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３

平成 29 年５月 30 日
都市整備局地域まちづくり課

国土交通省では、住民の積極的な参画のもとに創意と工夫を活かしたまちづくりを推
進するため、昭和５８年度から毎年６月を「まちづくり月間」と定め、魅力あるまちづ
くりに功績のあった個人又は団体を表彰しています。
このたび、横浜市内のまちづくりの推進に功績のありました次の団体が、国土交通大
臣表彰（まちづくり月間まちづくり功労者表彰）を受賞することが決定しました。

１

受賞件名
■

コミュニティバス「四季めぐり号」
運行委員会（旭区）

～地域と事業者が協力し
新たな地域交通の導入を実現～
≪功績の概要≫

本格運行記念セレモニーの様子

旭区旭中央地区四季美台において、横浜市の「地
域交通サポート事業」を活用し、新たな地域交通の
導入を実現した。この取組により、高齢者が安心し
て外出できるまちの実現に寄与した。

■

ふるさと大道の風景をつくる会
（金沢区）

～金沢区大道の原風景を小学校に再現～
≪功績の概要≫

トンボ池の手入れの様子

２

金沢区大道小学校の敷地内に地域住民と協力し
て、トンボ池・水車・あずまや・井戸、また、古民
具等に触れられる「むかし資料館」を整備し、小学
校内にくつろぎの空間を設けた。

まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰式

(1) 日時：平成 29 年６月 16 日（金） 開会 13：30～
(2) 場所：すまい・るホール（東京都文京区後楽１－４－10 住宅金融支援機構内）
(3) 主催：まちづくり月間全国的行事実行委員会 「都市景観の日」実行委員会
※当日の取材については、公益財団法人 都市計画協会(電話：03-3262-3491)へお問
合せください。
【裏面あり】

３
■

各団体の概要
コミュニティバス「四季めぐり号」運行委員会
旭区四季美台・今川町・本村町地区

主な活動区域

バスの運行ルート

定款や組織規約に記された
団体の目的

支援者と車内掲示物を作成する様子

コミュニティバス「四季めぐり号」の運行を円滑に持続することを
目的とする。
１．「四季めぐり号」の運行に係る広報・周知（利用状況の報告、

主な活動内容

運行計画変更等の周知）
２．「四季めぐり号」の運行に関するアンケート調査の実施
３．利用促進に関する取り組み

■

ふるさと大道の風景をつくる会
金沢区大道（大道小学校内）

主な活動区域

「むかし資料館」で行われた講座の様子

目的：本会は大道および、その周辺地区に残されたかけがえのない
自然と文化、伝承を学び、村民の心の拠り所となる、ふるさ
と大道の風景をつくることを目的とする。
定款や組織規約に記された
団体の目的

福祉活動：一人ひとりが自分らしく、心豊かに充実した生活を営む
事を支援する。
文化活動：大道に伝承された文化や伝統技術、歴史を後世に伝える。
環境活動：子どもたちが豊かな自然の中で体験を通して学ぶことが
できる環境を作る。
１．歴史資料館の一般公開
２．歴史資料館の道具を使った体験講座

主な活動内容

３．地域の歴史を伝える「大道よもやま話」
４．武州金澤学をテーマとした地域歩き
５．トンボ池のエコアップ
６．音楽の夕べ（トンボ池の周辺に和ろうそくを灯し地域住民による音楽会）

（※）上記２団体とも「第７回横浜・人・まち・デザイン賞
受賞団体です。

地域まちづくり部門」(平成 27 年度)

お問合せ先
都市整備局地域まちづくり課長
石津 啓介

Tel 045-671-2694

本記者発表は、国土交通省の記者発表と同日同時刻に行うものです。

（資料２）

平成２９年度 まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰
魅力あるまちづくりの推進につとめ、特に著しい功績のあった個人又は団体（地方公共団体を含む。）をまちづくり
功労者として表彰します。
表彰の対象
（１）まちづくりの基本となる公共施設等の計画づくり又はその整備保全に参加し顕著な功績のあった個人又は団体。
（２）都市景観条例、地区計画、建築協定などのまちづくりのための協定等を定め、あるいは建築物の整備等を通して
魅力あるまちづくりに努め、顕著な功績のあった個人又は団体。
（３）都市局、住宅局所管のまちづくり事業を担当し、多くの困難を克服して所期の目的を達成した個人又は団体
（地方公共団体を含む。）。
(注)国土交通省所管の機構等の団体は除く。

