﾙｰﾄﾌﾟﾚｽ編集長 

ＮＰＯ法人 人と道研究会代表） 

・委 員：田村 知子   （(株)JTB パブリッシング 

るるぶ 編集制作室長） 

・委 員：長谷川 恭男 （ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ株式会社 

取締役 執行役員 CTO） 

・委 員：増子 秀典   （関東建設青年会議会長 

増子建設(株)代表取締役） 

・委 員：山本 悟司   （国土交通省 関東地方整備局  

道路部長） 

風景街道の活動表彰選定等に関する委員会 

依頼 

 

答申 

 

活動報告 活動表彰  
 

風景街道パートナーシップ 

（20 ルート) 

風景街道関東地方協議会 
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平成３０年度 日本風景街道 関東優秀活動賞 

【地域活性化への寄与部門 優秀賞】 

関東－第 14号 北アルプス大展望・最長最古の塩の道ルート 
＜海水で塩づくり＞ 

 

【２県合同の取り組みで幅広い層を巻き込んだ展開】 
■ルートの概要 ■位置図 

・中心となる道路：国道 147 号、148 号 

・代表団体：アルプス塩の道交流会議 
北アルプス大展望・最長最古の塩の道ルート

 

■活動の概要 

◇糸魚川市と長野県小谷村から、市長、村

長、小学生らが参加し、親不知海岸で塩

づくり体験を実施。 

◇小学生が体験することで、海水から塩を

作る先人の労を知る学習にもなり好評で

あった。 

◇出来上がった塩は「塩の道起点まつり」の

オープニングセレモニーで使用。 

▼海水で塩づくりをする参加者            ▼塩の道起点まつりで糸魚川市の塩を 

小谷村へ渡すシーン 

    
▼塩づくりの参加者 

 
■優秀活動賞の選定理由 

◇2 県合同の取り組みで幅広い層を巻き込んだ展開を行っている。 

◇県境をまたぐ範囲であるが、相互に情報交換を行って交流を深めている。 

◇子供も参加しやすく、興味を起こさせる体験イベントである。 

【参考】関東風景街道 HP 「北アルプス大展望・最長最古の塩の道ルート」ルート概要 

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/chiiki/road_chiiki00000014.html 
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平成３０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 7号 時空から天空への道 日光街道 
＜風景街道沿線の植樹、清掃活動の実施＞ 

 

【景観形成と住みよく活気のあるまちづくりの推進】 
■ルートの概要 ■位置図 

・中心となる道路：国道 119 号、120 号 

・代表団体：「時空から天空への道 

日光街道」パートナーシップ 
時空から天空への道 日光街道

 

■活動の概要 

◇案内サインの検討にあたり、地元住民からの

意見や情報を反映させるため、ワークショッ

プを開催。 

◇ 『日光まちづくり規範』を基に、門前町として

の街並み景観形成と、住み良く活気のある

まちづくりを推進。 

◇いろは坂入口の駐車場に設置されている植

樹帯へ、パートナーシップ団体が、ベニギリ

ツツジを植樹。 

▼案内サイン ワークショップ              ▼半公共化ブロック舗装工事 

  
▼植栽・清掃活動 

 
■優秀活動賞の選定理由 

◇ワークショップを開催し、地元住民からの意見や情報を取り入れた道案内サインを検討している。 

◇セットバックに伴う半公共ブロックの整備や修景施設の整備が素晴らしい。 

◇パートナーシップで作成したまちづくり規範に基づき、景観形成に向けた取組を行っている。 

【参考】関東風景街道 HP 「時空から天空への道 日光街道」ルート概要 

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/chiiki/road_chiiki00000006.html 
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平成３０年度 日本風景街道 関東優秀活動賞 

【観光振興への寄与部門 優秀賞】 

関東－第 10 号 浅間ロングトレイル 
＜アサマスタークロスウォーク＞ 

 

【地域資源を活かしたイベントの開催】 
■ルートの概要 ■位置図 

・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製作委員会 

浅間ロングトレイル

 

