同時発表：広島市/神戸市/柏市/大分市

平 成 ２９ 年 ５ 月 ３ ０ 日
都市局まちづくり推進課

「第６回まちづくり法人国土交通大臣表彰」受賞者の決定
○国土交通省においては、都市の課題解決に取り組み、地域における良好な環境や地域の
価値を維持・向上させる先進的な取組を行っているまちづくり法人を表彰し、好事例として
広く紹介することにより、各地のまちづくりに向けた取組が一層推進されることを目的に、
平成２４年度に「まちづくり法人国土交通大臣表彰」制度を創設しました。
○第６回となる今回は、全国から応募のあった１０件の中から、厳正な審査の結果、３件の
「国土交通大臣賞」と１件の「特別賞」の受賞者を決定しました。
○「国土交通大臣賞」の受賞者については、平成２９年６月１６日（金）に開催される「まちづく
りと景観を考える全国大会」において表彰されるとともに、国土交通省ホームページや各
種イベント等において広く紹介させて頂く予定です。

＜国土交通大臣賞＞

３件

【まちの活性化・魅力創出部門】

特定非営利活動法人 セトラひろしま（広島県広島市）
【まちの安全・快適化部門】

ＮＰＯ法人 コミュニティかりば（兵庫県神戸市）
【まちづくりの担い手サポート部門】

一般社団法人 柏の葉アーバンデザインセンター（千葉県柏市）

＜特別賞＞ １件
【まちの活性化・魅力創出部門】

株式会社 大分まちなか倶楽部（大分県大分市）
添付資料
（資料１）審査結果

(資料２）まちづくり法人募集案内

(資料３）過去の受賞者

問い合わせ先
国土交通省 都市局 まちづくり推進課 官民連携推進室 中西、鈴木
TEL：（03）5253-8111 （内線 32592･32553） 直通 (03)5253-8407 FAX：（03）5253-1589

資料１
【まちの活性化・魅力創出部門】

特定非営利活動法人

国土交通大臣賞

セトラひろしま

◆所在地：広島県広島市
◆活動概要：広島市中心部の活性化を図るため、市民や商店街等との連携により、公園や商店街など
のオープンスペースにおいて、大イノコ祭り等の文化交流事業や花の植え込みや維持管
理を行うグリーンプロジェクト等様々な取組を行っています。
◆選定理由：まちづくりを行う複数の商店街等と連携し、大イノコ祭り等の広島のまちの伝統を受け
継いだ事業のほかにも、新しい市民文化の創出を図るイベントを行うなど、継続的に幅広
い事業を展開して成果をあげていることが、まちの活性化や魅力創出に貢献した取組であ
ると高く評価されました。

▲アリスガーデンパフォーマンス広場 AH!

▲大イノコインスタレーション

【まちの安全・快適化部門】

ＮＰＯ法人

国土交通大臣賞

コミュニティかりば

◆所在地：兵庫県神戸市
◆活動概要：ニュータウン狩場台・糀台の両地域にまたがるショッピングセンター「かりばプラザ」
を主な活動場所として、高齢者の居場所づくりにもなっている「フリマボックス」事業
やテナントと連携した地域イベントの開催等の取組を行っています。
◆選定理由：ニュータウンの高齢化により顕在化した問題に直面している地域において、「安心して
住み続けられる地域づくり」を推進するための事業を自立的に行っていることが、居住
者や来街者の安全性や快適性の向上に貢献した取組であると高く評価されました。

▲「かりば七夕」夕の部（ビアガーデン）

▲「フリマボックス」風景

【まちづくりの担い手サポート部門】

一般社団法人

国土交通大臣賞

柏の葉アーバンデザインセンター

◆所在地：千葉県柏市
◆活動概要：柏市の柏の葉地区を拠点とし、アーバンデザインとまちづくりに関わる課題について調
査研究、計画立案、実践等を目的としており、駅前等の拠点的な公共空間の高質化や地
区内の民間建築物の景観誘導の取組に加え、独自のコミュニティ育成プログラムを企
画・運営することで、意欲の高いまちづくりの担い手の発掘・育成を図っています。
◆選定理由：緑豊かで質の高い都市空間を実現するために、公共・民間・大学の連携により事業計画
策定、デザイン調整、事業後の公共空間マネジメント等を行っているほか、これらを行
う組織と運営の仕組みを他地域へ展開し、まちづくり活動を広げる取組が、まちづくり
の担い手をサポートし、まち全体の活力向上に貢献した取組であると高く評価されまし
た。

