
 

令和元年１１月２２日 

 

 

 

令和元年度「手づくり郷土
ふるさと

賞」の選定結果について 

～中国地方で一般部門 1 件、大賞部門 1 件が選定されました～ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「手づくり郷土
ふるさと

賞」は、社会資本と関わりをもつ地域づくりの優れた取組を表彰し、好事例を

広く全国に紹介することで、個性的で魅力ある地域づくりに向けた取組が進むことを目的として

実施している国土交通大臣表彰です。 

今年度も、全国から多数の応募がよせられ、中国地方からは次のとおり一般部門、大賞部門に

おいて下記が選定されましたのでお知らせします。（資料１，資料２） 

 

【中国地方の選定結果】 

 <一般部門> 

 

 

 

<大賞部門> 

 

 

 

※認定証授与式に関する詳細については、後日記者発表を行う予定です。 

 

【全国の選定結果】 

令和元年度 「手づくり郷土
ふるさと

賞」選定結果 

 選 定 数 

一 般 部 門     ２０選 

大 賞 部 門      ４選 

※全国の選定結果については、国土交通本省において同日付で記者発表をしております。 

 本省記者発表：http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000224.html 

 

また、選定された優れた活動を広く紹介することにより、各地で個性的で魅力ある郷土づくり

に向けた取組が推進されるよう「手づくり郷土賞受賞記念発表会 ～グランプリ 2019～」を 

12 月 14 日（土）に開催します。（参考資料１） 

お 知 ら せ 

【同時資料提供先】 

合同庁舎記者クラブ・山口県政記者会・山口県政記者クラブ・山口県政滝町記者クラブ 

  中国地方建設記者クラブ 

【問い合わせ先】 

  国土交通省中国地方整備局  TEL（082）221-9231（代表） 

  （担当）企画部 広域計画課長  山 田  明 （内線3211） 

            課長補佐  佐々田 敬久（内線3212） 

【広報担当窓口】 

          広報広聴対策官  岩 下 恭 久（内線2117） 

企画部 環境調整官    坂 本 泰 正（内線3114） 

いわした    やすひさ 

さかもと    やすまさ 

やまだ      あきら 

ささだ     ゆきひさ 

件  名：佐波川の新しい空間 そして未来へ！ ～小野水辺の楽校～ 

受賞団体：小野水辺の楽校空間利用を考える会 

件  名：もり・かわ・うみを育むふるさとの流域づくり 

受賞団体：椹野川流域連携促進協議会、山口県、山口市 



＜一般部門：２０件＞

地域活動団体
社会資本
管理団体

1 北海道 函館市
函館湾岸価値創造プロジェクト
～地域遺産を活用した地域再生の取組～

函館湾岸価値創造プロジェクトチーム
（ＧＲＨＡＢＩＰ）

－

2 北海道 帯広市
帯広まちなか歩行者天国
～市民がつくり・市民が楽しみ・市民が支えるオビヒロホコテ
ン～

帯広まちなか歩行者天国実行委員会 －

3 東北 福島県 いわき市～新地町
震災からの復興を世界へ発信！
～「ふくしま浜街道」を子供たちとともに～

特定非営利活動法人ハッピーロード
ネット

－

4 北陸 新潟県 新潟市 嫁入り船復活プロジェクト「水郷の花嫁さんは船で行く」 横越コミュニティ協議会 －

5 岐阜県 大垣市 水の都おおがき舟下り・たらい舟 特定非営利活動法人　大垣観光協会 大垣市

6 愛知県 岡崎市 川で遊び、川に学び、川と暮らす「おとがワ！ンダーランド」 おとがワ！活用実行委員会 岡崎市

7 京都府 綾部市 市民が守り育てるバラ園 綾部バラ会 －

8 大阪府 八尾市 久宝寺寺内町みんなで作る燈路まつり 久宝寺寺内町まちづくり推進協議会 －

9 奈良県 下市町 みんなで取り組む、薬草とハーブのむらづくり 平原区自治会 むらづくり委員会 下市町

10 中国 山口県 防府市
佐波川の新しい空間　そして未来へ！
　～小野水辺の楽校～

小野水辺の楽校空間利用を考える会 －

11 徳島県 徳島市
希少種保護をきっかけとした人工海浜への愛着心育成
