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令 和 ２年 １月 ２３日 （木 ） 

国土交通省関東地方整備局 

  宇 都 宮 国 道 事 務 所 

－ 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１４３ル

ート、うち関東管内では２１ルートが登録されています。 

「時空から天空への道 日光街道」の平成３０年度の活動が関東優秀活動賞〔美しい

国土景観の形成部門〕を受賞しました。 

つきましては、表彰状の伝達式を下記のとおり執り行いますのでお知らせします。 

記 

日 時 ：令和 2年 1月２９日(水)１４時から 

場 所 ：日光市役所本庁舎 ３階 コンベンションルーム 

ルート名：「時空から天空への道 日光街道」 

受賞者 ：時空から天空への道 日光街道パートナーシップ 

＊日本風景街道の概要及び活動表彰選定については、R1.9.12 記者発表資料（国土交通省

関東地方整備局道路部）をご参照ください。 

 http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/road_00000264.html 

＊当日の取材を希望される場合は、別紙「取材申込様式」にて、FAX でお申し込みくださ

い。 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ、日光記者クラブ 

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 電話 ０２８－６３８－２１８１〔代表〕 

副所長 高橋
たかはし

 進
すすむ

     計画課長 川村
かわむら

 英明
ひであき

「時空から天空への道 日光街道」 

「日本風景街道 関東優秀活動賞」を受賞しました 
～表彰状の伝達式を行います～
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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143ルート、うち関東管内では21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
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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 

【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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日本風景街道 関東優秀活動賞 表彰状伝達式
南房総・ 花海街道道

取材申込
様式

別紙

送信先： 国土交通省 千葉国道事務所 計画課
F A X： ０４３－２８５－３６６２

貴社名

部署名

ご担当者名

ご住所

TEL FAX

E-mail

当日のご連絡先

※ 取材希望の方は上記項目を記入のうえ、令和２年１月２９日（ 水） までに
ＦＡＸにてご送信いただきますようお願いいたします。
なお、着信確認のため、お手数をおかけしますがFAX送信後にお電話いた
だきますようお願いいたします。

※ご記入いただいた個人情報は今回の取材のみに使用し、第三者には提供い
たしません。

○日時

表彰状伝達式 令和２年１月３１日（ 金）
１３時３０分～（ ： 到着予定）

-5/5-5/5 

時空から天空への道　日光街道

宇都宮国道事務所

０２８－６３８－２２１８

令和２年１月２９日 （水）

１４ から　　

27日(月）

（日光市役所本庁舎３F）


