
半島地域活性化優良事例表彰

１ 趣旨
半島地域の振興についての地域住民の関心と理解を深め、その気運を盛り上げ、全国の半島地域の一層の活性化に寄与する観点から、全国の半島地域

のうち、地元の主体的な創意工夫の下に活性化が図られている優良事例について、表彰・情報発信を行うものです。

２ 実施主体
国土交通省、半島地域振興対策協議会、半島地域振興対策議会議長連絡協議会、全国半島振興市町村協議会

３ 選定対象
① 半島地域を構成する市町村
② 半島地域内に住所を有する個人又は団体

４ 選定基準
① 半島地域の活性化について、すぐれた成果を上げ、半島振興対策の先進的、モデル的事例としてふさわしいこと。
② 半島振興計画等地域の基本的な振興方針と整合性のとれたものであること。特に、半島地域を構成する市町村を選定対象とする場合にあっては、当

該事例が半島地域の活性化のための戦略的かつ重点的なプロジェクトとして位置付けられていること。
③ 自主的、主体的な取組により実施されていること。
④ 広域的視点に立って、地域の特性を活かした創意工夫がなされ、地域の魅力を一層高めるものであること。
⑤ 半島地域を構成する市町村を選定対象とする場合にあっては、地域住民の意向が反映されるとともに、地域住民の積極的参加が確保されたものであ

ること。
また、半島地域内に住所を有する個人又は団体を選定対象とする場合にあっては、当該半島地域を構成する市町村との連携にも留意して実施されて
いるものであること。

⑥ 年度毎に設定されるテーマに沿った取組であること。（注：15年度は「都市と農山漁村の交流」）

５ 道府県知事の推薦
国土交通省都市・地域整備局長は、道府県知事から、当該道府県内における半島地域活性化事例について、４の選定基準に該当するものであって優良

と認められるもの（原 則として１事例）の推薦を受けます。

６ 審査及び選定
５により推薦された事例について、半島地域活性化優良事例表彰委員会が書類等により審査するとともに、必要に応じて確認調査を行い、４の基準に

基づき、優良事例を選定します。

７ 半島地域活性化優良事例表彰委員会委員（敬称略）
委員長 伊 藤 善 市 東京女子大学名誉教授
委 員 時子山 ひろみ 日本女子大学教授
委 員 宮 崎 緑 千葉商科大学助教授
委 員 谷 合 靖 夫 全国町村会事務総長
委 員 平 田 憲一郎 国土交通省大臣官房審議官

８ 表彰
優良事例の表彰は、４事例程度について行い、国土交通大臣、半島地域振興対策協議会会長、半島地域振興対策議会議長連絡協議会会長及び全国半島

振興市町村協議会会長が、それぞれ表彰します。



参 考
○ 過 去 の 表 彰 事 例 一 覧 表

年度 賞 状 名 道府県名 受賞者名 実行委員会等の場合は 事 例 名
（半島地域名） （ ）に所在市町村名を記入

平成 国土庁長官賞 石川県（能登） 七尾マリンシティ推進協議会 七尾マリンシティ構想の推進
４年度 （七尾市）

長崎県
（北松浦） 小佐々町 マリンフェスティバル’９２in KOSAZA

半島地域振興対策協 千葉県 館山市 南房総フェスタ
議会長賞 （南房総）

広島県 倉橋町 万葉ふるさと事業
（江能倉橋島）

半島地域振興対策議 青森県（下北） （社）むつ青年会議所（むつ市） 新宿～大湊直通寝台列車「ドリームアシックス号」の運行
会議長連絡協議会長
賞 三重県（紀伊） 鳥羽市 マリン文学賞の創設