～インフラ『愛』もあわせて造成～

沖洲海浜楽しむ会（沖楽会） 徳島県

12 徳島県 三好市 地域の活動でよみがえった「祖谷」の襖絵からくり舞台 徳善襖絵からくり舞台実行委員会 －

13 香川県 宇多津町
人との繋がりを広め、古街の再生を
～うたづの町家とおひなさん～

うたづの町家とおひなさん実行委員会 宇多津町

14 福岡県 八女市 暮らしを継承する八女福島の町家再生と地域活性化 八女町家ねっと 八女市

15 長崎県 諫早市
高来町の魅力再発見！
～本明川干陸地の利活用～

特定非営利活動法人　拓生会 －

16 熊本県 熊本市
川で生まれて　川で育って　川で生きる
～水守のいる町　川尻　（緑川水系加勢川）～

加勢川開発研究会 －

17 熊本県 阿蘇市
道の駅を核とした地域振興
～道の駅の役割と住民とのネットワーク構築～

特定非営利活動法人　ASO田園空間
博物館

阿蘇市

18 大分県 中津市
山国川奇譚
～鶴市花傘鉾神事保存・伝承事業～

鶴市花傘鉾保存振興会 －

19 宮崎県 西都市
記紀の道
～地域の宝をつなぎ心を育む～

妻北地域づくり協議会 西都市

20 沖縄 沖縄県 国頭村 やんばる奥川の自然環境共生型地域づくり 国頭村　奥区 －

＜大賞部門：４件＞

地域活動団体
社会資本
管理団体

1 東北 福島県 会津若松市
通りの地域資源を活かした｢大正浪漫調｣のまちづくり
（平成14年度）

七日町通りまちなみ協議会 －

2 関東 長野県 長野市
城下町松代に学び、城下町松代を育む
（平成18年度）

松代文化財ボランティアの会 長野市

3 中部 三重県 伊勢市
『船参宮の再興が過疎地域を担う』
（平成25年度）

特定非営利活動法人　神社みなとま
ち再生グループ

伊勢市

4 中国 山口県 山口市
もり・かわ・うみを育むふるさとの流域づくり
（平成17年度）

椹野川流域連携促進協議会 山口県・山口市

令和元年度　手づくり郷土賞　選定結果

No 地整等
都道
府県

市区町村 応募案件名
応募者

九州

北海道

中部

近畿

四国

応募者
No 地整等

都道
府県

市区町村 応募案件名
※（ ）は一般部門等の受賞年度

資料１

MA395
長方形

MA395
長方形



【中国地方の選定案件】

［一般部門］

［大賞部門］

＜活動内容＞

小野水辺の楽校の建設前は、川に親しむ活動を行い、建設に当
たってはどんな水辺の楽校がいいか提案し、完成後は維持管理も
含め、年間を通じて楽しめるような活動を仕掛けている他、小中学生
を対象にした防災活動にも取り組んでいる。平成20年より「こいなが
し」を地元自治会と継続して実施してきた結果、SNSを通じて広く認
知され、スタッフ300人、来場者数15,000人が集まる一大イベントへ
と定着し、JA山口県のカレンダーに防府市を代表する風景として採
用されるなど、郷土愛の醸成にも貢献している。

＜地域活動団体＞
小野水辺の楽校空間利用を考える会

（山口県・防府市）

佐波川の新しい空間 そして未来へ！ ～小野水辺の楽校～

（山口県・山口市）

もり・かわ・うみを育むふるさとの流域づくり

＜活動内容＞
平成13年に源流域の保全から始めた活動は、上中下流域の連

携・協働による森林整備、河川清掃、干潟再生等の流域全体の環
境保全活動へと展開し、前回受賞したH17年と比較し、イベント開催
回数が年3回から24回に、年間参加者も4.5千人から30千人に増加
するなど、活動を発展させてきた。更に環境学習の充実や日本ユネ
スコ協会の未来遺産登録など環境保全・再生の活動を広める取組
みを行った結果、県内外の企業から助成、支援、活動への参加（12
社）に繋がるなど、活動は流域圏を超えて波及している。

＜地域活動団体＞
椹野川流域連携促進協議会

資料２

椹野川河口干潟再生活動2018

トヨタソーシャルフェス2018

水辺の楽校オープニング

令和元年 こいながし
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政策研究大学院大学

「手づくり郷土賞」とは

手づくり郷土賞受賞記念発表会について 優れた地域づくりの取組が結集
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