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令和元年１１月２２日

令和元年度の「手づくり郷土賞」に決定！
～水郷の花嫁さんは船で行く（新潟市江南区：横越コミュニティ協議会）～
国土交通省では、
社会資本と関わりをもつ地域づくりの優れた取組を推進するため、
今年度の
「手
づくり郷土（ふるさと）賞」（国土交通大臣表彰）として、２４件（一般部門２０件、大賞部門４
件）の優れた取組を選定しました。
このたび、一般部門において当事務所管内から、阿賀野川～満願寺閘門～小阿賀野川～豪農の館
北方文化博物館を巡る『嫁入り船復活プロジェクト「水郷の花嫁さんは船で行く」（活動団体：新
潟市江南区横越コミュニティ協議会）』が選定されました。
今後、地方整備局を通じて認定証の授与式が行われます。授与式の日程等については、改めて地
方整備局等のホームページでお知らせします。
また、「手づくり郷土賞」に選定された取り組みの中からグランプリを決める「手づくり郷土賞
受賞記念発表会～グランプリ２０１９～」が、令和元年１２月１４日（土）東京で開催されます。
なお、全国の選定結果及びグランプリの開催については、国土交通省本省のホームページでも同
時発表されています。
【一般部門】
選定案件名：嫁入り船復活プロジェクト「水郷の花嫁さんは船で行く」
選定団体名：横越コミュニティ協議会

阿賀野川満願寺閘門から小阿賀野川に
入る嫁入り船
（写真コンテスト：小阿賀花嫁大賞）
同時発表記者クラブ
新潟県政記者クラブ
新県政記者クラブ

小阿賀野川を下る嫁入り船
（写真コンテスト：入選作品）

【問い合わせ先】
国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所
副所長(技術) 保要 牧央
主任指導官
日野 充人
〒956-0032 新潟市秋葉区南町 14-28
電話 0250-22-2211(代)
http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/