全国半島振興市町村 京都府（丹後） 弥栄町 国道も鉄道もない市町村全国連絡会議（略称 ないない会議）
協議会長賞 の結成と事業展開

熊本県
（宇土天草） 三角を考える会（三角町） 三角を考える会結成

５年度 国土庁長官賞 青森県（津軽） ’９３チェスボローカップ実行委員会 ’９３チェスボローカップ水泳駅伝
（車力村）

愛媛県 「飛行機の父・二宮 忠八翁」の人的資源を活用したまちづく
（佐田岬） 八幡浜市 り

半島地域振興対策協 京都府（丹後） 丹後地区広域市町村圏事務組合 丹後王国探検隊
議会長賞 （宮津市）

大分県（国東）
明日を見つめる’あき２１（安岐町） 仏の里国東半島山地一周トレッキング

半島地域振興対策議 和歌山県 花園村 小原洞窟恐竜ランド整備事業
会議長連絡協議会長 （紀伊）
賞

長崎県 大瀬戸町国際交流協会（大瀬戸町） 草の根国際交流
（西彼杵）



年度 賞 状 名 道府県名 受賞者名 実行委員会等の場合は 事 例 名
（半島地域名） （ ）に所在市町村名を記入

５年度 全国半島振興市町村 北海道（渡島） 笑いと福祉の里づくり研究会 笑いと福祉の里づくり整備事業
協議会長賞 （江差町）

千葉県
（南房総） 天津小湊町 活き活き「鯛のまち」

６年度 国土庁長官賞 青森県（津軽） 津軽海峡冬景色ツアー実行委員会 津軽海峡冬景色ツアー
（三厩村）

三重県（紀伊） 大宮町 花と自然とふれあいのまちづくり

半島地域振興対策協 熊本県 まっちゃ活かそう会（不知火町） まっちゃ朝市
議会長賞 （宇土天草）

鹿児島県 笠沙町 杜氏の里づくり
（薩摩）

半島地域振興対策議 千葉県 鴨川市 鴨川ロマンチックタウン
会議長連絡協議会長 （南房総）
賞

長崎県（島原） 島原水まつり実行委員会（島原市） 島原水まつり

全国半島振興市町村 北海道（積丹） 岩内町 海から山からー積丹半島・one day trip！ミュージアム・
協議会長賞 ルート

大分県（国東） ツール・ド・国東実行委員会
（杵築市） ツール・ド・国東

７年度 国土庁長官賞 青森県（下北） 風間浦観光協会（風間浦村） 元祖「活イカすくい＆烏賊様レース」

静岡県 下田市 開国の町づくり
（伊豆中南部）

半島地域振興対策協 北海道（渡島） 知内町 サマーカーニバルin知内
議会長賞

半島地域振興対策議 京都府（丹後） かや大江山登山マラソン実行委員会 かや大江山登山マラソン
会議長連絡協議会長 （加悦町）
賞



年度 賞 状 名 道府県名 受賞者名 実行委員会等の場合は 事 例 名
（半島地域名） （ ）に所在市町村名を記入

７年度 全国半島振興市町村 和歌山県 南部川村 南部川村うめ２１研究センター
協議会長賞 （紀伊）

８年度 国土庁長官賞 奈良県（紀伊） 全国そまびと選手権大会実行委員会 全国そまびと選手権大会―樹と水と人との共生―
（川上村）

大分県（国東） 大たいまつ太鼓まつり実行委員会 大たいまつ太鼓まつり
（豊後高田市及び周辺市町村）

半島地域振興対策協 青森県（津軽） 蟹田町 「風のまち川柳大賞募集事業」―風ルネッサンス蟹田―
議会長賞

高知県（幡多） 大方町遊魚船主会（大方町） ホエールウオッチング

半島地域振興対策議 三重県（紀伊） 黒潮海童（熊野市） 「黒潮海童物語」
会議長連絡協議会長
賞 鹿児島県 輝北町 「きれいな星空日本一 ロマンと神秘の里」づくり

（大隅）

全国半島振興市町村 京都府（丹後） 久美浜町 久美浜ドラゴンカヌー選手権大会
協議会長賞

熊本県 くらたけ応援塾（倉岳町） くらたけ応援塾
（宇土天草）

９年度 国土庁長官賞 北海道（渡島） 八雲山車行列実行委員会（八雲町） 八雲山車行列

静岡県 土肥町 恋人岬整備事業
（伊豆中南部）

半島地域振興対策協 石川県（能登） 羽咋市 宇宙の出島能登羽咋プロジェクト
議会長賞

鹿児島県 いぶすき菜の花マラソン大会実行委員 いぶすき菜の花マラソン
（薩摩） 会（指宿市）

半島地域振興対策議 和歌山県 中津村 全国高校分校サミットほか
会議長連絡協議会長 （紀伊）
賞

全国半島振興市町村 富山県（能登） 氷見市 氷見キトキト魚大学
協議会長賞



年度 賞 状 名 道府県名 受賞者名 実行委員会等の場合は 事 例 名
（半島地域名） （ ）に所在市町村名を記入

10年度 半島地域活性化優秀 北海道（積丹） 岩内町 海から山からー積丹半島・One day trip 「しりべしミュージ
フォロ 賞 アムロード推進事業」（平成６年度全国半島振興市町村協議会
ーアッ （長官、３協議会長 長賞を受賞した事例）
プ 連名表彰）

