
 

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ４ 日 

総 合 政 策 局 公 共 事 業 企 画 調 整 課 

大臣官房公共事業調査室 

１２月１８日に「手づくり郷土
ふるさと

賞受賞記念発表会」を開催 

～令和２年度・令和３年度に受賞した全国各地の２７団体が活動を紹介～ 

 

社会資本と関わりをもつ地域づくりの優れた活動として、令和２年度は 12 月４

日に、令和３年度は 11 月 26 日に「手づくり郷土賞」（国土交通大臣表彰）を選定

しました。 

   ※受賞団体の活動の詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。 

    令和２年度：https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000251.html 

    令和３年度：https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000263.html 

 

今般、手づくり郷土賞に選定された優れた活動を広く紹介することにより、各地

で個性的で魅力ある郷土づくりに向けた取組が推進されることを目的に、「手づく

り郷土賞受賞記念発表会 2020-2021」を開催します。 

１．日時：令和３年 12 月 18 日（土）12 時 30 分～16 時 30 分（予定） 

（会場観覧受付：12 時 00 分～12 時 30 分） 

２．場所：東京国際交流館プラザ平成 ３階 国際交流会議場 

（東京都江東区青海 2-2-1） 

オンライン視聴は下記サイトから（申込み不要） 

https://tedukuri-furusato.jp 

３．内容：１）受賞団体による活動プレゼンテーション （別紙） 

２）ベストプレゼン賞の発表 

※プレゼンテーションは、当日会場で発表を行う「発表部門」と事前 

に撮影した動画を会場で放映する「動画部門」により実施 

４．取材：取材を希望される方は、当日（12/18）の 12 時 00 分から 12 時 30 分ま

での間に会場で申込み・受付をお願いします。 

 

 

国土交通省は、令和２年度及び令和３年度の「手づくり郷土賞」（国土交通大臣

表彰）に選定された団体による活動紹介を通じて全国に優れた取組が広がることを

目的に、「手づくり郷土賞受賞記念発表会 2020-2021」を 12 月 18 日に開催します。 

 会場観覧またはオンライン視聴によりご参加いただけます。 

○問い合わせ先 

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 武田、神野 

TEL 03-5253-8111（内線 24563、24535）、03-5253-8912（直通） FAX 03-5253-1551 

こちらからもアクセスできます→ 



時　刻

１２：３０ 開会挨拶、選考方法の説明

１２：４０ 第３５回（令和２年度）受賞団体によるプレゼンテーション

【発表部門】（１２団体）

1 北海道 奈井江町
大河石狩川に並ぶ、日本一の直線国道
～日本一の直線が紡ぐ地域の繋がりと次世代への思い～

特定非営利活動法人 日本一直線道まちづくり研究会

2 岩手県 盛岡市
盛岡市鉈屋町界隈
～盛岡町家と暮らしと文化がいきづく街並みの保存活用～

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

3 富山県 富山市
市民が守る育てる呉羽丘陵
～持続可能な里山再生への取組み～

特定非営利活動法人 きんたろう倶楽部

4 石川県 金沢市
旧街道と歴史が織りなす地元へ来まっし！！
～金沢城下　野町・弥生誘い街道～

金沢城下　野町・弥生の街道筋を愛する会

5 石川県 野々市市
「北国街道野々市の市」
～北国街道は、文化や夢、希望を運び、育んだ街道です～

北国街道野々市の市実行委員会

6 岐阜県 各務原市
中山道間の宿 新加納
～歴史文化を次世代に継承するまちなみ保全と再生～

中山道間の宿 新加納まちづくり会

7 徳島県 三好市 さがしい村に伝わる妖怪ばなしでまちおこし 四国の秘境　山城・大歩危妖怪村

8 高知県 日高村 日高村におけるグラウンドワーク手法による環境維持・地域づくり活動 特定非営利活動法人 グラウンドワークひだかむら

9 福岡県 福岡市 博多は　生きてる博物館 ハカタ・リバイバル・プラン

10 沖縄県 名護市 名護東海岸の活力あふれる地域づくり 名護市久志支部区長会

11 秋田県 小坂町
明治の遺産を活用した手づくり鉄道博物館
～明治のレトロモダンを未来に継承～

小坂鉄道保存会

12 宮崎県 都城市 未来に生きる子どもたちのためのどんぐり1000年の森づくり 特定非営利活動法人 どんぐり1000年の森をつくる会

【動画部門】（３団体）

1 秋田県 大仙市
河港のまち角間川ルネサンス
～雄物川舟運の歴史文化を活かしたまちづくり～

角間川地域活性化協議会

2 神奈川県 伊勢原市
駅前ロータリーから広がるふれあいの輪
～地域でできることは地域で～

成瀬活性化委員会

3 東京都 江戸川区
地域と共に　桜と水辺の散策路
～篠田堀親水緑道～

篠田堀親水緑道を愛する会

１４：０５ 投票、休憩

１４：１５ 第３６回（令和３年度）受賞団体によるプレゼンテーション

【発表部門】（１２団体）

1 北海道 利尻町
”資源蘇生”未利用資源を活かした地域づくり
～海藻アートの独自文化と子どもたちへの継承～

特定非営利活動法人 利尻ふる里島づくりセンター

2 長野県 安曇野市
絶滅危惧種の地域への拡大を目指して
～オオルリシジミを市民の手で郷土に復活～

岩原の自然と文化を守り育てる会

3 長野県 飯田市
天竜川総合学習館発「川に親しむ河童人づくり」
～水辺空間を多用な体験学習に活用～

天竜川総合学習館 かわらんべ

4 京都府 亀岡市
京都・亀岡
～保津川のプラごみをなくそう～

川と海つながり共創プロジェクト

5 京都府 向日市
「竹の径」に倣え「籔の径」景観づくり
～市民による手づくり郷土ランドスケープ～

籔の傍

6 兵庫県 姫路市
姫路城中曲輪バタフライガーデン創造事業
～SDGｓの理念の実現と学校を核とした郷土づくり～

白鷺学校運営協議会

7 島根県 邑南町
三江線鉄道公園
～鉄道遺産を活かした「まちづくり」・「インフラツーリズム」の取組～

特定非営利活動法人 江の川鐡道

8 佐賀県 伊万里市
水辺施設「ウォーターフロントこまなき」
～自然との共生と利活用～

駒鳴集落を守る会

9 佐賀県 鹿島市
森里川海干潟をつなぐまちづくり
～有明海再生に向けて～

鹿島市ラムサール条約推進協議会

10 長崎県 雲仙市 ジャカランダで子供達が誇れるふるさとづくり 小浜温泉５７

11 熊本県 南阿蘇村
南阿蘇・立野ダムインフラツーリズムの実践
～地元密着・自立運営型での商品開発と運営～

一般社団法人 みなみあそ観光局

12 北海道 美幌町
手作り魚道の完成が出発点！
～SDGs時代の川との付き合い方～

駒生川に魚道をつくる会

１５：３０ 投票、休憩

１６：００ ベストプレゼン賞の発表、講評

１６：２５ 閉会挨拶、記念撮影

１６：３０ 閉会

地域活動団体No 都道府県 市区町村 案件名

地域活動団体

手づくり郷土賞受賞記念発表会 ２０２０-２０２１　タイムテーブル　　

内　　容

No 都道府県 市区町村 案件名

No 都道府県 市区町村 案件名 地域活動団体

別紙