令和元年度 手づくり郷土賞 選定結果

資料１

＜一般部門：２０件＞
No 地整等
1

都道
府県

応募者
市区町村

地域活動団体

社会資本
管理団体

北海道 函館市

函館湾岸価値創造プロジェクト
～地域遺産を活用した地域再生の取組～

函館湾岸価値創造プロジェクトチーム
（ＧＲＨＡＢＩＰ）

－

北海道 帯広市

帯広まちなか歩行者天国
～市民がつくり・市民が楽しみ・市民が支えるオビヒロホコテ
ン～

帯広まちなか歩行者天国実行委員会

－

震災からの復興を世界へ発信！
～「ふくしま浜街道」を子供たちとともに～

特定非営利活動法人ハッピーロード
ネット

－
－

北海道
2

応募案件名

3

東北

福島県

4

北陸

新潟県 新潟市

嫁入り船復活プロジェクト「水郷の花嫁さんは船で行く」

横越コミュニティ協議会

岐阜県 大垣市

水の都おおがき舟下り・たらい舟

特定非営利活動法人 大垣観光協会

大垣市

6

愛知県 岡崎市

川で遊び、川に学び、川と暮らす「おとがワ！ンダーランド」

おとがワ！活用実行委員会

岡崎市

7

京都府 綾部市

市民が守り育てるバラ園

綾部バラ会

－

大阪府 八尾市

久宝寺寺内町みんなで作る燈路まつり

久宝寺寺内町まちづくり推進協議会

－

奈良県 下市町

みんなで取り組む、薬草とハーブのむらづくり

平原区自治会 むらづくり委員会

山口県 防府市

佐波川の新しい空間 そして未来へ！
～小野水辺の楽校～

小野水辺の楽校空間利用を考える会

徳島県 徳島市

希少種保護をきっかけとした人工海浜への愛着心育成
～インフラ『愛』もあわせて造成～

沖洲海浜楽しむ会（沖楽会）

徳島県 三好市

地域の活動でよみがえった「祖谷」の襖絵からくり舞台

徳善襖絵からくり舞台実行委員会

13

香川県 宇多津町

人との繋がりを広め、古街の再生を
～うたづの町家とおひなさん～

うたづの町家とおひなさん実行委員会

14

福岡県 八女市

暮らしを継承する八女福島の町家再生と地域活性化

八女町家ねっと

15

長崎県 諫早市

高来町の魅力再発見！
～本明川干陸地の利活用～

特定非営利活動法人 拓生会

－

16

熊本県 熊本市

川で生まれて 川で育って 川で生きる
～水守のいる町 川尻 （緑川水系加勢川）～

加勢川開発研究会

－

17

熊本県 阿蘇市

道の駅を核とした地域振興
～道の駅の役割と住民とのネットワーク構築～

特定非営利活動法人 ASO田園空間
博物館

18

大分県 中津市

山国川奇譚
～鶴市花傘鉾神事保存・伝承事業～

鶴市花傘鉾保存振興会

19

宮崎県 西都市

記紀の道
～地域の宝をつなぎ心を育む～

妻北地域づくり協議会

沖縄県 国頭村

やんばる奥川の自然環境共生型地域づくり

国頭村 奥区

5

いわき市～新地町

中部

8

近畿

9
10

中国

11
12

四国

九州

20

沖縄

下市町
－
徳島県
－
宇多津町
八女市

阿蘇市
－
西都市
－

＜大賞部門：４件＞
No 地整等

都道
府県

市区町村

応募案件名
※（ ）は一般部門等の受賞年度

応募者
地域活動団体

社会資本
管理団体

1

東北

福島県 会津若松市

通りの地域資源を活かした｢大正浪漫調｣のまちづくり
（平成14年度）

七日町通りまちなみ協議会

2

関東

長野県 長野市

城下町松代に学び、城下町松代を育む
（平成18年度）

松代文化財ボランティアの会

長野市

3

中部

三重県 伊勢市

『船参宮の再興が過疎地域を担う』
（平成25年度）

特定非営利活動法人 神社みなとま
ち再生グループ

伊勢市

4

中国

山口県 山口市

もり・かわ・うみを育むふるさとの流域づくり
（平成17年度）

椹野川流域連携促進協議会

－

山口県・山口市
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ᩋ䜜䛯Ṋᑗ䛾ፉ䛜䛯䜙䛔⯚䛷ⴠ䛱䛾䜃䛯Ṕྐ䜢䜲䝯䞊䝆䛥䛫䜛䛂⯚ୗ
䜚䛃䜔䛂䛯䜙䛔⯚䛃య㦂⯪䜢ᐇ䛩䜛䛺䛹䚸䛾㒔ᕷ䛻䛺䛔⊂⮬ᛶ䜢
ᣢ䛳䛯ྲྀ⤌䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᕷෆ䛾ほගྡᡤ䛂ᇉᇛ䛃䜔䜰䝙䝯
䛾⯙ྎ䛸䛾㐃ᦠ䜢ᅗ䜚䚸ᕷෆ䜈ᖺ㛫160ே䛾ほගᐈㄏ⮴䛩䜛䛺䛹ຠ
ᯝ䛜ฟ䛶䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
ᒸᓮᕷ⾤୰ᚰ㒊䜢ὶ䜜䜛୍⣭Ἑᕝஎᕝ䛿䚸Ỉᴗ䛻䜘䛳䛶༢ㄪ䛺
Ἑᕝᬒほ䛸䛺䜚䚸ᕝ㐟䜃䜒䛺䛟䛺䜚䚸ᚎ䚻䛻䜟䜜䛺䛔✵㛫䛸䛺䛳䛶䛔
䛯䚹ᖹᡂ27ᖺᗘ䛻Ỉ㎶✵㛫䛾㛤Ⓨ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯⎔ቃᩚഛ䛻䛒䜟䛫
䛶䚸ᖹᡂ28ᖺᗘ䛛䜙ᕷẸ䞉Ẹ㛫ᴗ⪅䛜యⓗ䛻Ỉ㎶✵㛫䜢ά⏝䛩
䜛♫ᐇ㦂䛂䛚䛸䛜䝽䟿䞁䝎䞊䝷䞁䝗䛃䛜ጞ䜎䛳䛯䚹䛣䛾♫ᐇ㦂䛻䜘䜚䚸
ᴗ⪅䞉ᅋయ䛸㐃ᦠ䛧䛯≀㈍䜔ほග⯪䚸䜹䝚䞊䜲䝧䞁䝖䛺䛹䛾Ỉ㎶䛾ከ
ᙬ䛺䜲䝧䞁䝖䛻䜘䜚䚸ᖺ㛫7000ே䛾᮶ሙ⪅䜔䚸᪥ᖖⓗ䛺Ἑᕝ⏝⪅䜢
ቑ䜔䛩ຠᯝ䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே ᇉほග༠

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
䛚䛸䛜䝽䟿 ά⏝ᐇ⾜ጤဨ

ˋԧΨ࠰ࡇ ↔ⅾ↹ᣂםចⅨɟᑍᢿᧉⅩ ᢠܭకˑಒᙲ≋μ≕≓ˑ≌
䠪䡋䠊㻣

ᕷẸ䛜Ᏺ䜚⫱䛶䜛䝞䝷ᅬ
ᕷẸ䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾ᐃసᴗ

䠄ி㒔ᗓ䞉⥤㒊ᕷ䠅

䠪䡋䠊㻤

䠄㜰ᗓ䞉ඵᑿᕷ䠅

ஂᐆᑎᑎෆ⏫䜏䜣䛺䛷స䜛⇠㊰䜎䛴䜚

㏆㞄ᗂඣᅬ䛾ᩓṌ䜔㐲㊊䛻䜒⏝

ᑠᏛ⏕䛸䛾Ỉ㊰䛾ᤲ㝖

Ỉ㊰䛾ᶫ䛻୪䜉䛯⇠⡲

䠘άືෆᐜ䠚
⥤㒊ᕷไ⾜60࿘ᖺグᛕᴗ䛸䛧䛶䛂⥤㒊䝞䝷ᅬ䛃㛤ᅬ䚹䝞䝷ᅬ䜢⥅
⥆䛧䛶⟶⌮㐠Ⴀ䛩䜛䛂⥤㒊䝞䝷䛃䛜タ❧䛥䜜䛯䚹Ⓩ㘓䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛻
䜘䜚㝖ⲡ䜔ⰼ䜺䝷䜏➼䜢ẖ㐌ᐇ䛩䜛䚸䛸ኟ䛾ᖺ2ᅇ䚸䝞䝷䜎䛴
䜚䜢㛤ദ䚹⌧ᅾ䚸120✀㢮䞉1,200ᮏ䛾䝞䝷䛜ဏ䛔䛶䛚䜚䚸௧ඖᖺ
䛾䝞䝷䜎䛴䜚䛻䛿79,096ே䛾ධሙ⪅䛜䛒䛳䛯䚹ᅬෆ䛾䝞䝷䛾䜸䞊䝘䞊
䛻䛺䛳䛶䜒䜙䛖䛂䝞䝷䛾䜸䞊䝘䞊ไᗘ䛃䜔⮬Ꮿ䛷䝞䝷ᅬ䜢㛤ᅬ䛩䜛ᡤ䛻
䛿䛂䝣䝺䞁䝗䜺䞊䝕䞁䛃䛻ㄆᐃ䛩䜛䛺䛹䚸ⰼ䛸⥳䛒䜅䜜䜛䜎䛱䛵䛟䜚䛾୍
⩼䜢ᢸ䛳䛶䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
ᑎෆ⏫䛿Ṕྐ㈨※䜔䜎䛱䛺䜏䚸Ỉ㊰䚸⎔䜒୍㒊ᙜ䛾䜎䜎ṧ䛳䛶
䛚䜚䚸䛭䜜䜙䛾ᬒほ䛺䛹Ⰻ䛥䜢ሗⓎಙ䛩䜛䛯䜑䚸ᙜヱ༠㆟䜢❧䛱
ୖ䛢䚸⇠㊰䜎䛴䜚䛺䛹ᵝ䚻䛺άື䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹ẖ᭶1ᅇ䛾Ύᤲάື
䛾䚸⇠㊰䜎䛴䜚䛾๓䛻䛿䚸ᆅඖ䛾ᑠ䞉୰Ꮫ⏕䛸㐨㊰䜔⎔䚸Ỉ㊰
䛾ⲡᘬ䛝䞉Ύᤲ䜢ᐇ䚹⇠㊰䜎䛴䜚䛷䛿䛭䛾㐨㊰䜔Ỉ㊰䛻䜏䜣䛺䛷
⇠⡲䛾㣭䜚䛡䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛴䜚䛾つᶍ䜒ᖺ䚻䛝䛟䛺䜚䚸᮶ሙ⪅
ᩘ䛿➨1ᅇ䜢㛤ദ䛧䛯䛻1,000ே䛰䛳䛯䛜䚸ᖺ➨9ᅇ䛾ᐇ⦼䛿
7,000ே䜢㉸䛘䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
⥤㒊䝞䝷