大分県（国東） ツール・ド・国東実行委員会 ツール・ド・国東 （平成６年度全国半島振興市町村協議会長賞（４～７
（杵築市） を受賞した事例）年度受賞

事例を対
象）

鹿児島県 笠沙町 杜氏の里づくり （平成６年度半島地域振興対策協議会長賞を
（薩摩） 受賞した事例）

11年度 国土庁長官賞 青森県（津軽） 五所川原市 立ねぷた制作運行事業

半島地域振興対策協 北海道（渡島） 福島町観光協会（福島町） 南北海道女だけの相撲大会
議会長賞

半島地域振興対策議 山口県 サザンセト音楽祭実行委員会 サザンセト音楽祭
会議長連絡協議会長 （室津大島） （柳井市）
賞

全国半島振興市町村 愛媛県 瀬戸町 「個性あるまちづくり事業」（風車のまわるアジな瀬戸）
協議会長賞 （佐田岬）

12年度 国土庁長官賞 秋田県（男鹿） ワールド・ソーラーカー・ラリー組織 ワールド・ソーラーカー・ラリー
委員会
全日本学生ソーラーカーチャンピオン
シップ組織委員会（大潟村）

半島地域振興対策協 山口県 東和町農漁村女性連けい会議 ふるさとの味加工体験
議会長賞 （室津大島） （東和町）

半島地域振興対策議 三重県（紀伊） 大王町 「絵かきの町」宣言関連事業
会議長連絡協議会長
賞

全国半島振興市町村 鹿児島県 根占町 南蛮船渡来の歴史を活かしたまちづくり
協議会長賞 （大隅）



年度 賞 状 名 道府県名 受賞者名 実行委員会等の場合は 事 例 名
（半島地域名） （ ）に所在市町村名を記入

13年度 国土交通大臣賞 山口県 財団法人山口県大島郡国際文化協会 ハワイとの国際交流による「アロハ」のまちづくり
（室津大島） （大島郡４町）

半島地域振興対策協 秋田県 八竜町砂像連盟（八竜町） 砂像の普及を通じたまちづくり
議会長賞 （男鹿）

半島地域振興対策議 富山県 赤毛コミュニティセンター 廃校利用と文化交流を通じた地域づくり
会議長連絡協議会長 （能登） （氷見市）
賞

全国半島振興市町村 北海道 厚沢部町観光協会 いきいきあっさぶサマーフェスティバル
協議会長賞 （渡島） （厚沢部町）

14年度 国土交通大臣賞 鹿児島県 サイクルシティかせだ推進協議会 自転車を活用したまちづくり
（薩摩） （加世田市）

半島地域振興対策協 長崎県 長崎県大島トライアスロン大会実行委 長崎県大島トライアスロン大会
議会長賞 （西彼杵） 員会（大島町）

半島地域振興対策議 秋田県 ＮＰＯ法人なまはげエリア創造委員会 ナマハゲたいまつアート「寒風山に燃えるなまはげを創ろ
会議長連絡協議会長 （男鹿） （男鹿市） う！！」
賞

全国半島振興市町村 高知県 砂浜美術館 美しい砂浜が美術館
協議会長賞 （幡多） （大方町）

15年度 国土交通大臣賞 大分県 豊後高田商工会議所 豊後高田「昭和の町」
（国東） （豊後高田市）

半島地域振興対策協 静岡県 石部棚田保全推進委員会 棚田オーナー制度
議会長賞 （伊豆中南部） （松崎町）

半島地域振興対策議 千葉県 和田町 ネイチャースクールわくわくＷＡＤＡ
会議長連絡協議会長 （南房総）
賞

全国半島振興市町村 青森県 大間やるど会 2003 朝やげ夕やげ横やげ～大間超マグロまつり
協議会長賞 （下北） （大間町）


