
手づくり郷土賞（地域整備部門）全８件

旭川市旭山動物園（北海道旭川市）

「行動展示」の手法を用いた展示施設。動物本来の生き生きとした姿
が見られます。また、小学生への出張授業や体験学習などを通じて、
子供たちへ「生命」の大切さを伝える活動も行っています。

小学校での出張授業

飼育スタッフによる解説
（こども牧場）

アザラシ館

風力発電式のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ照明灯 仲井堀を再現したせせらぎとﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ（奥）

一之江ひだまり公園（東京都江戸川区）

「公園づくりワークショップ」を開催し、行政と地域が協働して整備を行
いました。ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ、太陽光発電、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ照明灯など、環境面での配
慮がなされた公園となっています。

三島市街中がせせらぎ事業（静岡県三島市）

ウォーキングツアーの開催に
代表されるように、旅行者は８
倍増に

各市民団体との１００回にもわたるワークショッ
プを通じて、官民一体となって事業を展開。一般
市民からは緑化が提案

市民主導の計画策定、目的に向けた役割分担による官民協働事業とし
て実施されました。中心市街地の水辺や緑をネットワーク化する回遊
ルートを整備し、「快適空間」を創出しています。

整備前

整備後

源兵衛川

新しい公園づくりのカタチ「なのはな公園」（愛知県岡崎市）

地域のイベントが開催され、コミュニ
ティの充実に貢献

「なのはな公園を考える会」は公園完成後、
会則・作業内容要綱を制定し、「なのはな公
園愛護会」による維持管理が行われている

「なのはな公園」は、岡崎市で初めて、計画から維持管理まで住民参
加手法を採用し、住民と行政が協働で進めた新しいかたちの公園づ
くりです。

武家屋敷の石垣を引き
立てる石積み

上山市武家屋敷通りの整備状況

武家屋敷の石垣を引き立たせ、里山から流れくる清流を見せ、せせ
らぎが聞こえるよう工夫し、城下町の歴史資源を活かした整備を行
いました。

武家屋敷通り整備事業（山形県上山市）

通りの繁栄を願って
の甲冑隊の行進

中央町三丁目地区まちなか再生事業（山口県宇部市）

ワークショップの様子材料、勾配の統一された屋根の様子

土地区画整理事業の開始前から一般住民を主としたワークショップを開
催し、統一感のある美しいまちなみが実現し、当地区の人口の増加、地
域の活性化につながっています。

萩博物館（山口県萩市）

ＮＰＯ会員による管内ガイド萩博物館

萩のまち全体を博物館として捉え、更なる魅力づくりの展開と活性化を
図ることを目的とした「萩まちじゅう博物館構想」の中核施設として整備
されました。博物館の管理運営は、萩市民が会員である「ＮＰＯ萩まち
じゅう博物館」が担っています。

親水施設 台霧の瀬（大分県日田市）

魚のつかみどり

台霧の瀬 整備前

台霧の瀬整備後

台霧の瀬は、民間団体による発案から、地域の自治会、公民館、水環
境団体等によるプロジェクトチームを編成し、国及び市の協力体制のも
とに進められ完成した施設です。誰もが自然体験を出来る空間となっ
ており、魚取り、動植物観察等幅広く利活用されています。

筑後川



手づくり郷土賞（地域活動部門）全１２件
花の御宿の里づくり（福島県舘岩村）

地区住民による沿道花壇への花の植栽
の模様

「村民花の日」での住民による沿道へ
の花の植栽模様

花や樹木に関する調査・研究・植樹計画の策定を地域住民、行政、
大学などと連携して行い、村内に花や木を植栽する環境美化運動
を行うことにより人と自然にやさしい快適環境の村づくりを推進
しています。

ニセコ花フェスタ綺羅街道（北海道ニセコ町）

ハンキング・樽作り

街路を、地域コミュニティの再生・活性化と新しい産業連携・産業振興を
生み出す空間として捉え、綺麗街道を住民の手で活用するために、沿
道を花で彩り、各種イベントを開催しています。

