
 

 
 

 

沖縄総合事務 局 

平成 28年 1月 20日 

「第 30回手づくり郷土
ふるさと

賞」公開審査会を行います 
 

「手づくり郷土
ふるさと

賞」は地域の魅力や個性を創出しているインフラ及びそれと関わりを

もつ優れた地域活動を発掘し、各地で個性的で魅力ある地域づくりを表彰する国土交通

大臣表彰です。 

第３０回となる今年度は一次審査にて選出された団体（別表１）を公開審査し「手づ

くり郷土賞」を決定することとしており、沖縄からは「南風原町・かすりロード盛り上

げ隊」が選出されております。 

なお、公開審査は事前に申し込めば参加することができます。 

 

  公開審査会の概要  

日時：平成２８年２月２０日（土）（１０時開会、１７時閉会予定） 

場所：東京工業大学 大岡山キャンパス西９号館ディジタル多目的ホール 

実施内容：①第１回選定委員会にて選出された応募者による活動発表 

②選定委員との公開討論 

  備考：入場無料（定員 150名） 

 

※公開審査会への事前申し込みを実施します。公開審査会へ参加を希望される方は申し

込み様式に必要事項を記入のうえ、電子メール又はファックスにてお申し込みくださ

い（先着順）。申し込み様式は国土交通省ホームページから入手することができます。 

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/what_furusato/what_furusato.html） 

※また、第 30 回手づくり郷土賞 Facebook ページを開設します。公開審査会に選出され

た応募者紹介など、Facebookページを通じて幅広く情報発信していきます。 

 

 

〈第 30回手づくり郷土賞 FacebookページＵＲＬ〉 

https://www.facebook.com/mlit.tedukuri/ 又は 手づくり郷土賞  で 

 

 

＜同時発表＞ 

・国土交通省      ・北海道開発局    

・東北地方整備局 ・関東地方整備局 

・北陸地方整備局 ・中部地方整備局  

・近畿地方整備局 ・中国地方整備局  

・四国地方整備局 ・九州地方整備局  

＜問い合わせ先＞ 
 沖縄総合事務局 開発建設部 
   景観環境事業調整官 下地 朝治  （内線：3130） 
   建設行政課 課長  近藤 正人  （内線：3151） 
       事業調整係 大城 太喜  （内線：3181） 

 
TEL：098-866-1908    FAX：098-861-0537 

検索



〈公開審査会選出団体一覧〉 

 