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ஂᐆᑎᑎෆ⏫䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍༠㆟

䠪䡋䠊㻥

䠄ዉⰋ┴䞉ୗᕷ⏫䠅

䜏䜣䛺䛷ྲྀ䜚⤌䜐䚸⸆ⲡ䛸䝝䞊䝤䛾䜐䜙䛵䛟䜚

┴㐨ἢ䛔䛻᳜䛘䛯䝝䞊䝤䛾䜏ྲྀ䜚

ఫẸཧຍ䛷ᘓタ䛥䜜䛯䝢䝄䝝䜴䝇

䠪䡋䠊㻝㻜

䠄ᒣཱྀ┴䞉㜵ᗓᕷ䠅

బἼᕝ䛾᪂䛧䛔✵㛫 䛭䛧䛶ᮍ᮶䜈䟿
䡚ᑠ㔝Ỉ㎶䛾ᴦᰯ䡚

Ỉ㎶䛾ᴦᰯ䜸䞊䝥䝙䞁䜾

௧ඖᖺ 䛣䛔䛺䛜䛧

䠘άືෆᐜ䠚
ᖹཎᆅ༊䛿Ụᡞ௦䛛䜙䚸⸆ⲡ᱂ᇵ䛜┒䜣䛺㞟ⴠ䛷䛒䛳䛯䛜䚸ேཱྀ
ῶᑡ䞉ᑡᏊ㧗㱋䛜㐍䜏䚸⸆ⲡ⏿䜒⪔సᨺᲠᆅ䛸䛺䛳䛶䛔䛯䚹䛭䛣䛷䚸
ఫẸ୍䛸䛺䛳䛶䚸䜒䛖୍ᗘάẼ䛾䛒䜛䜐䜙䛵䛟䜚䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䜢Ỵ
ᚰ䚹┴㐨ἢ⥺䜢୰ᚰ䛻⪔సᨺᲠᆅ䛷䛾䝝䞊䝤䜔ⰼ䜢᳜᱂䚹䛭䛾䝝䞊
䝤䛾᱂ᇵ䞉✭䞉ຍᕤ䛷⪔సᨺᲠᆅ䛾ゎᾘ䚸ⰼ➼䛻䜘䜛㐨㊰ᬒほ䛾ྥ
ୖ䚸᪂䛯䛺≉⏘ရ䛜ฟ䛥䜜䚸㛤ᗑ䛧䛯䝢䝄䝝䜴䝇䛿ẖᅇ⣙160ᯛ䛾
䝢䝄䛜䜚ษ䜜䜛䜋䛹䛾᮶ᗑ䛜䛒䜚䚸άẼ䛸㈰䜟䛔䛾ฟ䛺䛹䚸┴㐨
䜢୰ᚰ䛻ᆅᇦ䛵䛟䜚䛜㐍䜣䛷䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
ᑠ㔝Ỉ㎶䛾ᴦᰯ䛾ᘓタ๓䛿䚸ᕝ䛻ぶ䛧䜐άື䜢⾜䛔䚸ᘓタ䛻ᙜ䛯䛳䛶
䛿䛹䜣䛺Ỉ㎶䛾ᴦᰯ䛜䛔䛔䛛ᥦ䛧䚸ᡂᚋ䛿⥔ᣢ⟶⌮䜒ྵ䜑䚸ᖺ
㛫䜢㏻䛨䛶ᴦ䛧䜑䜛䜘䛖䛺άື䜢䛡䛶䛔䜛䚸ᑠ୰Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛻䛧
䛯㜵⅏άື䛻䜒ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹ᖹᡂ20ᖺ䜘䜚䛂䛣䛔䛺䛜䛧䛃䜢ᆅඖ⮬
䛸⥅⥆䛧䛶ᐇ䛧䛶䛝䛯⤖ᯝ䚸SNS䜢㏻䛨䛶ᗈ䛟ㄆ▱䛥䜜䚸䝇䝍䝑䝣
300ே䚸᮶ሙ⪅ᩘ15,000ே䛜㞟䜎䜛୍䜲䝧䞁䝖䜈䛸ᐃ╔䛧䚸JAᒣཱྀ
┴䛾䜹䝺䞁䝎䞊䛻㜵ᗓᕷ䜢௦⾲䛩䜛㢼ᬒ䛸䛧䛶᥇⏝䛥䜜䜛䛺䛹䚸㒓ᅵ
ឡ䛾㔊ᡂ䛻䜒㈉⊩䛧䛶䛔䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ᖹཎ༊⮬䜐䜙䛵䛟䜚ጤဨ