植樹枡の植栽 小公園の植栽

住民提案による公園の管理と希少淡水魚「イトヨ」の保護（茨城県日立市）

公園運営委員会会員による公園内、
周辺の除草作業、花壇の手入れ

手入れの行き届いた「イトヨの里泉が
森公園」

イトヨ

イトヨの保護をきっかけに、行政と住民のパートナーシップで親
水公園の整備を行い、住民が里親となって、維持管理、イトヨの
飼育、観察会等を行っています。

美しい水辺の回廊づくり（千葉県長生村）

活動の１つである年５回の草刈り 新旧住民の交流が生まれる清掃・草
刈り後のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ

今までゴミ捨て場となっていた堰を、住民が憩える花の名所に再生させ
たことにより、住民の環境への意識が高まりました。地域住民の自主
的な清掃活動に対しても理解者が増え、参加の輪が広がっています。

住民総出の花づくり（岐阜県中津川市） 「やすらぎの 心が通う 四季のまち」づくり活動（愛知県新城市）

平成８年の事業認可より住民参加による
都計道整備計画策定を目的に発足

イベントでは協議会以外の住民のボ
ランティア参加があり、地域ぐるみで
取り組んでいる

設計段階から住民参加で進められた「都市計画道路新町線」や、手
づくりによるポケットパークをまちのシンボルとして位置づけ、地域活
性化を目指して、住民主体でコミュニティ活動を行っています。

花づくり講習会による関心の高まりは、
地域の話題づくりにも貢献

地元自治会が中心となり、中学生が種から育てた花の苗を各家
庭に配布し、住民総出による花の植栽、植えられた花の維持管理
を行っています。花づくりを通した世代を超えての地域住民交流
の貴重な機会となっています。

１級河川寝屋川の再生と市民活動・まちづくり（大阪府寝屋川市）

公募委員のみによるワークショップ
で「寝屋川再生プラン」を提案

１級河川寝屋川を魅力ある空間に再生するための「寝屋川再生プラ
ン」を市民参画で行いました。また、駅前親水空間整備では、実施計
画、工事施工段階に加え、完成後の維持管理・活用についても徹底
した市民参画・協働を実現してきました。

駅前親水空間・空石積み護岸・沈
下橋・船着場

地域通貨「フシノ」を活用した流域連携づくり（山口県山口市）

地域通貨「フシノ」

海岸清掃作業 流域マップ作成のための
ワークショップ

地域通貨「フシノ」を活用して、椹野川流域の地域住民が連携を図り、
豊かな自然を次世代に引き継いでいくことを目的として、河川・海岸
清掃作業等のボランティア活動を行っています。

中学生が育てた苗は、住民代表の区長
会長に渡され、各家庭へ配布



手づくり郷土賞（地域活動部門）全１２件

川を活かした魅力的なまちづくりを目指して（徳島県徳島市） 阿南光のまちづくり事業（徳島県阿南市）

山林の植樹活動
花植え

新町川の清掃活動

平成２年川を清掃することから始まった活動は、現在は、花植えや無料
の遊覧船の運航なども行っており、さらに、H14.3からは、吉野川の水源
地である高知県大川村で山林の植樹活動を実施するなど、その活動は
県境を越え今なお広がっています。

光マンダラドーム 基板連結作業

阿南市の中心市街地等の活性化及びにぎわいの創出を目的として、
地域の代表的産業であるＬＥＤを活用した光の祭典を市内各地で住民
や各団体の手により実施しています。

道路清掃による村づくり（熊本県西原村）博多湾にみんなで夢の松原を！（福岡県福岡市）

都市空間における市民の憩いの場

1987年から、松原の復元を目指して、松の植樹が行われてきました。
植樹後２０年を迎え松並木は、近代建築物と一体化し、景観にも優れ、
都市空間における市民の憩いの場として親しまれています。

草の積み込みや道路側溝の清掃状況 道路法面の草刈り状況

「村内の道路は自分たちできれいにする」を合い言葉に年２回およそ
５０年にもわたり道路清掃に取り組んでいます。その活動は、県道１
５ｋｍ、村道１００ｋｍの広いエリアに及びます。

市民参加による松苗の植樹状況
～都市空間における『手づくりの郷土』～



手づくり郷土賞（大賞部門） 全３７件
湖畔通り（北海道虻田町）

虻田町の湖畔通りは、洞爺湖畔に面した遊歩道です。住民の健康づ
くりや憩いの場として親しまれています。また、彫刻ロードとしても定
着しており、清掃等ボランティア活動もおこなわれています。

