別紙１

ふるさとイベント大賞 過去の受賞イベント一覧（第１回～１９回）
第1回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

万葉集全 20 巻朗唱の会（第 7 回）

高岡市万葉まつり実行委員会／富山県高岡市

優秀賞

大道芸ワールドカップイン静岡（第 5 回）

大道芸ワールドカップ実行委員会／静岡県静岡市

優秀賞

「かまぼこ板の絵」展覧会（第 2 回）

城川町／愛媛県城川町

部門賞
展示・博覧会部門
部門賞
祭り部門
部門賞
スポーツ・文化部門

全国「小ちゃなしあわせ絵手紙展」
（第 1 回）

栄村・全国絵手紙展栄村実行委員会／長野県栄村

吹上浜砂の祭典（第 10 回）

吹上浜砂の祭典実行委員会・加世田市・南日本放送・南日本新聞社／鹿児島県加世田市

第 8 回昭和新山国際雪合戦

昭和新山国際雪フェスティバル実行委員会／北海道壮瞥町

選考委員特別賞

神戸ルミナリエ（第 1 回）

神戸ルミナリエ実行委員会／兵庫県神戸市

第2回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

小学生創作ミュージカル発表会（第 4 回）

歌津町教育委員会／宮城県歌津町

優秀賞

星の都絵本大賞（第 4 回）

佐用町・星の都絵本大賞実行委員会／兵庫県佐用町

優秀賞

柳川ソーラーボート大会（第 2 回）

柳川ソーラーボート大会実行委員会／福岡県柳川市

部門賞
展示・博覧会部門
部門賞
祭り部門
部門賞
スポーツ・文化部門

あづま造形美術展（第 7 回）

東町・東町実行委員会・あづま造形美術展実行委員会／鹿児島県東町

祭 in 大町・北安曇’97 炎（第 8 回）

祭 in 大町・北安曇’97 実行委員会・大北地区オリンピックパラリンピック推進協議会／長野県大町市

上三原田の歌舞伎舞台公演（第 2 回）

上三原田歌舞伎舞台操作伝承委員会／群馬県赤城村

選考委員特別賞

1997 佐賀熱気球世界選手権（第 14 回）

1997 佐賀熱気球世界選手権組織委員会／佐賀県佐賀市

第3回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

因島水軍まつり（第 8 回）

因島水軍まつり実行委員会／広島県因島市

優秀賞

棚田 in うきは彼岸花めぐり（第 4 回）

棚田 in うきは彼岸花めぐり実行委員会／福岡県浮羽町

優秀賞

立佞武多の運行（第 1 回）

五所川原市／青森県五所川原市

部門賞
展示・博覧会部門
部門賞
祭り部門
部門賞
スポーツ・文化部門

青梅宿アート Fes.「招き猫たちの青梅宿」（第 6 回）

青梅宿アート Fes.実行委員会／東京都青梅市

一万人のエイサー踊り隊（第 4 回）

夏祭り in 那覇実行委員会／沖縄県那覇市

とうもろこし 3 万坪迷路（第 11 回）

とうもろこし 3 万坪迷路実行委員会／北海道本別町

選考委員特別賞

雪だるまウィーク’98（第 9 回）

雪だるまウィーク実行委員会／石川県白峰村

第4回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

仁淀川紙のこいのぼり（第 5 回）

仁淀川紙のこいのぼり実行委員会／高知県伊野町

優秀賞

からくりデザインフェスティバル'99（ 第 1 回）

名古屋からくりデザインフェスティバル実行委員会／愛知県名古屋市

優秀賞

師走祭り「迎え火」
（第 12 回）

百済の里南郷温泉観光協会／宮崎県南郷村

部門賞
文化・交流部門
部門賞
祭り・スポーツ部門

ドイチェス・フェスト in なると（第 6 回）

ドイチェス・フェスト in なると実行委員会／徳島県鳴門市

第 4 回全日本玉入れ選手権

全日本玉入れ協会／北海道和寒町

部門賞
地域経済振興部門

竹光芸まつり（第 3 回）

竹光芸まつり実行委員会／大分県臼杵市

選考委員特別賞

「鉄炮組百人隊」出陣（第 20 回）

鉄炮組百人隊保存会／ 東京都新宿区

第5回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

大地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ 2000（第 1 回）

越後妻有大地の芸術祭実行委員会／新潟県十日町市・津南町

優秀賞

第 7 回ゲタリンピック 2000

ゲタリンピック実行委員会／広島県福山市

優秀賞

長崎ランタンフェスティバル（第 7 回）

長崎ランタンフェスティバル実行委員会／長崎県長崎市

部門賞
文化・交流部門
部門賞
祭り・スポーツ部門
部門賞
地域経済振興部門
部門賞
ミレニアム・世紀越え
部門

全国子供歌舞伎フェスティバル in 小松

