
〈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

あきたけん おおまがりとおりまちちくしがいちさいかいはつくみあい あきたけんだいせんし

秋田県 大曲通町地区市街地再開発組合 秋田県大仙市

いばらきけん つちうらし いばらきけんつちうらし

茨城県 土浦市 茨城県土浦市

いばらきけん ゆうきし いばらきけんゆうきし

茨城県 結城市 茨城県結城市

ぐんまけん いせさきまちなみけんきゅうかい ぐんまけんいせさきし

群馬県 いせさき街並み研究会 群馬県伊勢崎市

ちばけん うらやすし ちばけんうらやすし

千葉県 浦安市 千葉県浦安市

ちばけん ながれやまし ちばけんながれやまし

千葉県 流山市 千葉県流山市

ちばけん おおあみしらさとし ちばけんおおあみしらさとし

千葉県 大網白里市 千葉県大網白里市

とうきょうと くにたちししもしんでんとちくかくせいりくみあい とうきょうとふちゅうし

東京都 国立市下新田土地区画整理組合 東京都府中市

とうきょうと ふちゅうしにっしんちょう４ちょうめとちくかくせいりくみあい とうきょうとふちゅうし

東京都 府中市日新町四丁目土地区画整理組合 東京都府中市

とうきょうと けいきゅうかまたにしぐちえきまえちくしがいちさいかいはつくみあい とうきょうとおおたく

東京都 京急蒲田西口駅前地区市街地再開発組合 東京都大田区

かながわけん えびなえきにしぐちとちくかくせいりくみあい かながわけんえびなし

神奈川県 海老名駅西口土地区画整理組合 神奈川県海老名市

にいがたけん せきかわとうぶしももんぜんとちくかくせいりくみあい にいがたけんじょうえつし

新潟県 関川東部下門前土地区画整理組合 新潟県上越市

とやまけん にしちょうみなみちくしがいちさいかいはつくみあい とやまけんとやまし

富山県 西町南地区市街地再開発組合 富山県富山市

とやまけん たかおかしといでなかのみやとちくかくせいりくみあい とやまけんたかおかし

富山県 高岡市戸出中之宮土地区画整理組合 富山県高岡市

いしかわけん はくさんしそだにまちとちくかくせいりくみあい いしかわけんはくさんし

石川県 白山市曽谷町土地区画整理組合 石川県白山市

しずおかけん ふじえだしみずもりとちくかくせいりくみあい しずおかけんふじえだし

静岡県 藤枝市水守土地区画整理組合 静岡県藤枝市

14
道路や住環境の一体的な整備により、人が集う、安心・
安全で健全なまちづくりに貢献しました。

15
北陸鉄道石川線の新駅及び駅前広場の整備を図り、職住
が近接した環境負荷の少ないまちづくりに貢献しまし
た。

16
公共設備整備による、にぎわいと閑静な街並みの調和が
とれた利便性の高い良好な市街地の形成に貢献しまし
た。

10
再開発事業により、地域の環境改善と防災性の向上に貢
献しました。

11
土地区画整理事業により、まちの新たな顔となる魅力あ
ふれる中心市街地づくりの形成に貢献しました。

12
土地区画整理事業の施行により、良好な住宅地と商業地
の形成に貢献しました。

13
市街地再開発事業により市民が集い、憩える文化・情報
交流拠点づくりに貢献しました。

8
周辺環境に配慮した業務系土地利用の誘導も視野に入れ
た市街地の形成を図るまちづくりに貢献しました。

9
営農環境の改善と良好な住宅地の形成とが図られた、農
地と住宅地が共存したまちづくりに貢献しました。

6
交通拠点の周辺整備により、安全かつ快適な魅力ある生
活環境づくりに貢献しました。

7
安全性の高い市街地形成により、快適な生活環境の創出
に貢献しました。

5
密集市街地における住民参加のまちづくりを実現し、住
環境・防災性の向上に貢献しました。

2
歴史的景観に配慮した小学校校舎の改築と周辺環境整備
により、地域の魅力向上に貢献しました。

3
歴史的な蔵を再生し観光拠点として活用することによ
り、まちの魅力向上と地域活性化に貢献しました。

（資料１）

平成２８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

1
医療・福祉・交通等の核施設整備と既存商店街との連携
により少子高齢化社会に適応した住みよいまちづくりに
貢献しました。

4
まち歩きワークショップを開催し、建築、都市、街並み
的視点から伊勢崎市を考え、市民主体のまちづくりとま
ちの魅力向上に貢献しました。

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。



No.
都道府県名
政令市名

表　彰　対　象　者 所在地 功　績　概　要

しずおかけん あらいちょううちやまとちくかくせいりくみあい しずおかけんこさいし

静岡県 新居町内山土地区画整理組合 静岡県湖西市

あいちけん おわりあさひあさひまえしろまえとくていとちくかくせいりくみあい あいちけんおわりあさひし

愛知県 尾張旭旭前城前特定土地区画整理組合 愛知県尾張旭市