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ᑠ㔝Ỉ㎶䛾ᴦᰯ✵㛫⏝䜢⪃䛘䜛

䠪䡋䠊㻝㻝
䠄ᚨᓥ┴䞉ᚨᓥᕷ䠅
ᕼᑡ✀ಖㆤ䜢䛝䛳䛛䛡䛸䛧䛯ேᕤᾏ䜈䛾ឡ╔ᚰ⫱ᡂ
䡚䜲䞁䝣䝷䛄ឡ䛅䜒䛒䜟䛫䛶㐀ᡂ䡚

ᑠᏛᰯ䛾య㦂Ꮫ⩦䛷㔝እ䛷䛾
⏕䛝≀ㄪᰝ䛾ᵝᏊ

ᾏ䜢ᴦ䛧䜐┠ⓗ䛷㛤ദ䛧䛶䛔䜛
䛂ほᐹ䛃

䠪䡋䠊㻝㻞

䠄ᚨᓥ┴䞉୕ዲᕷ䠅

ᆅᇦ䛾άື䛷䜘䜏䛜䛘䛳䛯䛂♽㇂䛃䛾〼⤮䛛䜙䛟䜚⯙ྎ

༙ୡ⣖䜆䜚䛻ά䛧䛯〼⤮䛛䜙䛟䜚

ᐇ⾜ጤဨタ❧䛛䜙⥅⥆ⓗ䛻
⾜䛳䛶䛔䜛㐨㊰Ύᤲάື

䠘άືෆᐜ䠚
ἈὪேᕤᾏ䛾䛂ᾏ⏝䛃䛸䛂ᕼᑡ✀ಖㆤ䛃䛾୧❧䛸䛔䛖ㄢ㢟䜢ゎỴ
䛩䜛䛯䜑䚸䛂ἈὪᾏᴦ䛧䜐䛃䜢タ❧䚹ᖹᡂ21ᖺ䛛䜙⌧ᅾ䛻⮳䜛䜎䛷
ᆅඖᑠᏛᰯ➼䛸ᆅᇦ䛾୰䛷ᾏ䜢䛹䛖䛧䛶䛔䛟䛛䜢⪃䛘䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸
䛧䛯ᾏ䜢⌮ゎ䛩䜛䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ䠄ᖺ䛿䚸⣙160ே䛜ཧຍ䠅䚹䜎
䛯䚸ᖹᡂ22ᖺ䛛䜙ᖺ4ᅇ䚸ᾏ䜢ᴦ䛧䜐┠ⓗ䛷ほᐹ䜢㛤ദ䛧䚸ᆅᇦ
እ䛾ே䜈ᾏ䜢ㄆ▱䛧⌮ゎ䜢῝䜑䛶䜒䜙䛖άື䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸ᾏ䛾
⏕䛝≀䜢▱䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᾏ䛷㐟䜃ᴦ䛧䜐䛣䛸䛷ᛮ䛔ฟ䜢స䜚䚸ឡ╔
䜢䛿䛠䛟䜐άື䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
༙ୡ⣖๓䛻㏵⤯䛘䛶䛧䜎䛳䛯䛂♽㇂䛃䛻ఏ䜟䜛ఏ⤫ⱁ⬟䛂〼⤮䛛䜙䛟䜚䛃
䜢ά䛥䛫䜛䛯䜑䚸ᖹᡂ16ᖺ䛻〼⤮䛾ಟ䜔⯙ྎ䛾〇స䚸᧯స⦎⩦
➼䜢㛤ጞ䛧䚸ᖹᡂ19ᖺ ⡿ᅜ䝎䝹䝈ᕷ䛾ゼၥᅋ䛾᮶ゼ䛻ྜ䜟䛫䛶ά
බ₇䜢⾜䛔䚸ᡂຌ䜢⣡䜑䛯䚹ά䛧䛯〼⤮䛛䜙䛟䜚䜢ᚋୡ䛻ᘬ䛝⥅䛠
䛯䜑䚸ᖹᡂ20ᖺ䛻ᐇ⾜ጤဨ䜢⤖ᡂ䛧䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛷බ₇䜢ẖᖺ2ᅇ
⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸⯙ྎ䛾䜰䜽䝉䝇㐨㊰䜈䛾ෆ┳ᯈ䛾タ⨨䜔Ύᤲάື䚸
ᶞᮌఆ᥇䜢⥅⥆ⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸ᩘྡ䛛䜙ጞ䜑䛯άື䛾㍯䛜ᆅᇦయ
䠄ဨ50ྡ䠅䜈ᗈ䛜䛳䛶䛔䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ἈὪᾏᴦ䛧䜐䠄Ἀᴦ䠅