地域活動団体 社会資本管理団体

1 北海道 寿都郡寿都町 埋もれていた町の鉄道が蘇る （一社）寿都観光物産協会

2 北海道 網走郡美幌町 皆でつくろう！手作り魚道－魚がのぼり、笑顔ひろがる－ 駒生川に魚道をつくる会

3 北海道 斜里郡斜里町 流氷を活かすオホーツク流儀のおもてなし活動 しれとこ・ウトロフォーラム２１ 北海道開発局網走開発建設部

4 秋田県 仙北市 癒やしの渓流づくり　～生保内川の自然と防災～ ＮＰＯ法人「癒やしの渓流・里・まちネット」 仙北市建設課

5 山形県 米沢市 歴史の道万世大路を今に活かす地域づくり 歴史の道土木遺産万世大路保存会 米沢市

6 山形県 長井市 最上川フットパス　～かわからまちへ、まちからかわへ～ 長井市かわまちづくり推進協議会 長井市

7 茨城県 筑西市
鬼怒川の荒れた河川敷をお花畑に！交流の場に！
～お花畑から広がるつながりの輪～

鬼怒川を愛する会

8 栃木県 日光市 日本の近代化を支えた足尾の産業遺産等を活用した地域おこし ＮＰＯ法人足尾歴史館

9 東京都 町田市 生きもののにぎわいのある防災調整池の維持・管理と利活用 ＮＰＯ法人鶴見川源流ネットワーク 町田市

10 東京都 小平市 花と緑と笑顔にあふれる街づくり　～こだいらグリーンロード～ 小平市グリーンロード推進協議会

11 新潟県 新発田市 内の倉ダムコンサート ダムを奏でる会 新潟県新発田地域振興局

12 石川県 七尾市 和倉温泉まちなか賑わい再生と景観づくり 七尾市和倉校区地域づくり協議会 七尾市

13 岐阜県 郡上市 清流長良川漁場の再生への取り組み 郡上漁業協同組合 岐阜県

14 三重県 多気郡多気町 人々の生活とつながりを育む河川～佐奈川を美しくする会の取り組み～ 佐奈川を美しくする会

15 大阪府 堺市
生物共生型護岸「堺浜・友海（ゆかい）ビーチ」における
生き物とのふれあいを通じた環境教育の実践

公益社団法人 大阪自然環境保全協会

16 滋賀県 東近江市 東近江市尻無町「水源の森」～いにしえの「長谷掘り抜き」を後世に・・・～ 滋賀県立八日市南高等学校　緑地デザイン科

17 京都府 長岡京市 商店街から発信する住民主体のシティプロモーションモデル 長岡京中央商店街振興組合 地域創世委員会チームアゼリア

18 京都府 京都市 花なび（今の京都の花情報）－ソーシャルパワーで地域観光資源を輝かせる！－ 京都フラワーツーリズム推進協議会

19 兵庫県 赤穂市 歴史薫るこの町で今よみがえる”坂越の嫁入り” 坂越のまち並みを創る会

20 福井県 大野市 桜が教えてくれたカタクリで地域づくり 矢環境緑化実行委員会

21 福井県 大野市 広がれ！春を告げる花のジュータン シバザクラの里実行委員会

22 鳥取県 琴浦町 鳴り石の浜プロジェクトを舞台にしたまちの活性化プロジェクト 鳴り石の浜プロジェクト　 鳥取県、琴浦町

23 山口県 下関市 協働による 花と歴史と安らぎの郷づくり 楢原ゆうあい会 山口県、下関市

24 愛媛県 松山市 重信川河口域の湿地環境保全～高校生の取り組み
愛媛県立伊予農業高等学校
希少植物群保全プロジェクトチーム

25 徳島県 つるぎ町 貞光ゆうゆうパーク（地域や世代を超えたふれあいの場） ゆうゆうパーク及び周辺利用者連絡協議会 つるぎ町

26 福岡県 田川市 彦山川流域まちづくり（故郷の川を活かした地域づくり） 風治八幡宮　川渡り神幸祭　みこしをかつぐ会

27 佐賀県 鹿島市 酒蔵とともに歩むまちづくり NPO法人　肥前浜宿水とまちなみの会 鹿島市

28 長崎県 西海市
道路美化活動から始まった地域おこし
～廃校グラウンドが環境農園に生まれ変わった！～

環境美化を考える会

29 沖縄県 南風原町 琉球絣の里「南風原」～かすりの道を活用した地域おこし～ かすりロード盛り上げ隊 南風原町

No
都道
府県

市区町村 応募案件名

応募者

（別表１） 



第30回
記念

平成２８年２月２０日（土） 10：00～17：00
東京工業大学　大岡山キャンパス  西9号館ディジタル多目的ホール

「手づくり郷土賞」公開審査会
全国の地域づくりに関心のある方へのメッセージ

○応募団体による３分間のプレゼンテーションを行います。
○審査過程は全て公開します。また会場参加者も意見を述べることができます。
○Facebookにより、公開審査会に関する情報を発信します。