全国子供歌舞伎フェスティバル in 小松実行委員会／石川県小松市

源平火牛祭り（第 11 回）

メルヘン市民委員会／富山県小矢部市

大船渡・かがり火まつり（第 5 回）

大船渡・かがり火まつり実行委員会／岩手県大船渡市

GET21 なんかん音と光のカウントダウン 2001（第 2 回）

GET21 なんかん音と光のカウントダウン実行委員会／

選考委員特別賞

たんのカレーライスマラソン（第 15 回）

たんのカレーライスマラソン実行委員会／北海道常呂郡端野町

選考委員特別賞

西暦 2000 年世界民族芸能祭“ワッショイ！2000”

西暦 2000 年世界民族芸能祭組織委員会／大阪府堺市

熊本県玉名郡南関町

第6回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

美濃和紙あかりアート展（第 8 回）

美濃和紙あかりアート展実行委員会／岐阜県美濃市

優秀賞

松山・21 世紀イベント「ことばのちから 2001」※俳句甲子園は第 4 回

松山市・松山 21 世紀委員会／愛媛県松山市

優秀賞

いいだ人形劇フェスタ（第 3 回）

いいだ人形劇フェスタ実行委員会／長野県飯田市

部門賞
文化・交流部門
部門賞
祭り・スポーツ部門
部門賞
産業・観光部門

がいせん桜祭り（第 18 回）

がいせん桜祭り実行委員会／岡山県真庭郡新庄村

国際渓流滝登り in ななやま（第 14 回）

大雨風七山／佐賀県東松浦郡七山村

しもかわアイスキャンドルフェスティバル（第 27 回）

しもかわアイスキャンドルフェスティバル実行委員会／北海道上川郡下川町

選考委員特別賞

21 世紀未来博覧会（山口きらら博）

21 世紀未来博覧会協会／山口県

第7回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

仁尾八朔人形まつり 2002（第 5 回）

仁尾町商工会／ 香川県三豊郡仁尾町

優秀賞

松明あかし

松明あかし実行委員会／福島県須賀川市

優秀賞

鹿島ガタリンピック（第 18 回）

フォーラム鹿島／佐賀県鹿島市

部門賞
文化・交流部門
部門賞
文化・交流部門
部門賞
産業・観光部門
部門賞
産業・観光部門
部門賞
祭り・スポーツ部門

金沢・浅の川園遊会（第 16 回）

浅の川園遊会実行委員会／石川県金沢市

中馬のおひなさん（第 4 回）

足助町観光協会・AT21 倶楽部／愛知県東加茂郡足助町

なら燈花会（第 4 回）

なら夏のイベント推進委員会・なら燈花会の会／奈良県奈良市

農林ピック・そばフェスタ 2002（第 5 回）

農林ピック・そばフェスタ 2002 実行委員会／福井県今立郡池田町

夜高あんどん祭り（第 26 回）

沼田町夜高あんどん実行委員会／北海道雨竜郡沼田町

第8回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

西塩子の回り舞台歌舞伎公演（第 4 回）

西塩子の回り舞台保存会／茨城県那珂郡大宮町

優秀賞

西都古墳まつり（第 17 回）

西都古墳まつり実行委員会／宮崎県西都市

優秀賞

つがわ狐の嫁入り行列（第 14 回）

つがわ狐の嫁入り行列実行委員会／新潟県東蒲原郡津川町

部門賞
文化・交流部門
部門賞
文化・交流部門
部門賞
産業・観光部門
部門賞
祭り・スポーツ部門

近江中世城跡琵琶湖一周のろし駅伝（第 2 回）

近江中世城跡保存団体連絡会（近江のろしの会）／滋賀県坂田郡米原町

ビッグひな祭り（ 第 15 回）

持定非営利活動法人阿波勝浦井戸端塾／徳島県勝浦郡勝浦町

北房ぶり市

呰部商店会／岡山県上房郡北房町

えちごせきかわ大したもん蛇まつり（第 16 回）

えちごせきかわ大したもん蛇まつり実行委員会／新潟県岩船郡関川村

第9回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

「あったか高知まんがフェア」第 13 回全国高等学校漫画選手権大会

高知県「あったか高知」まんがフェスティバル実行委員会／高知県

優秀賞

岡山弁はええもんじゃ～ことばの祭り・建部～（第 5 回）

建部町／岡山県建部町

優秀賞

南の島の星まつり（第 2 回）

南の島の星まつり実行委員会／沖縄県石垣市

部門賞
文化・交流部門
部門賞
文化・交流部門
部門賞
産業・観光部門
部門賞
祭り・スポーツ部門

丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデたんば 2004 （第 10 回）

丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデたんば実行委員会／財団法人丹波の森協会（兵庫県丹波市・篠山市）

