
★地域に活力を生み出すイベントを表彰します!!★ 

第2４回  ふるさとイベント大賞

応募受付中！  

「ふるさとイベント大賞」とは…全国各地で数多く開催されている地域の活力を生み出すイベントを表彰し、全国へ向けて紹

介することにより、ふるさとイベントの更なる発展を応援するもので、大賞のほか、最優秀賞など各賞が有識者による選考委

員会で選出されます。（大賞は「内閣総理大臣賞」として首相官邸で表彰されました） 

第23回ふるさとイベント大賞表彰式（平成31年3月ベルサール飯田橋ファースト） 

【申込先】 各都道府県地域振興担当課（裏面参照） 

主催 一般財団法人 地域活性化センター 

☆第２３回「大賞」（内閣総理大臣賞）受賞イベント 

「与那原大網曳まつり」（沖縄与那原町） 

 ４４０年余りの伝統を誇る神事でありお祭りで、東西

合わせて５トン９０メートルの大綱の上に支度(したく)が

乗って練り歩くさまは、龍が天に舞い上がるような荘厳な雰

囲気があり、多くの観客を魅了します。

E-mail:event@jcrd.jp Tel:(03)5202-6136 Fax:(03)5202-0755 

【お問い合わせ】 ※応募方法等については、裏面に記載の各都道府県地域振興担当課へお問い合わせください。 

  一般財団法人 地域活性化センター 地域創生グループ 担当（咲間
さ く ま

、道添
みちぞえ

）  

  〒103-0027東京都中央区日本橋2-3-4日本橋ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ13階   https://www.jcrd.jp/publications/furusatoevent/ 

＜第２３回 ふるさとイベント大賞 受賞各賞＞ 

◆大賞（内閣総理大臣賞）             ◆最優秀賞（総務大臣表彰） 

 「与那原大綱曳まつり」（沖縄県与那原町）       「乙亥大相撲」（愛媛県西予市） 

◆優秀賞 

 「撮りフェスin室蘭」（北海道室蘭市） 「小出雪まつり」（新潟県魚沼市） 「きくち夏まつり 菊池白龍」（熊本県菊池市） 

◆ふるさとキラリ賞 ※規模は小さくても長く開催している地域イベント等に対する賞です。 

 「ザ！雑巾ダッシュ！！inみつえ」（奈良県御杖村）  「鞆の津 八朔の馬出し」（広島県福山市） 

◆選考委員特別賞  

「じないまち四季物語」（大阪府富田林市） 

首相官邸での表彰（平成31年3月） 

★受賞団体の声★ 

〇マスコミに多く取り上げられ、認知 

度、モチベーションが向上しました。 

〇全国表彰により、スタッフがこれまで

以上に熱心に運営に携わり、 

郷土意識の高揚が図れました。 

〇住民、NPOなど多様な主体との連

携・協働が進みました。



＜各都道府県 「第２４回ふるさとイベント大賞」応募提出先 担当課一覧＞  

地域活性化センターへの提出期限は各都道府県経由で９月２０日（金）となります。詳細については、下記の各都道府県担当課
へお問い合わせください。  

都道府県 担当部課 電話 ＦＡＸ 〒 住所 

北海道 総合政策部地域振興局地域政策課 011-206-6404 011-232-1053 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 

青森県 地域活力振興課 生業・地域活性化グループ 017-734-9075 017-734-8027 〒030-8570 青森県青森市長島１丁目１-１ 

岩手県 岩手県政策地域部地域振興室 019-629-5194 019-629-5219 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸10-1 

宮城県 震災復興・企画部地域復興支援課 022-211-2425 022-211-2442 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 

秋田県 あきた未来創造部地域づくり推進課 018-860-1237 018-860-3875 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 

山形県 企画振興部市町村課地域活力創造室 023-630-2234 023-630-2130 〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 

福島県 地域政策課 024-521-7102 024-521-7912 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 