湖畔通り

足湯

洞爺湖マラソン

ふきだし公園（北海道京極町）

京極町のふきだし公園は、原生林を活かして整備されています。「名
水の里きょうごくしゃっこいまつり」等のイベントを通じて広くＰＲし、町
民はもとより、道内外から年間百万人近い人が訪れる観光地となって
います。

利用状況
湧水口

こみせまつりでの津軽三味線の演奏の
模様

こみせ（青森県黒石市）

こみせの現況

地域住民手づくりの「黒石こみせまつり」ではこみせで津軽三味線が
演奏され、また、津軽こみせ（株）は１日２回津軽三味線の生演奏を
無料で披露しています。

武家屋敷（秋田県仙北市）

旧角館町武家屋敷の現況 角館のさくらまつりの様子

武家屋敷の歴史と文化をもっと知ってもらうため、歴史的資料、文化財
を紹介する「かくのだて歴史案内人組合」が結成され、旧角館町の魅
力を伝えています。また、地域住民による「守る会」を結成し、景観の保
護や、次世代の継承に努めています。

楢下宿（山形県上山市）

楢下宿（復元された大黒屋）の現況 古民家での昔語りの様子
（全国街道交流会議のまち歩きにて）

地区内全戸が加入して設立された「楢下宿保存会」では、「民話の日」
を開催するなど、復元された古民家を活用し、おもてなしの精神と住
人としての誇りを持って「ふるさと」づくりの担い手として活動していま
す。

大内宿（福島県下郷町）

大内宿の現況 大内宿半夏まつりの様子

地元団体による茅葺きの技術習得や周辺の自然や文化資源の維持に
努めるなどの取り組みの他、昔ながら続いている時代風俗衣装をまとっ
た大内宿半夏まつりなどの観光イベントにより８０万人を超す観光客が
訪れています。

巴波川沿川家並（栃木県栃木市） 足利学校・ばんな寺参道のまちなみ修景（栃木県足利市）

巴波川周辺の家並の様子 栃木市河川愛護会、地元住民による
年３回の巴波川一斉清掃

巴波川周辺には歴史的建造物が多く、ガス灯風街灯、地場産業の粘
土を使用した遊歩道、河川浄化を図るせせらぎ等を整備。市民の憩い
の場となっており、活動団体による清掃活動も行われています。

休日の大日大門通り 毎月第２日曜日に開催される「じけんち市」
（主催：奥の院通り研究会）

国指定史跡の足利学校、ばんな寺周辺の歴史的雰囲気を創出する
ため、住民と行政が一体となって足利らしさをかもし出すような外観
等の修景を促進。フリーマーケット（じけんち市）等も開催しています。



手づくり郷土賞（大賞部門） 全３７件

広瀬川湖畔緑地緑道（群馬県前橋市）

冬季の広瀬川ライトアップ緑道の様子と文学碑巡りツアー

水と緑の調和した水辺空間としての市民のオアシスであり、自然を活か
したゾーン、歴史を活かしたゾーン、ふるさとの小径ゾーン、ふれあい
のゾーンの４つから構成され、日常の清掃、除草、花づくりは地元住民
により実施しています。

小野川周辺の町並（千葉県佐原市）

小野川周辺の歴史的町並み 観光ボランティアによる町並み案内

古い町並みと調和した町づくりを推進し、橋梁の修景、荷揚場の復元、
擬木柵の設置等、古い町並みのイメージを高めるため様々な工夫を実
施。活動団体による観光客の案内を行うボランティア活動等も実施して
います。

防災路地緑化（東京都足立区） 小松川境川親水公園（東京都江戸川区）

下町の人情味あふれる路地を防災のシンボルとして、また水と緑のふ
れあいの場として活用。自主的に行われる日常管理や消火訓練等の
活動は、人々のいっそうのつながりを深める場となっています。

↑緑化した路地の様子

定期的に実施している防災訓練

防火貯水槽の水を活用した湧水池

設計段階から住民団体が参加。完成後は自治会、子どもが主体となり
「愛する会」が誕生。祭りや清掃活動を実施するなどやすらぎ、ふれあ
いの場となっています。

年数回実施する清掃活動「公園を愛する会」によるイベントが開催

府中市郷土の森博物館（東京都府中市） お鷹の道遊歩道（東京都国分寺市）

博物館、移築復元民家、緑地公園が一体的に整備されています。古民
家では年中行事の再現、民話の会が、緑地公園では梅祭りや野だて茶
会などのイベントが開催され市民のふるさと意識の高揚につながってい
ます。