きょうとふ きょうたんばちょう きょうとふふないぐんきょうたんばちょう

京都府 京丹波町 京都府船井郡京丹波町

おおさかふ つださいえんすひるずまちづくりきょうぎかい おおさかふひらかたし

大阪府 津田サイエンスヒルズまちづくり協議会 大阪府枚方市

ひょうごけん のざき　りゅういち ひょうごけんこうべし

兵庫県 野崎　隆一 兵庫県神戸市

ひょうごけん たんばのもりはなくらぶ ひょうごけんたんばし

兵庫県 丹波の森花くらぶ 兵庫県丹波市

ひょうごけん みなみあわじしはなづくりきょうかい ひょうごけんみなみあわじし

兵庫県 南あわじ市花づくり協会 兵庫県南あわじ市

とっとりけん みなみさいはくちいきしんこうきょうぎかい とっとりけんさいはくぐんなんぶちょう

鳥取県 南さいはく地域振興協議会 鳥取県西伯郡南部町

ひろしまけん とうしんかい ひろしまけんしょうばらし

広島県 東新会 広島県庄原市

ひろしまけん じゅうでんけんをかんがえるかい ひろしまけんくれし

広島県 重伝建を考える会 広島県呉市

とつかえきにしぐちだい２ちくさいかいはつきょうぎかい

戸塚駅西口第２地区再開発協議会

とつかえきひがしぐちしゅうへんかいはつきょうぎかい

戸塚駅東口周辺再開発協議会

とつかえきやべちくまちづくりきょうぎかい

戸塚駅矢部地区街づくり協議会

よこはまし ふかやだいちいきうんえいきょうぎかい かながわけんよこはまし

横浜市 深谷台地域運営協議会 神奈川県横浜市

さがみはらし よこやまなんぶ３・５ちょうめまちづくりきょうぎかい かながわけんさがみはらし

相模原市 横山南部３・５丁目まちづくり協議会 神奈川県相模原市

さがみはらし さがみはらしかわしりおおしまざかいとちくかくせいりくみあい かながわけんさがみはらし

相模原市 相模原市川尻大島界土地区画整理組合 神奈川県相模原市

にいがたし のうち　　たかひろ にいがたけんにいがたし

新潟市 野内　隆裕 新潟県新潟市

なごやし しものいしきみなみちくまちづくりきょうぎかい あいちけんなごやし

名古屋市 下之一色南地区街づくり協議会 愛知県名古屋市

きょうとし くわばら　たかし きょとふきょうとし

京都市 桑原　尚史 京都府京都市

おおさかし ひらばやしとちくかくせいりかぶしきかいしゃ おおさかふおおさかし

大阪市 平林土地区画整理株式会社 大阪府大阪市

こうべし はまやまちくまちづくりきょうぎかい ひょうごけんこうべし

神戸市 浜山地区まちづくり協議会 兵庫県神戸市

ひろしまし えんこうばしふくげんのかい ひろしまけんひろしまし

広島市 猿猴橋復元の会 広島県広島市

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

26
国の重要伝統的建造物群保存地区である豊町御手洗地区
の保全と活用に取り組み、まちの魅力向上に貢献しまし
た。

36
猿猴橋復元と周辺地域のにぎわいの創出に貢献しまし
た。

24
高齢化が急速に進む地域にあっても、果敢に新しい事業
に挑戦し、生き生きとした地域づくりに貢献しました。

25
歴史的な街並み資源を活用し、調査・修景・整備・保
存・活用によるまちの魅力向上に貢献しました。

35
長年にわたり住民主体でまちづくりに取り組み、浜山地
区の活性化に大きく貢献しました。

まちづくりの専門家として、被災地の復興支援及び住民
主体のまちづくりの推進に貢献しました。

22
地域の特色を活かした花と緑によるまちづくりの提案・
支援を行い、住民間の交流促進に貢献しました。

34
全国で２例目の「会社施行」による土地区画整理事業で
地元雇用、地域活性化、環境負荷の軽減に貢献しまし
た。

【問い合わせ先】都市局まちづくり推進課　能勢、佐久間

33
建築協定の普及・啓発や景観まちづくりに等に長年携わ
り、住民主体のまちづくりに貢献しました。

23
花作りに意欲的な住民の活動を結集し、市内全域に渡る
広範囲かつ効率的な緑花に貢献しました。

32 災害に強い市街地の形成に貢献しました。

29
既成市街地における住環境の保全のため地区計画の実現
に貢献しました。

30
組合施行の土地区画整理事業を実施し、地域の活性化に
貢献しました。

31
みなとまち新潟の歴史を「まち歩きの仕掛け」で「伝
え・広め」て市の魅力向上に貢献しました。

18
組合土地区画整理を活用したまちづくりによる「健康都
市　尾張旭」の実現に貢献しました。

28
深谷台地域でのエリアマネジメントを積極的に推進し、
地域課題の解決に貢献しました。

17
緑溢れる高台に住宅地、安心・安全・快適なまちづくり
に貢献しました。

20
地域社会への情報発信と調和のとれたまちづくりに貢献
しました。

27
土地区画整理事業及び地区計画策定を推進するとともに
地域のまちづくりに貢献しました。

かながわけんよこはまし

神奈川県横浜市
よこはまし

横浜市

19
高速道路と地域とを繋ぐ新たな交流拠点の形成に貢献し
ました。

21