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ᚨၿ〼⤮䛛䜙䛟䜚⯙ྎᐇ⾜ጤဨ

ˋԧΨ࠰ࡇ ↔ⅾ↹ᣂםចⅨɟᑍᢿᧉⅩ ᢠܭకˑಒᙲ≋μ≕≓ˑ≌
䠪䡋䠊㻝㻟

䠄㤶ᕝ┴䞉Ᏹከὠ⏫䠅

ே䛸䛾⧅䛜䜚䜢ᗈ䜑䚸ྂ⾤䛾⏕䜢
䡚䛖䛯䛵䛾⏫ᐙ䛸䛚䜂䛺䛥䜣䡚
⏫୪䜏䜢ᙬ䜛㣭䛿ẖᖺᕤኵ䜢
㔜䛽䚸᮶ゼ⪅䜢ᴦ䛧䜎䛫䛶䛔䜛

䠪䡋䠊㻝㻠

䠄⚟ᒸ┴䞉ඵዪᕷ䠅

ᬽ䜙䛧䜢⥅ᢎ䛩䜛ඵዪ⚟ᓥ䛾⏫ᐙ⏕䛸ᆅᇦάᛶ

ᆅඖ䛾Ꮚ䛹䜒㐩䜔ゼ䜜䛯ⓙ䛥䜣䛻
ᴦ䛧䜣䛷䜒䜙䛳䛶䛔䜛

ᅵቨሬ䜚య㦂Ꮫ⩦

㞮䛾㔛ඵዪ䜌䜣䜌䜚䜎䛴䜚

䠘άືෆᐜ䠚
Ᏹከὠ⏫䛻䛿Ṕྐ䛸㢼䛒䜛ྂ䛔⏫୪䜏䛜ṧ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸⪁ᮙ
䜔✵䛝ᐙ䛾ቑຍ䛜ၥ㢟䛸䛺䛳䛯䚹䛭䛣䛷䚸ᆅᇦ䛻ᬽ䜙䛩ఫẸ䛜䜂䛺ே
ᙧ䜢㣭䜛⾜䜢⾜䛔䚸᮶ゼ⪅䜢䛚䜒䛶䛺䛧䛩䜛䛯䜑䚸ᖹᡂ16ᖺ䛻ᐇ⾜
ጤဨ䜢タ❧䚹ᙜึ䛿䚸䜂䛺ேᙧ䜢ᒎ♧䛩䜛䜲䝧䞁䝖䛰䛳䛯䛜䚸ᑠᏛ⏕
䛾୕⥺₇ዌ䜔✵䛝ᐙ䜔✵ᆅ䛾ά⏝䚸Ꮫ⏕䛻䜘䜛ྂ⾤䝬䝹䝅䜵
➼䚸ᵝ䚻䛺㐃ᦠ䛾䝥䝷䝑䝖䝩䞊䝮䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹➨1ᅇ䛾ᖹᡂ16ᖺ䛿᮶
ゼ⪅3༓ே䛰䛳䛯䛜䚸16ᅇ┠䛾ᖹᡂ31ᖺ䛻17༓ே䚸⣙5.7ಸ䜎䛷ቑ
ຍ䚹Ꮨ⠇䛾⾜䛸䛧䛶ᐃ╔䛧䛶䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
H3ᖺ䛾ྎ㢼⿕ᐖ䜢䛝䛳䛛䛡䛻ᕷẸᅋయ䜢Ⓨ㊊䛥䛫䚸⏫୪䜏ಖᏑάື
䜢㛤ጞ䛧䛯䚹ඵዪᕷ䛷䛿H7ᖺᗘ䛻䛂⾤䛺䜏⎔ቃᩚഛᴗ䛃䛜㛤ጞ䛧䚸
H14ᖺ䛻㔜ఏᘓᆅ༊䛻㑅ᐃ䜢ཷ䛡䚸ಖᏑάື䛜ຍ㏿䛧䛯䚹⣙230Ჷ䛾
ᐙᒇ䛾ಟ⌮⏕䜔✵䛝ᐙ⏕䜢㏻䛨䛶䚸ὶேཱྀ䞉㞠⏝䛾ᣑ䛸ᆅᇦ
䛾άᛶ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹ఏ⤫ᘓ⠏ᢏ⾡䛾⫱ᡂ⥅ᢎ䜔ఏ⤫⏘ᴗ䛸
䛾㐃ᦠ䛧䛯䜲䝧䞁䝖䛜⾜䜟䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᆅ༊ෆ⣙䠎䠏䠌
Ჷ䛾ෆ䚸䠍䠏䠓Ჷ䛾ಟ⌮⏕ᴗ䛜䛧䚸Ⰻዲ䛺⏫୪䜏䛾ᬒほᙧᡂ
䛻䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
䛖䛯䛵䛾⏫ᐙ䛸䛚䜂䛺䛥䜣ᐇ⾜ጤဨ

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ඵዪ⏫ᐙ䛽䛳䛸

䠪䡋䠊㻝㻡

㧗᮶⏫䛾㨩ຊⓎぢ䟿
䡚ᮏ᫂ᕝᖸ㝣ᆅ䛾ά⏝䡚

‶㛤䛾䝁䝇䝰䝇䠄10᭶䠅

䠄㛗ᓮ┴䞉ㅋ᪩ᕷ䠅

Ύᤲάື䠄ᮏ᫂ᕝ䠅

䠪䡋䠊㻝㻢

䠄⇃ᮏ┴䞉⇃ᮏᕷ䠅

ᕝ䛷⏕䜎䜜䛶 ᕝ䛷⫱䛳䛶 ᕝ䛷⏕䛝䜛
䡚ỈᏲ䛾䛔䜛⏫ ᕝᑼ 䠄⥳ᕝỈ⣔ຍໃᕝ䠅䡚

⥳ᕝ䛾᪥ ⎔ቃᏛ⩦

ఏ⤫⁺ἲ䛾ಖᏑ䞉ఏᢎ

䠘άືෆᐜ䠚
ㅋ᪩‴ᖸᣅᴗ䛻䜘䜚ฟ䛥䜜䛯400ha௨ୖ䛾ᖸ㝣ᆅ䛻䛚䛔䛶䛂Ꮚ౪
䛯䛱䛜ᑗ᮶䜒䛣䛾ᆅ䛻ఫ䜏⥆䛡䛯䛔䛸ᛮ䛘䜛䜘䛖䛺㨩ຊ䛒䜛ᆅᇦ䜢䛴䛟
䜚䛯䛔䛃䛸䛔䛖ᛮ䛔䜢ᇶ䛻H18ᖺ䜘䜚άື䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹ᆅᇦఫẸ䜢
ᑐ㇟䛻ㅋ᪩‴ᖸ㝣ᆅ䛚䜘䜃⎔ቃಖ䛻㛵䛩䜛άື䚸Ỉ㉁ಖάື➼
䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹ᖺ䛻4ᅇ⛬䚸ᮏ᫂ᕝὶᇦ䛾ఫẸ䜢䜃䛛䛡䚸⣙1200ྡ
䛜Ύᤲάື䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᙜᅋయദ䛾䛂300ᮏ䛾䝁䝇䝰䝇䜎
䛴䜚䛃䛿䚸ᖺᗘ䛷⣙21,000ྡ䛾᮶ゼ⪅ᩘ䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛾㈰䜟䛔ฟ䚸
ᆅᇦάᛶ䛻䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
䛂䛚ᖺᐤ䜚䛻⏕䛝䛜䛔䚸㟷ᖺ䛻䜔䜚䛜䛔䚸Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛿ᛮ䛔ฟ䛵䛟䜚䛃
䜢䝰䝑䝖䞊䛸䛧䚸ே䛸⮬↛䛸䛾㛵䜟䜚䛾⏕䜒ど㔝䛻䚸ᖜᗈ䛔ᖺ௦ᒙ䛾
᪉䚻䛜ཧຍ䛷䛝䜛ᴗ䜔䜲䝧䞁䝖䜢䚸S63ᖺ䜘䜚ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹ᙜᅋయ
䛿䚸Ꮚ౪䜢୰ᚰ䛻ᕝ⁺䛾㠃ⓑ䛥䜔Ỉ䛾ษ䛥䚸ᛧ䛥䜢ᩍ䛘䛶䛚䜚䚸ල
యⓗ䛻䛿䛂㛮㛛࿘㎶䜢䝣䜱䞊䝹䝗䛸䛧䛯⎔ቃᏛ⩦䛃䚸䛂ఏ⤫⁺ἲ➼䜢ྵ䜑
䛯⯚㐠䛾ఏᢎ䛃䚸䛂ἙᕝΎᤲάື䛃䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹ఏ⤫ᩥ䛾⥅ᢎ䜔ᖜ
ᗈ䛔ୡ௦䛾ே䚻䛜ᴦ䛧䜑䜛ሙᡤ䛾ฟ䛻䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே ᣅ⏕

