
〈受賞者一覧〉

No.
都道府県名
政令市名 表　彰　対　象　者 所在地 功　績　概　要

ふくしまけん かぶしきがいしゃ　らくいちしらかわ

福島県 株式会社　楽市白河
福島県白河市

ふくしまけん
きたかたしなかまちしょうてんがいしんこうくみあい
きたかたしちゅうおうどおりしょうてんがいしんこうくみあい

福島県 喜多方市仲町商店街振興組合
喜多方市中央通り商店街振興組合

福島県喜多方市

いばらきけん だいくまち１ちょうめちくしがいちさいかいはつくみあい

茨城県 大工町１丁目地区市街地再開発組合 茨城県水戸市

いばらきけん ひたちし

茨城県 日立市 茨城県日立市

平成２６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

（資料１）
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歴史・伝統・文化を活かしたまちづくりに貢献しまし
た。

伝統的建築物を活かしたまちの魅力向上及び観光振興
に貢献しました。

市街地再開発事業により、にぎわいを創出する新たな
拠点の形成に貢献しました。

ラウンド・アバウト方式を採用した駅前広場再整備を
通して、都市の顔となる魅力的なまちづくりに貢献し
ました。

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。

いばらきけん こがし

茨城県 古河市 茨城県古河市

とちぎけん しろやまちょうさんちょうめだいいちちくしがいちさいかいはつくみあい

栃木県 城山町三丁目第一地区市街地再開発組合 栃木県小山市

ぐんまけん きくち　よしお

群馬県 菊池　好男 群馬県伊勢崎市

ちばけん いちはらし・いちはらしごいえきまえひがしとちくかくせいりくみあい

千葉県 市原市・市原市五井駅前東土地区画整理組合 千葉県市原市

ちばけん かみちょうまちづくりきょうぎかい

千葉県 上町街づくり協議会 千葉県成田市

とうきょうと すわにちょうめじゅうたくまんしょんたてかえくみあい

東京都 諏訪２丁目住宅マンション建替組合 東京都多摩市

やまなしけん ほくとし

山梨県 北杜市 山梨県北杜市

とやまけん となみしすぎのきとちくかくせいりくみあい

富山県 砺波市杉木土地区画整理組合 富山県砺波市

いしかわけん かなざわひがしやま・ひがしのまちなみとぶんかをまもるかい

石川県 金沢東山・ひがしの町並みと文化を守る会 石川県金沢市

あいちけん こうたあいみとくていとちくかくせいりくみあい

愛知県 幸田相見特定土地区画整理組合

あいちけん ながくてなんぶとちくかくせいりくみあい

愛知県 長湫南部土地区画整理組合 愛知県長久手市

藩政期から続くひがし茶屋街の特徴的な建築様式と文
化を守り、まちの活性化と魅力向上に貢献しました。

新駅誘致と魅力とにぎわいのあるまちづくりに貢献し
ました。

区画整理による良好な市街地の形成に貢献しました。
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成田山新勝寺の参道らしい景観・歩きやすい歩道空間
の創出に貢献しました。

ニュータウン再生の先駆けとなるマンション建替え事
業の実施により、地域の安全性の向上や活性化に寄与
しました。

「北杜市まちづくり条例」を制定し、秩序ある土地利
用及び住民参加によるまちづくりを推進しました。

道路や住環境の一体的な整備により、住民同士がふれ
あう健全で快適なまちづくりに貢献しました。
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多様な機能を備えたまちづくり活動の拠点となる地域
交流センターを整備し、まちの魅力向上に貢献しまし
た。

「まちなか居住」のリーディングプロジェクトとして
街の居住人口回復・イメージアップに貢献しました。

区画整理による健全な市街地の形成に貢献しました。

都市交流拠点の整備により都市交流核の「交流とにぎ
わい」創出のまちづくりに貢献しました。

愛知県額田郡
幸田町

愛知県 長湫南部 地区画整理組合 愛知県長久手市
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都道府県名
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きょうとふ ながおかきょうし