▲景観まちあるき

▲柏の葉キャンパス駅西口マルシェコロール

【まちの活性化・魅力創出部門】

株式会社

特別賞

大分まちなか倶楽部

◆所在地：大分県大分市
◆活動概要：大分市の中心市街地の活性化を図るため、大分市や商店街等と連携しながら空き店舗対
策に取り組むテナントミックス事業や、まちなかでのイベント開催を希望する団体に対
して相談の受付や広報の支援を行うイベントミックス事業等の取組を行っています。
◆選定理由：全国的に中心市街地の衰退が課題となっている中、中心市街地の活性化を図るために官
民が一体となって行っている空き店舗対策やイベント開催支援等の、中心市街地のにぎ
わいの創出や歩行者通行量の増加等に貢献している取組が評価されました。

▲商店街と大型店が共同実施のまちなかバーゲン

▲ガレリア竹町ドーム

こたつでポン

総

評

これからの民間及び都市施設を含む地域のまちづくりにおいては、まちづく
り法人が中心となって、事業収入を確保しながら、その経営能力やコミュニテ
ィのつながりを活かして、持続的にまちづくりを推進することが期待されてい
ます。
第６回目となる今回のまちづくり法人表彰においては、まちの活性化や魅力
創出に貢献した取組や居住者や来街者の安全性や快適性の向上に貢献した取
組、まちづくり活動で活躍する人々を応援してまち全体の活力向上に貢献した
取組等、全国から多くの優れた取組の応募がありました。
厳正な審査の結果、３組の「国土交通大臣賞」を選定するとともに、今後の
更なる活動の発展を期待する取組について審査委員会から「特別賞」を選定す
ることといたしました。今回受賞された取組は、先導性・公益性・効果・継続
性の観点から、総合的に優れており、全国のモデルとなるような取組として審
査委員会の高い評価を得たものです。
今回惜しくも受賞に至らなかった取組を含め、次回もより多くの優れた取組
が応募されることを期待しております。

≪まちづくり法人表彰等審査委員会≫
委員長

奥野 信宏

（名古屋都市センター所長）

委 員

小林 賢弘

（(株)日本政策投資銀行地域企画部課長）

委 員

佐藤

（早稲田大学研究院教授）

委

村木 美貴

員

滋

（千葉大学大学院工学研究科教授）
（敬称略、五十音順）

資料２

第６回

まちづくり法人国土交通大臣表彰
主催

国土交通省

共催

(公財)区画整理促進機構、(一財)国土技術研究センター、(公社)全国市街地再開発協会、(公財)都市計画協会、(独)都市再生機構、
(公財)都市づくりパブリックデザインセンター、(一財)都市みらい推進機構、(一財)民間都市開発推進機構

地域の課題解決に取り組み、良好な環境や価値を維持・向上させる
先進的なまちづくり法人の募集を開始します。
各部門について優れた取組を行っているまちづくり法人※

対象・部門

※まちづくりの推進を図る活動を目的とする会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人等
※今回より法人格を有しない協議会等であっても構成員に法人格を有する団体が含まれている場合は、応募可能となりました。

まちの活性化・魅力創出部門
まちの安全・快適化部門
まちづくりの担い手サポート部門

都市施設等を活用し、まちの活性化や魅力創出に貢献した取組
居住者や来街者の安全性・快適性の向上に貢献した取組
まちづくり活動で活躍する人を応援し、地域の活力向上に貢献した取組
※今回より各部門を限定せずに応募が可能となりました。

募集期間

平成２８年１２月15日（木）～平成2９年2月22日（水）当日消印有効

応募要件

自治体または他法人等の推薦を受ける必要があります。詳細はHPでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000114.html または 「まちづくり法人表彰」で検索！