〈受賞者一覧〉
No.
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17

都道府県名
政令市名

青森県

表

彰

対

象

者

茨城県

鶴のあし湯を愛でる会

新潟県

富山県

富山県

いばらきけんとりでし

取手市

茨城県取手市

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社

ゆきお

佐川

幸男

六本木三丁目東地区市街地再開発組合

大滝町二丁目地区市街地再開発組合

山梨県

静岡県

静岡県

愛知県

地域のスプロール化を防止すべく、土地区画整理事業
により道路や公園等の都市基盤を整備し、良好なまち
づくりに貢献しました。

かながわけんよこすかし

再々開発による中心市街地への都市機能の集積・更新

神奈川県横須賀市 と、周辺地域における防災性の向上に貢献しました。

たかおかしきづとちくかくせいりくみあい

とやまけんたかおかし

高岡市木津土地区画整理組合

富山県高岡市

となみしなかがみとちくかくせいりくみあい

とやまけんとなみし

砺波市中神土地区画整理組合

富山県砺波市

住民参加により歴史的町並みの保存・保全を行い、町
屋散策による地域の活性化に貢献しました。
道路や住環境の一体的な整備により、人が集う、安
心・安全で健全なまちづくりに貢献しました。
道路や住環境の一体的な整備により、健全で活力のあ
る快適なまちづくりに貢献しました。

野々市市の玄関口としてふさわしいにぎわいあるまち
いしかわけんののいちし
石川県野々市市 づくりに貢献しました。

ふくいけんふくいし

福井駅西口中央地区市街地再開発組合

福井県福井市

ふえふきし

やまなしけんふえふきし

笛吹市

山梨県笛吹市

大垣駅南街区市街地再開発組合

八溝杉を用いた駅舎の改修により、まちの顔となる古
い街並み空間を創出し，まちの魅力向上に貢献しまし
た。

六本木一丁目駅西側の駅前拠点にふさわしい緑豊かな
複合市街地の形成に貢献しました。

新潟県村上市

野々市市北西部土地区画整理組合

市民交流と健康づくりの中核拠点の整備により，まち
の魅力向上と活性化に貢献しました。

東京都港区

とうきょうとみなとく

にいがたけんむらかみし

おおがきえきみなみがいくしがいちさいかいはつくみあい

岐阜県

ちばけんのだし

千葉県野田市

塩谷活性化推進協議会

ふくいえきにしぐちちゅうおうちくしがいちさいかいはつくみあい

福井県

いばらきけんみとし

茨城県水戸市

しおやかっせいかすいしんきょうぎかい

ののいちしほくせいぶとちくかくせいりくみあい

石川県

歴史・文化資源である「立佞武多」を活用し、中心市

温泉情緒を活かした交流拠点広場づくりとまちの魅力
ふくしまけんいわきし
福島県いわき市 向上に貢献しました。

とりでし

おおたきにちょうめちくしがいちさいかいはつくみあい

神奈川県

要

青森県五所川原市 街地の再生と地域振興に貢献しました。

ろっぽんぎさんちょうめひがしちくしがいちさいかいはつくみあい

東京都

概

あおもりけんごしょがわらし

さがわ

千葉県

績

五所川原市

ひがしにほんりょかくてつどうかぶしきがいしゃみとししゃ

茨城県

功

ごしょがわらし

つるのあしゆをめでるかい

福島県

所在地

ぎふけんおおがきし

岐阜県大垣市

おうかんしたとちくかくせいりくみあい

しずおかけんしまだし

往還下土地区画整理組合

静岡県島田市

きくがわしみやのにしとちくかくせいりくみあい

しずおかけんきくがわし

菊川市宮の西土地区画整理組合

静岡県菊川市

とうかいあらおだいにとくていとちくかくせいりくみあい

あいちけんとうかいし

東海荒尾第二特定土地区画整理組合

愛知県東海市

官民連携した駅前再開発で「にぎわい交流拠点」の形
成に貢献しました。
まちの顔としてふさわしい交通拠点の形成と地域資源
を活用した魅力あるまちづくりに貢献しました。
水都大垣を象徴する都市環境を形成し、まちの活性化
及び都心居住の促進に貢献しました。
次世代に引き継ぐ、緑豊かなまちなみ、安心・安全な
まちづくりに貢献しました。
公共施設整備による、新たな賑わいと快適な居住環境
の調和がとれた市街地の形成に貢献しました。
大型商業施設の誘致、人と都市機能の調和に貢献しま
した。