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ຍໃᕝ㛤Ⓨ◊✲

䠪䡋䠊㻝㻣
䠄⇃ᮏ┴䞉㜿⸽ᕷ䠅
㐨䛾㥐䜢᰾䛸䛧䛯ᆅᇦ⯆
䡚㐨䛾㥐䛾ᙺ䛸ఫẸ䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䡚

ಖ⫱ᅬඣ䛸㐃ᦠ䛧䛯䝩䝍䝹䛾ᨺὶ

ᆅᇦᩓ⟇䜲䝧䞁䝖

䠪䡋䠊㻝㻤

䠄ศ┴䞉୰ὠᕷ䠅

ᒣᅜᕝወ㆓
䡚㭯ᕷⰼച㖝⚄ಖᏑ䞉ఏᢎᴗ䡚

ⰼച㖝䛾⾜ิ

ᒣᅜᕝἙᕝᩜ䛾ⲡส䜚సᴗ

䠘άືෆᐜ䠚
㐨䛾㥐䜢᰾䛸䛧ᆅᇦ㈨※䛾ಖ䡡⥅ᢎ䛾ྲྀ⤌䜢⾜䛔䚸ᕷෆ䛻Ⅼᅾ䛩䜛
90䛾⮬↛䜔ᘓ㐀≀䛺䛹䛾ᆅᇦ㈨※䜢䛂䝃䝔䝷䜲䝖䛃䛸䜘䜃䚸H18ᖺ䜘䜚
ᴗ䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛䚹䛂ᆅᇦ㈨※䛾⥔ᣢ⟶⌮䞉Ύᤲཬ䜃ᆅ㟈➼⅏ᐖ䛾
ᪧసᴗ䛃䚸䛂ᆅᇦ㈨※䜢⤂䛩䜛䜲䝧䞁䝖䛾㛤ദ䛃䚸䛂䝔䞊䝬ᛶ䛾䛒䜛
ᩓ⟇䞉࿘㐟䝹䞊䝖䛾ᵓ⠏䛃䛂ᆅሙసᴗ䜢ά䛛䛧䛯භḟ⏘ᴗ䛾䝃䝫䞊
䝖䛃➼䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹⃭ῶ䛧䛯䝩䝍䝹䛾ά䜔⿕⅏䛧䛯⚄♫㛶䛾ᪧ
➼䛾45௳䛾ᡂᯝ䛜ฟ䛶䛚䜚䚸ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱⥔ᣢ䛻䜒䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
ᙜ䛷䛿䠍䠍䠏䠑ᖺ䜘䜚⥆䛟䛂㭯ᕷⰼച㖝⚍䛃䜢ᣲ⾜䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾⚄
䛷䛿ẕᏊ䛾㟋䜢៘䜑䜛䛸䛸䜒䛻✐㇏✨䜢㢪䛖⾜䛸䛧䛶Ỉཷ┈ᆅ
ᇦ䜢Ⰽ㩭䜔䛛䛻㣭䜙䜜䛯ⰼച㖝䛜ิ䜢䛺䛧䛶⣙40km䜢ᕠ⯟䛧䛶䛔䜛䚹
S46ᖺ䛻Ⓨ㊊䛥䜜䚸⚍๓䛻䛿ሙ䛷䛒䜛ᒣᅜᕝἙᕝᩜ䛾ⲡส䜚
䜔Ύᤲ⨾άື䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹⚍➼䜢㏻䛧䛶䚸ᆅᇦ䛻ྂ䛟䛛䜙⥅ᢎ䛥
䜜䛶䛔䜛Ẹⱁ⬟䛾㨩ຊ䜔䚸Ỉ䞉Ỉ䛾ᙺ䛸㔜せᛶ䜢ఫẸ䜈ఏ䛘䚸
䜅䜛䛥䛸䜢ឡ䛩䜛ᚰ䛾㔊ᡂ䛸ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾ᙧᡂ䛻ᐤ䛧䛶䛔䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே 㻭㻿㻻⏣ᅬ✵㛫༤≀㤋