京都府 長岡京市 京都府長岡京市

おおさかふ こうりえんえきひがしちくしがいちさいかいはつくみあい

大阪府 香里園駅東地区市街地再開発組合

おおさかふ きしわだしおぶくめだとちくかくせいりくみあい

大阪府 岸和田市尾生久米田土地区画整理組合 大阪府岸和田市

ひょうごけん まちづくりりーだーようせいこうざおーびーかい

兵庫県 まちづくりリーダー養成講座ＯＢ会 兵庫県加古川市

ひょうごけん とくていひえいりかつどうほうじんかんきょうにじゅういちのかい

兵庫県 特定非営利活動法人環境21の会 兵庫県明石市

ひょうごけん くちがなやのまちなみをつくるかい

兵庫県 口銀谷の町並みをつくる会 兵庫県朝来市

ならけん いこまえきまえきたぐちだいにちくしがいちさいかいはつくみあい

奈良県 生駒駅前北口第二地区市街地再開発組合 奈良県生駒市

おかやまけん かんだしゅぞうえねるぎーかぶしきかいしゃ

岡山県 苅田酒造エネルギー株式会社 岡山県津山市

さがけん ひょうごきたとちくかくせいりくみあい

佐賀県 兵庫北土地区画整理組合 佐賀県佐賀市
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鉄道と高速道路とを組み合わせた新たな交通結節拠点
の形成に貢献しました。

市街地再開発事業による安全で快適な都市環境の形成
に貢献しました。
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花と緑あふれる景観の形成及び継続的な保全に貢献し
ました。

幅広い世代を対象に環境をベースとした地域活動を推
進しました。

地域資源である鉱山まち独特の景観を活用した、景観
まちづくりの推進及び地域活性化に貢献しました。

快適さとにぎわいに満ちた魅力ある拠点の形成と豊か
な景観づくりに貢献しました。

歴史的な建物及び土地を寄付し、まちづくりに貢献し
ました。

23

良好な住環境と商業施設の調和を図りつつ、公共施設
等の整備改善に貢献しました。

駅移転橋上化等による拠点形成に向けたまちづくり計
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土地区画整理事業による地域特性を活かした魅力ある
市街地の形成に寄与しました。

大阪府
寝屋川市・

枚方市

さっぽろし なえぼえきしゅうへんまちづくりきょうぎかい

札幌市 苗穂駅周辺まちづくり協議会 札幌市中央区

よこはまし てらおちくふくしのまちづくりすいしんきょうぎかい

横浜市 寺尾地区福祉のまちづくり推進協議会 横浜市鶴見区

よこはまし ながつたえききたがわまちづくりきょうぎかい

横浜市 長津田駅北側まちづくり協議会 横浜市緑区

さがみはらし さがみおおのえきにしがわちくしがいちさいかいはつくみあい

相模原市 相模大野駅西側地区市街地再開発組合 相模原市南区

さがみはらし つるのはらまちづくりきょうぎかい

相模原市 鶴の原まちづくり協議会 相模原市南区

なごやし なごやえきちくまちづくりきょうぎかい

名古屋市 名古屋駅地区街づくり協議会 名古屋市中村区

おおさかし まるやま　ひろし

大阪市 丸山　寛 大阪市平野区

こうべし いきいきしたまちすいしんきょうぎかい

神戸市 いきいき下町推進協議会 神戸市中央区

ひろしまし あやがおかれんごうちょうないかい

広島市 彩が丘連合町内会 広島市佐伯区

ひろしまし いしうちまちづくりきょうぎかい

広島市 石内まちづくり協議会 広島市佐伯区

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

【問い合わせ先】都市局まちづくり推進課　尾上、山﨑
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緑豊かでゆとりのある良好な住環境の維持・保全に取
り組みました。

地区計画制度を活用したまちづくりの推進に寄与しま
した。

32
人材育成事業の企画・運営により、まちづくりの推進
及び担い手育成に貢献しました。

31
将来をみすえたまちづくりに参画し、事業に尽力しま
した。
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既成市街地における住環境保全のための地区計画の実
現に向けた取り組みに貢献しました。

５０社を超える民間企業が想いをひとつにし、名古屋
の玄関口にふさわしい空間づくりに貢献しました。

駅前商業地域におけるにぎわいを創出するための再開
発事業に貢献しました。

福祉の視点で暮らしやすいまちの実現に寄与しまし
た。

駅移転橋 化等による拠点形成に向けたまち くり計
画の策定と、地域住民のまちづくり意識の醸成に貢献
しました。
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長年にわたり再開発事業を支援し、再開発事業の推進
に寄与しました。


	Sheet1