茨城県 政策企画部 地域振興課 029-301-2732 029-301-2739 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 

栃木県 総合政策部地域振興課 028-623-2257 028-623-2234 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 

群馬県 企画部地域政策課地域づくり支援係 027-226-2351 027-243-3110 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 

埼玉県 企画財政部地域政策課 048-830-277１ 048-830-4741 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 

千葉県 総務部市町村課自治振興室 043-223-2362 043-224-0989 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 

東京都 総務局行政部振興企画課 03-5388-2407 5388-2417 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一庁舎13階北側 

神奈川県 政策局自治振興部地域政策課 045-210-3275 045-210-8837 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 

新潟県 総務管理部地域政策課 025-280-5095 025-280-5227 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4-1 

富山県 地域振興・中山間対策室 地域振興課 076-444-3114 076-444-4561 〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号 

石川県 企画振興部 地域振興課 076-225-1323 076-225-1328 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 

福井県 総務部 市町振興課 0776-20-0262 0776-20-0631 〒910-8580 福井県福井市大手３丁目17番1号 

山梨県 市町村課 055-223-1423 055-223-1428 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 

長野県 地域振興課活力創出係 026-235-7021 026-235-7397 〒380‐8570 長野市大字南長野字幅下692－2 

岐阜県 地域振興課 058-272-1830 058-278-3530 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 

静岡県 経営管理部地域振興局地域振興課 054-221-2056 054-271-5494 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6 

愛知県 総務局総務部市町村課地域振興室 052－954－6097 052－954－6981 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 

三重県 地域連携部地域支援課 059-224-2351 059-224-2219 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 

滋賀県 総務部 市町振興課 077-528-3231 077-528-4820 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

京都府 政策企画部企画参事（南部担当）付 075-414-4513 075-414-4389 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

大阪府 総務部市町村課 06-6944-9110 06-6944-6098 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22 

兵庫県 企画県民部企画財政局市長振興課 078-362-3093 078-362-3907 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区山手通5丁目10番1号 

奈良県 市町村振興課 0742-27-8422 0742-23-8439 〒630-8501 奈良市登大路町30 

和歌山県 企画部 地域振興局 地域政策課 073-441-2371 073-441-2377 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1 

鳥取県 とっとり暮らし支援課 0857-26-7129 0857-26-8196 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220 

島根県 地域振興部しまね暮らし推進課 0852-22-6502 0852-22-5761 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 

岡山県 県民生活部 中山間・地域振興課 086-226-7267 086-224-6195 〒700-0824 岡山県岡山市北区内山下2丁目4-6 

広島県 地域力創造課 082-513-2614 082-224-1977 〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52 

山口県 環境生活部県民生活課 083-933-2614 083-933-2629 〒753-8501 山口市滝町1-1 

徳島県 地域振興課 088-621-2834 088-621-2829 〒770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

香川県 交流推進課 087-832-3389 087-806-0201 〒760-8570 香川県高松市番町4丁目1-10 

愛媛県 企画振興部地域振興局地域政策課 089-912-2261 089-912-2256 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2 

高知県 中山間地域対策課 088-823-9739 088-823-9258 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 

福岡県 企画・地域振興部広域地域振興課 092‐643‐3176 092‐643‐3164 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 

佐賀県 地域交流部さが創生推進課 0952-25-7376 0952-25-7423 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内１丁目１番59号 

長崎県 企画振興部地域づくり推進課 095-895-2245 095-895-2559 〒850-8570 長崎市尾上町3-1 

熊本県 企画振興部地域・文化振興局地域振興課 096-333-2180 096-381-9001 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18-1 

大分県 おおいた創生推進課 097-506-2125 097-506-1804 〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号 

宮崎県 中山間・地域政策課 0985-26-7035 0985-26-7353 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 

鹿児島県 企画部地域政策課 099-286-2428 099-286-5529 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1 

沖縄県 企画部 地域・離島課 098ｰ866ｰ2370 098ｰ866ｰ2068 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 