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
㭯ᕷⰼച㖝ಖᏑ⯆

ˋԧΨ࠰ࡇ ↔ⅾ↹ᣂםចⅨɟᑍᢿᧉⅩ ᢠܭకˑಒᙲ≋μ≕≓ˑ≌
䠪䡋䠊㻝㻥

グ⣖䛾㐨
䡚ᆅᇦ䛾ᐆ䜢䛴䛺䛞ᚰ䜢⫱䜐䡚

グ⣖䛾㐨ἢ䛔䛻ὶ䜜䜛䛂㐂ึᕝ䛃

䠄ᐑᓮ┴䞉す㒔ᕷ䠅

ᆅඖ୰Ꮫ⏕䛻䜘䜛ᙼᓊⰼ䛾᳜᱂

䠪䡋䠊㻞㻜

䠄Ἀ⦖┴䞉ᅜ㢌ᮧ䠅

䜔䜣䜀䜛ዟᕝ䛾⮬↛⎔ቃඹ⏕ᆺᆅᇦ䛵䛟䜚

ዟᕝ㩾䛾䜌䜚⚍䜚䛾ᵝᏊ

䜰䝴ᨺὶ䛾ᵝᏊ

䠘άືෆᐜ䠚
す㒔ཎྂቡ⩌䛸୰ᚰᕷ⾤ᆅ䜢⤖䜃⚄ヰ䛻䜎䛴䜟䜛ఏᢎᆅ䜢ᕠ䜛䛂グ
⣖䛾㐨䛃䛻䛚䛡䜛⮬↛ᬒほ䛾ಖཬ䜃ฟ䚸ᬑཬၨⓎ䞉ேᮦ⫱ᡂάື
➼䜢୰ᚰ䛸䛧䛶䛔䜛䚹H25ᖺ䜘䜚άື䛧䛶䛚䜚䚸ලయⓗ䛻䛿ᩓ⟇䝬䝑䝥
䜔䝃䜲䞁䛾〇స䚸䛂グ⣖䛾㐨䛃䜢Ṍ䛣䛖䚸ᑠᏛ⏕䛻䜘䜛ఏᢎᆅ䛾䝽䞁
䝫䜲䞁䝖䜺䜲䝗䚸ྂ௦⡿䛾᱂ᇵ䚸䜽䝸䞊䞁άື䚸ⰼ䛾᳜᱂䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
ᑠᏛ⏕ཧຍ䛾䜲䝧䞁䝖䛜ከ䛟䚸ᆅᇦᛶ䜢ษ䛻䛧䛯㐨䛵䛟䜚䜢ᐇ㊶䛧䛶
䛔䜛䚹䛣䛾άື䜢㏻䛧䛶䚸ᆅᇦ䛻ṧ䜛ᐆ䛾౯್䛜ㄆ㆑䛥䜜ᆅᇦ䜈䛾
ឡ╔䛜⫱䜎䜜䛶䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
Ἀ⦖ᮏᓥ᭱➃䛾㞟ⴠ䛷ேཱྀῶᑡ䜔㧗㱋➼䛾ၥ㢟䛜䛒䜛୰䚸ᆅᇦ
䜢┒䜚ୖ䛢䛶䛔䛣䛖䛸ᆅᇦఫẸ䛜୰ᚰ䛸䛺䜚άື䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹ዟᕝ䛷
䛿ᖺ䠏䠌ᅇ┠䛾䛂䛣䛔䛾䜌䜚⚍䜚䛃㛤ദ䛧䚸⣙䠏ே䛜᮶ሙ䛧䛯䚹ేタ
䛩䜛ᐟἩタ䜔䝺䝇䝖䝷䞁➼䜒ᩚഛ䛥䜜䚸ከ䛟䛾┴Ẹ䛻ぶ䛧䜎䜜䜛Ἑᕝ
䛸䛺䛳䛯䚹
䜎䛯䚸ᨵಟᕤ䛻䜘䜚ኻ䜟䜜䛯⎔ቃ䜢ྲྀ䜚ᡠ䛭䛖䛸ᖹᡂ䠍䠕ᖺ䛻༠㆟
䜢タ⨨䛧Ἑᕝ䛾ᨵⰋ䛾䚸䝸䝳䜴䜻䝳䜴䜰䝴⛶㨶䛾ᨺὶ䜔䝬䞁䜾䝻䞊
䝤᳜ᯘ➼ ⮬↛⏕䛾ྲྀ⤌䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ጔᆅᇦ䛵䛟䜚༠㆟

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ᅜ㢌ᮧ ዟ༊

ˋԧΨ࠰ࡇ ↔ⅾ↹ᣂםចⅨٻចᢿᧉⅩ ᢠܭకˑಒᙲ≋≗ˑ≌
䠪䡋䠊㻝

䠄⚟ᓥ┴䞉ὠⱝᯇᕷ䠅

㏻䜚䛾ᆅᇦ㈨※䜢ά䛛䛧䛯䛄ṇᾉₔㄪ䛅䛾䜎䛱䛵䛟䜚

⇃⏫䠃᪥⏫䜑䛠䜚䛒䛔䝣䜵䝇䝍

᪥⏫㏻䜚䠄ୖ䝜༊䠅

䠪䡋䠊㻞

䠄㛗㔝┴䞉㛗㔝ᕷ䠅

ᇛୗ⏫ᯇ௦䛻Ꮫ䜃䚸ᇛୗ⏫ᯇ௦䜢⫱䜐

┿⏣㑰䛷䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䜺䜲䝗

䛂┿⏣ᐆ≀㤋䛷䛒䛭䜌䛃⏥ැయ㦂

䠘άືෆᐜ䠚
ᅜ䛻ඛ㥑䛡䛶ὠⱝᯇᕷᬒほ᮲䛜ไᐃ䛥䜜䚸᪥⏫㏻䜚䛷䛿䝺䝖
䝻䛺䜎䛱䛺䜏ᬒほ䜢ᇶ㍈䛸䛧䛯䜎䛱䛺䜏䛵䛟䜚䛜᥎㐍䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᆅᇦ
䛾≉ᛶ䛻ㄪ䛧䛯እほᩚഛ䚸✵䛝ᗑ⯒ᑐ⟇䚸ேᮦ⫱ᡂᴗ䛺䛹䜢ᐇ
䛧䚸㏻䜚య䛸䛧䛶䛂䛚䜒䛶䛺䛧䛾䜎䛱䠄ᆅᇦ䠅䛵䛟䜚䛃䜢㐍䜑䛶䚸㏻䜚䛾
㨩ຊྥୖ䛻ດ䜑䛯䚹ὠⱝᯇᕷ䛾ほගᣐⅬ䛸䛺䜚䚸⣙30ே䜒䛾ほ
ගᐈ䛜ゼ䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜎䛷䛻52㌺䛾ᘓ≀እほ䛾ಟᬒ䛜⾜䜟䜜䚸38
㌺䛾✵䛝ᗑ⯒ゎᾘ䛻䛴䛺䛜䜚䚸⌧ᅾ䛷䛿≀㈍ᴗ䚸㣧㣗ᴗ䚸䝃䞊䝡䝇ᴗ
䛺䛹䛾䠔䠍ᗑ⯒䛜❧ᆅ䛧䛶䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
ᩥ㈈䛾ᐆᗜ䛷䛒䜛㛗㔝ᕷᯇ௦⏫䛾Ṕྐⓗᘓ㐀≀䛻䛚䛔䛶ᖹᡂ12
ᖺ䛛䜙᮶ゼ⪅䛾᥋ᚅ䜔ෆ➼䜢㛤ጞ䚹䝪䝷䞁䝔䜱䜰䜺䜲䝗䛿ෆእ䛛䜙
㧗䛔ホ౯䜢ᚓ䛶ᐃ╔䛧䛶䛚䜚䚸ᖹᡂ30ᖺᗘ䛿ᘏ䜉8,215ே䛾άື䛻䜘
䜚⣙24,000ே䛾䜺䜲䝗䜢ᐇ䛧䛯䚹ᩥ㈈䛾ㄪᰝ䞉◊✲䜔䜺䜲䝗䝤䝑䜽
䛾సᡂ䚸䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛾㛤ദ䛺䛹ᘓ㐀≀➼䛾㨩ຊ䜢᥀䜚㉳䛣䛩άື
䛿䇾♫㈨ᮏ䜢ά䛛䛩䝋䝣䝖䇿䛸䛧䛶⏫య䛻Ἴཬ䛧䚸ᇛୗ⏫䜢㠃䛸䛧䛶
ά⏝䛩䜛䇾ᇛୗᅇ㐟ᆺ䇿䛻䝅䝣䝖䛩䜛䛺䛹ᯇ௦⏫䛾ᆅᇦ䛵䛟䜚䛻䛝䛟ᐤ
䛧䛶䛔䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
᪥⏫㏻䜚䜎䛱䛺䜏༠㆟