■活動の概要 

◇小諸市内から標高 2,000ｍの高峰高原を

経由して、群馬県嬬恋村まで至る総歩行

距離 31 ㎞を真夜中に歩くウォーキングイベ

ントを開催。 

◇高峰高原までのアクセス道の交通規制によ

り車両の事故を防止、天体望遠鏡での星空

観察、地元商店街の割引券の配布等、地

域商店街等と連携したイベントを実施。 

▼アサマスタークロスウォークの様子①    ▼アサマスタークロスウォークの様子② 

  
▼鑑賞できる満点の星空 

 
■優秀活動賞の選定理由 

◇地域資源を活かしたイベントで、安全への配慮、地元商店街との連携が素晴らしい。 

◇今までのツアー企画とは異なる切り口で地域を紹介し、地域コンテンツを楽しむ機会を提供して 

いる。 

◇天体望遠鏡を使った星空観察は、イベントに新たな付加価値をつけている。 

【参考】関東風景街道 HP 「浅間ロングトレイル」ルート概要 

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/chiiki/road_chiiki00000010.html 
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平成３０年度 日本風景街道 関東優秀活動賞 

【特別賞】 

関東－第 20 号 いたこ あやめ 花街道 
＜あやめ園整備事業、一人一鉢運動＞ 

 

【地域資源を最大限に生かした地域一体の取り組み】 
■ルートの概要 ■位置図 

・中心となる道路：国道 51 号ほか 

・代表団体：潮来市花菖蒲協会 

いたこ あやめ 花街道

 

■活動の概要 

◇市民や地元小中学生等が水郷潮来あやめまつ

り大会に向けた圃場の整備を行い、大会終了

後は株分けされたあやめの苗木を自宅で育て、

市全体で花によるおもてなしの取組や市民協

働による道の駅周辺の植栽を実施。 

◇あやめ大会行事として、絣衣裳での花がら摘み

体験、結城紬着心地体験等を実施。 

◇積極的な外国人観光客の歓迎。 

▼あやめ園圃場整備事業（作業風景）      ▼一人一鉢運動 

     
▼花がら摘み体験                  ▼市民で実施する道の駅周辺の植栽活動 

     
■特別賞の選定理由 

◇各部門においてバランスの良い活動が行われており、総合的に優れた活動を行っている。 

◇行政はじめ商工会や観光協会、ボランティア団体が一体として地域の活性化を図っている。 

◇あやめ園整備事業、一人一鉢運動、花がら摘み体験など、あやめを最大限に生かしている。 

◇あらたに結城紬を取り入れるなど、積極的な活動が目立つ。外国人観光客の取り入れにも積極

的な様子が伺える。 

【参考】関東風景街道 HP 「いたこ あやめ 花街道」ルート概要 

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/chiiki/road_chiiki00000021.html 
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平成３０年度 日本風景街道 関東優秀活動賞 

【特別賞】 

関東－第 12号 南房総・花海街道 
＜環境美化､景観形成及び「南房総花海街道」の認知向上＞ 

 

【道の駅等と連携し、ルート沿線で多様な活動を実施】 
■ルートの概要 ■位置図 

・中心となる道路：国道 127 号、410 号ほか 

・代表団体：南房総・花海街道パートナーシップ 

南房総・花海街道

 

■活動の概要 

【千倉町美しいふるさとづくり運動推進協議会】 

◇市民団体へ植栽の委託を行い、効果的な維

持管理を実施。 

【花のボランティアの会】 

◇四季折々で植栽を行い、観光客に花の町 

“きょなん”をアピール。 

【フラワーロード推進協議会】 

◇観光客を迎え入れるため、ボランティアで植

栽を実施。 

▼千倉町美しいふるさとづくり           ▼花のボランティアの会の活動内容 

運動推進協議会の活動内容 

      
▼フラワーロード推進協議会の活動内容        ▼道の駅パンフレットへのロゴマークの追加 

      
■特別賞の選定理由 

◇３団体がルート沿線で多様な活動を行っている。 

◇道の駅のパンフレットに風景街道のロゴマークを追加するなど、連携を積極的に推進。新たにサイ

クリングマップも作成。 

◇掲載されていた写真（上記）より、植栽された花と作業者の笑顔が見事。 

◇道の駅との連続性を活かして風景街道を盛り上げている。 

【参考】関東風景街道 HP 「南房総・花海街道」ルート概要 

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/chiiki/road_chiiki00000012.html 
 