郷土の森への入り口
昔話・民話のお話会や紙芝居の開催

湧水群は全国名水百選に選定され、貴重な自然林や湧水を提供してお
り、地元住民による野菜、花、植木等の販売や、清掃活動、ホタルの育
成など行っています。また、市民はもちろん、市外の人々にとっても憩い
の場となっています。

地元の方々が野菜・花・植木等を販売遊歩道の様子（近くに湧水池もある）

ライトアップ・ヨコハマ（神奈川県横浜市） 二ヶ領用水（宿河原線）（神奈川県川崎市）

市・住民・企業が共同で「ヨコハマ夜景演出事業推進協議会」を組織し、
これらの建物を夜間投光（ライトアップ）によりクローズアップをして、潜
在化している横浜固有の歴史的環境を再構成し、併せて夜の魅力的な
都市空間の形成を図っています。

建物のライトアップ 橋もライトアップしている

ウオーキングや市内の史跡巡りコースとして利用されているほか、地元
小学校による環境学習の場として広く活用されています。また、地元活動
団体による維持管理も行われ、河川周辺の樹齢３０年ほどの桜並木の
保存にも努めています。

地元町内会等によるクリーン作戦手入れの行き届いた用水路



水無川緑地（神奈川県秦野市） 奈良井宿の家並み（長野県塩尻市）

石積みの護岸、植栽や散策路が整備され、水に親しめる施設として市
民に喜ばれています。近年、緑地を取り込んでの開催や市民が中心と
なった催し物も増加しています。また、地元活動団体による花の植え替
えや、清掃作業も行われています。

大勢の人でにぎわうオープンマーケット 里親制度により結成された多数の団体
が、花の植え替え、除草、清掃等を実施

江戸時代から明治初期にかけて建てられた伝統的建造物と環境を保
存するため、楢川村では条例を制定するとともに、地域住民と一体と
なって、管理・修理・修景・復旧事業を実施しています。

伝統的建造物群保存制度により良好に保存されている家並み

高田の雁木（新潟県上越市） 銅器のまち金屋町通り（富山県高岡市）

地域住民による「雁木づくりガイドライン」策定等の新たな活動や、シン
ポジウムの開催が始まり、また多数のイベント等により日常生活以外に
も多くの地域住民に利用されています。

雁木通りで行われる時代祭り地元住民によって花が飾られた雁木

歴史的遺産を活用し、地域の活性化につなげようと、地域住民中心に
よる清掃活動に加え、伝統的な町並みを活用した観光ボランティア等
の新たな活動がなされています。

イベントで賑わう金屋町通り 地元住民による清掃活動状況

塩の道・三州足助の町並み（愛知県豊田市） 東海道関宿の町並み（三重県亀山市）

受賞を機に行った植栽、会報やポスターの配布、ＥＭの配布による生活
排水の浄化、河川清掃が行われ、歴史的な町並みや、環境、景観が地
域ぐるみで保全されています。また、季節の各種イベントや散策道を通
じて多くの観光客が訪れています。

足助川 整備後には「万灯まつり」をはじめ、
季節のイベントがおこなわれている

受賞後においても、継続的に電柱移設や散策拠点の整備、カラー舗装
等の景観整備が実施されています。加えて、町並みを形成する大部分
が生活の場となっているため、地域全体での価値観の共有や協力体
制とともに、景観が維持されています。

関宿の町並み ボランティアによる案内

ながはま御坊表参道（滋賀県長浜市） 八幡堀（滋賀県近江八幡市）

受賞を機に地域住民を主体とした「八幡堀を守る会」の発足に結びつき、
重要伝統的建造物群の保存、水郷保全など周辺整備の原動力となりま
した。今日まで、月２回の清掃活動を中心に、歴史文化の学習、機関誌
の発行などを継続的に行っています。

春の桜 月２回の清掃活動が１８年間継続
地元商店街の熱意と行政の支援により、歴史と風格を感じさせる町並
みを整備。門前町としての個性を特化させながら様々なイベントを開
催し、多くの観光客を迎え入れ、地域住民が誇りを持てる美しいまち
へと蘇っています。

大通寺門前町 チューリップまつり
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雨森（滋賀県高月町）五個荘金堂町（滋賀県東近江市）