公開審査会の特徴

背景の写真は、これまで受賞した

「手づくり郷土賞」の活動の記録です。

これまで1300件以上の

地域づくり活動が表彰されました。

この中にご存じの例はありますか。

入場無料
（定員150名）
※参加お申し込みは裏面を

ご確認ください

ふ る さ と

今年度は３０回目を記念し、受賞者を決定するための公開審査会を開催します。
インフラを通じて地域の自然、歴史、文化を活かした様々な活動の発表を聴き、「手づくり」と「郷土」にかかわ
る大事なものを一緒に考えてみませんか。

ふるさと

ふるさと



■ 申し込み締切
平成２８年2月17日（水） ※期日までに必着
定員：150 名

■ 申し込み先及び申し込みに関する問い合わせ先
国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課　事業調整第二係
メール：tedukuri@mlit.go.jp　 FAX：03-5253-1551
※送信するメールの件名は「平成27年度 手づくり郷土賞公開審査会参加申し込み」としてください。

● FAXの場合
下記の参加申込書に必要事項をご記入の上、下記の申し込み先へ送信してください。

● Eメールの場合
お名前、連絡先電話番号を明記の上、下記の申し込み先へお申し込みください。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/index.html
これまでの受賞団体の成果をご覧いただけます。

手づくり郷土賞
ホームページ

https://www.facebook.com/mlit.tedukuri/
公開審査会に参加する団体の紹介や関連情報、公開審査会の状況等を掲載しますの
で是非ご覧ください。

手づくり郷土賞
Facebookページ

申し込み方法

選考委員長：齋藤 潮
東京工業大学大学院
社会理工学研究科　教授

手づくり郷土賞および
公開審査会については、
右記のサイトで
情報発信を行っています。
是非ご覧ください。

第30回
記念

平成２８年２月２０日（土） 10：00～17：00  東京工業大学　大岡山キャンパス  西9号館ディジタル多目的ホール

ふ る さ と

「手づくり郷土賞」公開審査会

※定員になり次第、
　締め切らせていただきます。

FAX参加申込書 FAX:03-5253-1551

お名前 参加人数
名

Eメール

連 絡 先
電話番号 FAX番号

※お申し込みいただいた個人情報は厳重な管理の上、当審査会以外の目的で使用することはありません。

大岡山
キャンパスマップ
〒152-8550 東京都

目黒区大岡山２丁目１２－１

東急目黒線・
大井町線大岡山駅
正面まで徒歩1分



〇沖縄からのエントリー団体の紹介 
   琉球絣の里「南風原」～かすりの道を活用した地域おこし～ 

〇団体の活動内容など 
平成６年に琉球絣をモチーフとして｢かすりの道｣を整備を行ったが、単なる生活道路としか利用されていなかった。 
 平成23年10月に地域住民から親しまれる道になるよう、地元の有志1２名が隊を発足し、道路周辺の清掃や植栽など環境整備を行
い、ツアーガイドや古民家を活用した工房など琉球絣のPR活動等の一翼を担っている。 
 また かすりの道を利用した地域の小学校のイベントへも参加・協力するなど地域活動へ貢献しており、清掃活動等は隊員以外の
ボランティア参加も増え、活動に広がりが出ている。 

 ｢手づくり郷土賞｣とは 
「手づくり郷土賞」は昭和６１年度に
創設され、今年度で３０回目の開催
となる国土交通大臣表彰です。 

  

  
 

  

  

 
近年の沖縄県内受賞案件 
 
平成22年度 
 備瀬のフクギ並木（本部町） 
 
平成24年度 
 災害を乗り越え、地域コミュニ  
 ティ活動の核となった歴史と伝 
 統の越来城水辺公園（沖縄市） 
 
平成25年度 
 「古道ハンタ道と世界遺産」。 
 郷土を愛し地域をおこすサーク 
 ル活動（中城村） 

○地元小学校イベントでの利用 
（「伝統文化週間」の道ジュネー） 

○かすりの道へ植栽 ○路面にかすり模様があしらわれた「かすりの道」 
「琉球絣の里」の雰囲気を醸し出している 

○ガイドによる｢かすりの道｣説明の様子 
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