No.
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32

33

34

35

36

37

38

都道府県名
政令市名

愛知県

三重県

京都府

大阪府

表

兵庫県

兵庫県

広島県

対

象

者

あいちけんへきなんし

碧南下山第二土地区画整理組合

愛知県碧南市

しせきさいくうあと・いせかいどうまちづくりかい

みえけんたきぐんめいわちょう

史跡斎宮跡・伊勢街道まちづくり会

三重県多気郡明和町

みなみやましろむら

きょうとふそうらくぐんみなみやましろむら

南山城村

京都府相楽郡南山城村

きょうかいどうにぎわいづくりれんらくかいぎ

おおさかふひらかたし

京街道にぎわいづくり連絡会議

大阪府枚方市

井上

よしひと

ひょうごけんあわじし

善人

兵庫県淡路市

いながわちょうまつおだいこうくまちづくりきょうぎかい

ひょうごけんかわべぐんいながわちょう

猪名川町松尾台校区まちづくり協議会

兵庫県川辺郡猪名川町

さんだぼうさいりーだーのかい

ひょうごけんさんだし

さんだ防災リーダーの会

兵庫県三田市

しらいちけいかんけいせいいいんかい

ひろしまけんひがしひろしまし

白市景観形成委員会

さかえときわちくしがいちさいかいはつくみあい

長崎県

宮崎県

宮崎県

横浜市

横浜市

川崎市

静岡市

栄・常盤地区市街地再開発組合

ひでちか

みやざきけんくしまし

秀親

宮崎県串間市

もろつかそんしょうこうかい

みやざきけんひがしうすきぐんもろつかそん

諸塚村商工会

宮崎県東臼杵郡諸塚村

こみゅにてぃばす「しきめぐりごう」うんこういいんかい

よこはまし

コミュニティバス「四季めぐり号」運行委員会

横浜市

ふるさとだいどうのふうけいをつくるかい

よこはまし

ふるさと大道の風景をつくる会

横浜市

かしまだえきせいぶちくさいかいはつかぶしきがいしゃ

かわさきし

鹿島田駅西部地区再開発株式会社

川崎市

あいらぶしずおかきょうぎかい

しずおかし

ILoveしずおか協議会

静岡市

さかえみなみえりあまねじめんといいんかい

名古屋市

京都市

栄ミナミエリアマネジメント委員会

広島市

広島市

なごやし

名古屋市

なごやし

名古屋市

ろくはらまちづくりいいんかい

きょうとし

六原まちづくり委員会

京都市

いっぱんざいだんほうじん

大阪市

一般財団法人

としぎじゅつせんたー

都市技術センター

績

概

要

土地区画整理事業により、健全な市街地の形成に貢献
しました。
伊勢街道とそのまちなみを活用し、まちの魅力向上と
観光振興に貢献しました。
お茶を軸とした交流と持続可能な「村」づくりのため
の拠点形成に貢献しました。
京街道沿い（京阪沿線）のにぎわいづくりに貢献しま
した。
10万本ものスイセンが咲く「水仙の丘」を整備し、ま
ちの魅力向上と美しい景観づくりに貢献しました。
ユニバーサル社会づくり事業プランの実施等により、
誰もが安心して暮らせるまちづくりの推進に貢献しま
した。
行政と連携した防災活動や防災教育の普及等に取り組
み、安全安心なまちづくりに貢献しました。

多様な機能が複合した施設整備により、多世代が定
ながさきけんさせぼし
長崎県佐世保市 住・交流する拠点づくりに貢献しました。

河野

錦二丁目まちづくり協議会

功

探訪ガイドなどのボランティア活動や景観形成基準の
広島県東広島市 策定により歴史的景観の保全に貢献しました。

かわの

にしきにちょうめまちづくりきょうぎかい

名古屋市

所在地

へきなんしもやまだいにとちくかくせいりくみあい

いのうえ

兵庫県

彰

おおさかし

大阪市

ひろしまえきみなみぐちびーぶろっくしがいちさいかいはつくみあい

ひろしまし

広島駅南口Bブロック市街地再開発組合

広島市

ひろしまえきみなみぐちしーぶろっくしがいちさいかいはつくみあい

ひろしまし

広島駅南口Cブロック市街地再開発組合

広島市

観光案内サインの改善とレトロな路面電車の活用によ
り、まちの魅力向上と観光振興に貢献しました。
商店街の復興に向けた地域の合意形成に貢献しまし
た。
旭中央地区のコミュニティバス「四季めぐり号」の運
行に貢献しました。
小学校内に地域の原風景を再現し、ふるさとの自然を
楽しめる環境の整備に貢献しました。
駅をつなぐペデストリアンデッキ等の整備による安
心・安全な歩行者空間の実現に貢献しました。
官民連携「オール静岡」で静岡地区中心市街地“おま
ち”のにぎわい創出に貢献しました。
まちづくり構想の策定、再開発事業計画作成、リノ
ベーション等のまちづくりに貢献しました。
栄ミナミ地区の魅力向上及び賑わいあふれるまちづく
りへの取組みに貢献しました。
空き家対策と密集市街地改善を軸に，住民主導のまち
づくりに貢献しました。
土地区画整理事業により未利用地の有効・高度利用を
図り、賑わいを創出、市街地の活性化に貢献しまし
た。
広島の陸の玄関である重要な地区において第一種市街
地再開発事業を施行し、地区の再生とにぎわいの創出
に貢献しました。
広島の陸の玄関である重要な地区において第一種市街
地再開発事業を施行し、地区の再生とにぎわいの創出
に貢献しました。

【問い合わせ先】都市局まちづくり推進課

中西、鈴木

TEL:03-5253-8111（内線32592,32553） 直通(03)5253-8407