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
ᯇ௦ᩥ㈈䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾

䠪䡋䠊㻟

䠄୕㔜┴䞉ఀໃᕷ䠅

䛄⯪ཧᐑ䛾⯆䛜㐣ᆅᇦ䜢ᢸ䛖䛅

ᮌ㐀⯪䜏䛪䛝䛾㐠⾜

ỿἐ⯪䛾ᘬ䛝ୖ䛢సᴗ

䠪䡋䠊㻠

䠄ᒣཱྀ┴䞉ᒣཱྀᕷ䠅

䜒䜚䞉䛛䜟䞉䛖䜏䜢⫱䜐䜅䜛䛥䛸䛾ὶᇦ䛵䛟䜚

᳷㔝ᕝἙཱྀᖸ₲⏕άື2018

䝖䝶䝍䝋䞊䝅䝱䝹䝣䜵䝇2018

䠘άືෆᐜ䠚
ྂ䛟䛿䛚ఀໃཧ䜚䛾⋞㛵ཱྀ䛸䛧䛶㈰䜟䛳䛯䜏䛸䜎䛱⚄♫ 䛾⯆䜢┠
ⓗ䛻䚸ᮌ㐀⯪䜏䛪䛝㐠⯟䛻䜘䜛⯪ཧᐑ䜢⌧䛧䚸㐠⯟㛤ጞ䛛䜙10ᖺ௨
ୖ䛜⤒㐣䛧䛶ᆅᇦ㈨※䛸䛧䛶ᐃ╔䛧䛶䛔䜛䚹
䜎䛯䚸ᖹᡂ10ᖺ䛻70ᖺ䜆䜚䛻ά䛧䛯䚸ఏ⤫⾜䛷䛒䜛⠛ᓥ䛛䜙⯪
䛻䜘䜛ఀໃ⚄ᐑ䜈䛾䛂ᚚᖯ㪉䠄䛚䜣䜉䛰䛔䠅䛃䛾ዊ⣡䛿䚸ᮏᖺᗘ22ᅇ┠
䜢㏄䛘䚸䛾䜉⣙20,000ே䛾ᆅᇦఫẸ䛜ཧຍ䛧䛶䛔䜛䚹
᭦䛻䛿䚸䛂ᾏ䛾㥐䛃䜢ά⏝䛧䛯䛂㎮䛾ᕷ䛃䛾⥅⥆䜔䚸᪂䛯䛻⾜ᨻ䛸㐃ᦠ
䛧䛯ἲಀ␃⯪ᑐ⟇䜢⾜䛖䛺䛹άື䜢ᣑ䛧䛶䛔䜛䚹

䠘άືෆᐜ䠚
ᖹᡂ13ᖺ䛻※ὶᇦ䛾ಖ䛛䜙ጞ䜑䛯άື䛿䚸ୖ୰ୗὶᇦ䛾㐃ᦠ䞉༠
ാ䛻䜘䜛᳃ᯘᩚഛ䚸ἙᕝΎᤲ䚸ᖸ₲⏕➼䛾ὶᇦయ䛾⎔ቃಖά
ື䜈䛸ᒎ㛤䛧䚸๓ᅇཷ㈹䛧䛯H17ᖺ䛸ẚ㍑䛧䚸䜲䝧䞁䝖㛤ദᅇᩘ䛜ᖺ3
ᅇ䛛䜙24ᅇ䛻䚸ᖺ㛫ཧຍ⪅䜒4.5༓ே䛛䜙30༓ே䛻ቑຍ䛩䜛䛺䛹䚸ά
ື䜢Ⓨᒎ䛥䛫䛶䛝䛯䚹᭦䛻⎔ቃᏛ⩦䛾ᐇ䜔᪥ᮏ䝴䝛䝇䝁༠䛾ᮍ
᮶㑇⏘Ⓩ㘓䛺䛹⎔ቃಖ䞉⏕䛾άື䜢ᗈ䜑䜛ྲྀ⤌䜏䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䚸
┴ෆእ䛾ᴗ䛛䜙ຓᡂ䚸ᨭ䚸άື䜈䛾ཧຍ䠄12♫䠅䛻⧅䛜䜛䛺䛹䚸
άື䛿ὶᇦᅪ䜢㉸䛘䛶Ἴཬ䛧䛶䛔䜛䚹

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே ⚄♫䜏䛺䛸䜎䛱⏕䜾䝹䞊䝥

䠘ᆅᇦάືᅋయ䠚
᳷㔝ᕝὶᇦ㐃ᦠಁ㐍༠㆟
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参考資料２

国土交通大臣表彰 「手づくり郷土賞」とは
◆手づくり郷土賞の概要

地域の個性・魅力を創出し、良質な社会資本及びそれと関わりをもつ優
れた地域活動を広く募集・発掘し、これらを全国に広く紹介することにより、
個性あふれ活力ある郷土づくりに資することを目的として、昭和６１年度に
創設された国土交通大臣表彰制度。令和元年度で３４回目。
【一般部門】
はじめて受賞する団体を対象とした部門
【大賞部門】
過去に受賞した団体で、その後の活動が発展している団体を対象とした部門
（参考）手づくり郷土賞の過去の受賞案件は以下のURLに掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/

◆手づくり郷土賞選定委員会
有識者からなる手づくり郷土賞選定委員会により、幅広い観点から審査し
選定します。

手づくり郷土賞選定委員会（令和元年度）
委員長

鈴木 伸治

横浜市立大学国際教養学部 教授

委

員

秋田 典子

千葉大学大学院園芸学研究科 准教授

委

員

河野 まゆ子 株式会社ＪＴＢ総合研究所 主席研究員

委

員

関

委

員

平野 龍平

幸子

株式会社ローカルファースト研究所 代表取締役
富士急行株式会社 社長室アドバイザー
／一般財団法人コレゾ財団 代表理事

委

員

福井 恒明

法政大学デザイン工学部 教授

（敬称略）