第５回まちづくり法人国土交通大臣表彰 受賞者
【まちの活性化・魅力創出部門】

ふらのまちづくり株式会
社
（北海道富良野市）
【選定理由】

【まちづくりの担い手サポート部門】

有限責任事業組合
富田林町家利活用促進機構（LLPまちか
つ）
【選定理由】

（大阪府富田林市）

民間が主体となり行政と連携して、コンパクトシティ化を

空き家となっている伝統的建造物の利活用に限らず、当団

進める取組を通じ、周辺の地価向上など具体的な成果が発現

体の出資者が地域の様々な組織に所属して活動する等の取組

しているほか、住民が楽しめる空間づくりがなされているこ

により、関係者がもつノウハウを活かし新たなネットワーク

と等、まち活性化や魅力創出に貢献した安定的・継続的な取

の構築したほか、新たな入居者が各組織に加わる等地域の担

組であると高く評価されました。

い手の確保に貢献していることが高く評価されました。
※まちの安全・快適化部門は該当がありませんでした。

【問合せ先】

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 官民連携推進室 能勢、佐久間
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
Tel 03-5253-8111 （内線 32592、32553）

Fax

03-5253-1589

資料３

まちづくり法人国土交通大臣表彰 受賞者
第１回

（応募総数２０件）

表彰名 部門名
まちの活性化・魅力創出部門
大臣賞 まちの安全・快適化部門

受賞団体名

所在地

株式会社 飯田まちづくりカンパニー

長野県飯田市

特定非営利活動法人 プラス・アーツ

大阪府大阪市

まちづくりの担い手サポート部門 特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター・りた 愛知県岡崎市

特別賞 まちの活性化・魅力創出部門

第２回

特定非営利活動法人 都市住宅とまちづくり研究会 東京都千代田区

（応募総数１４件）

表彰名 部門名
まちの活性化・魅力創出部門
大臣賞 まちの安全・快適化部門

受賞団体名

所在地

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター

京都府京都市

株式会社 ジェイ・スピリット

東京都目黒区

まちづくりの担い手サポート部門 特定非営利活動法人 まちづくり学校

特別賞 まちの活性化・魅力創出部門

第３回

特定非営利活動法人 金澤町家研究会

石川県金沢市

受賞団体名

所在地

長浜まちづくり 株式会社

滋賀県長浜市

一般社団法人 大崎エリアマネージメント

東京都品川区

（応募総数１９件）

表彰名 部門名
まちの活性化・魅力創出部門
大臣賞 まちの安全・快適化部門

まちづくりの担い手サポート部門 株式会社 北九州家守舎

特別賞 まちの活性化・魅力創出部門

第４回

新潟県新潟市

福岡県北九州市

特定非営利活動法人 ちば地域再生リサーチ

千葉県千葉市

受賞団体名

所在地

特定非営利活動法人 アンプ

山形県新庄市

（応募総数１７件）

表彰名 部門名
まちの活性化・魅力創出部門
大臣賞 まちの安全・快適化部門

特定非営利活動法人 宇都宮まちづくり推進機構 栃木県宇都宮市

まちづくりの担い手サポート部門 特定非営利活動法人 いわてＮＰＯ－ＮＥＴサポート 岩手県北上市

まちの活性化・魅力創出部門

株式会社 ＭＹＲＯＯＭ

長野県長野市

まちの安全・快適化部門

緑井まちづくり 株式会社

広島県広島市

受賞団体名

所在地

ふらのまちづくり 株式会社

北海道富良野市

特別賞

第５回

（応募総数１３件）

表彰名 部門名
まちの活性化・魅力創出部門
大臣賞 まちの安全・快適化部門
まちづくりの担い手サポート部門

特別賞 まちの活性化・魅力創出部門

該当なし
有限責任事業組合
富田林町家利活用促進機構（LLPまちかつ）

－
大阪府富田林市

青森県黒石市
特定非営利活動法人 横町十文字まちそだて会