日常的な河川清掃活動に加え、受賞後、地域住民による「ごかのしょう
新近江商人塾」等のイベントや観光ボランティアによる町並み案内等と
実施し、たくさんの観光客が訪れています。

観光ボランティアによる町並み案内新近江商人塾・商人時代絵巻行列

全て住民により、美しい地域づくり、水辺の保全、花飾り、鯉の放流、
手づくりプランター、毎日の清掃活動などを行っています。また、当地
区を参考にしたいという団体も多く、全国からの郷土づくりを学ぶ団体
が訪れています。

全て住民による手づくり 郷土づくりを学ぶ団体の受け入れ

北野町山本通（兵庫県神戸市）

地域の景観形成道路や公園は、住民を中心にした月例クリーン作戦
や、花と緑を増やす運動などにより、美しく保たれています。
また、地区内で建築行為等を行う場合、「北野・山本地区をまもり、
そだてる会」に事前相談をすることによって、より良好な街並みを形成
しています。

北野坂インフィオラータ 山本通

土蔵造りの家並（鳥取県倉吉市）

酒蔵や醤油醸造蔵を再利用した「赤瓦」を中心に、更なる発展を目指し
たイベント等が行われています。また、地区住民による「八橋往来街な
み研究会」が発足し、街並みを後世まで引き継ぐための新たな動きも始
まっています。

土蔵造りの家並 「八橋往来街なみ研究会」による現地勉強会

藩政時代の街並（島根県津和野町）
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西川緑道公園（岡山県岡山市）

藩政時代の街並は、通りの掘割りで泳ぐ錦鯉と併せて「津和野」の絶
対的シンボルとなっています。また、「スクリーンプロジェクト」等による
新夜景イベントも実施しています。

藩政時代の街並 スクリーンプロジェクト

岡山市の中心部にあり、市民グループが主催となって西川をテーマに
「星空まつり」や「フリーマーケット」等のイベントが開催される等、魅力あ
る地域づくりに資しています。

西川緑道公園 星空まつりｉｎ西川

倉敷市の伝統的街並（岡山県倉敷市）

倉敷美観地区の景観の維持に貢献した方を表彰する「くらしきまちや賞」
等、地域の資質向上のために様々な試みやイベントが行われ、地域づく
りのきっかけとなっています。

倉敷市の街並 倉敷音楽祭

宮島紅葉谷川庭園砂防（広島県廿日市市）

広島県宮島にある庭園砂防であり、観光地の一部となっています。また、
地域住民をはじめ、全国からの観光客や遠足で利用する子供達の憩い
の場となっています。

紅葉谷川庭園砂防 遠足利用状況



一の坂川ホタル護岸（山口県山口市）

山口市の中心部にあり、小学生を中心としたホタルの放流等の環境を
守る活動を展開しています。また、「ホタル鑑賞」などのイベントを通じ、
地域づくりに対する住民意識の向上を図っています。

一の坂川 ホタルの放流活動

うだつと白壁の町並（徳島県美馬市）

約３００年の歴史を持つ「うだつの町並み」で、美馬市では官民一体と
なって、環境整備、保全活動など町並みを活かしたまちづくりに取り組ん
でいます。

住民参加に
よる清掃状
況

町並みボランティアガイドライトアップされた「うだつの町並み」

殿町武家屋敷通り（大分県竹田市）

地域住民による清掃活動

歴史を活かした街並み

城下町らしい歴史的街並みを日常的に地域住民の手により管理し、
春、秋のイベント時のみならず、年間通じて観光客の入込みに大きく
寄与しています。

秋のイベント「竹楽」竹灯籠

美々津の歴史的町並み（宮崎県日向市）

歴史を活かした街並み

地域の伝統文化を継承していくための取り組みや、街並みを活かした
各種イベントの開催・来訪者への街並み案内等の工夫、マスコミへのＰ
Ｒ等により、来訪者も年々増加傾向にあります。

伝統的建造物内でのコンサート風景

竹富町家並（沖縄県竹富町）

沖縄の原風景を今も色濃く残しており、地域で竹富島憲章を制定し伝
統的建造物群を守り育て、観光に活用しています。

レンタカーは一切なく、移動は水牛
車等により、昔ながらの雰囲気に心
を癒すことができる

全景
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