高開石積ライトアップ（第 4 回）

美郷宝さがし探検隊・吉野川市美郷ほたる館／徳島県吉野川市

南総里見まつり（第 23 回館山城まつり）

南総里見まつり実行委員会／千葉県館山市

安政遠足侍マラソン（第 30 回）

安政遠足保存会・安中市・松井田町／群馬県安中市・松井田町

選考委員特別賞

えひめ町並博 2004

愛媛県町並博 2004 実行委員会／愛媛県

第 10 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

小樽雪あかりの路（第 7 回）

小樽雪あかりの路実行委員会／北海道小樽市

優秀賞

藤沢野焼祭（第 30 回）

蔵沢野焼祭実行委員会／岩手県藤沢町

優秀賞

エアロバティックジャパン IN かくだ 2005（第 2 回）

エアロバティックジャパン IN かくだ 2005 実行委員会／宮城県角田市

部門賞
文化・交流部門

モントレージャズフェスティバルイン能登 2005（第 17 回）

モントレージャズフェスティバルイン能登開催理事会・

部門賞
産業・観光部門
部門賞
産業・観光部門
部門賞
祭り・スポーツ部門
部門賞
祭り・スポーツ部門

さくらんぼ種飛ばしジャパングランプリ（第 18 回）

さくらんぼ種飛とばし実行委員会／山形県東根市

土谷棚田の火祭り（第 3 回）

土谷棚田保存会／長崎県松浦市（イベント開催時は福島町）

氷点下の森 氷祭り（第 30 回）

氷点下の森氷祭り運営委員会／岐阜県高山市

獅子舞フェスタ（第 14 回）

三木町・獅子たちの里三木活き生きふれあいまつり実行委員会／香川県三木町

選考委員特別賞

第 3 回コウノトリ未来・国際かいぎ

第 3 回コウノトリ未来・国際かいぎ実行委員会／兵庫県豊岡市

実行委員会／石川県七尾市

第 11 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

岐阜フラッグアート展 2006（第 10 回）

岐阜市商店街振興組合連合会／岐阜県岐阜市

優秀賞

みやぎ村田町蔵の陶器市（第 6 回）

みやぎ村田町蔵の陶器市実行委員会／宮城県村田町

優秀賞

白根大凧合戦（300 年以上）

白根大凧合戦実行委員会／新潟県新潟市

奨励賞

世界チェンソーアート競技大会 IN 東栄 2006（第 6 回）※世界大会としては第 1 回

とうえい宝の山づくり実行委員会／愛知県東栄町

奨励賞

天体界道 100km にちなんおろちマラソン全国大会（第 6 回）

にちなん 100km マラソン実行委員会／鳥取県日南町

奨励賞

クイチャーフェスティバル（第 5 回）

クイチャーフェスティバル実行委員会／沖縄県宮古島市

選考委員特別賞

大分国際車いすマラソン大会（第 26 回）

大分県（他 7 団体） ／大分県

第 12 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

アース・セレブレーション 2007（第 20 回）

アース・セレブレーション実行委員会／新潟県佐渡市

優秀賞

ふるさと百餅祭り（第 25 回）

岩見沢市観光協会／北海道岩見沢市

優秀賞

来る福招き猫まつり in 瀬戸（第 12 回）

来る福招き猫まつり in 瀬戸実行委員会／愛知県瀬戸市

奨励賞

全国大学フラメンコフェスティバル in 館山（第 13 回）

館山市・館山市教育委員会／千葉県館山市

奨励賞

コトナリエサマーフェスタ 2007（第 4 回）

コトナリエサマーフェスタ実行委員会／滋賀県東近江市

奨励賞

着物ウィーク in 萩（第 2 回）

着物ウィーク in 萩実行委員会／山口県萩市

選考委員特別賞

わたらせ渓谷鐡道各駅イルミネーション（第 4 回）

わたらせ渓谷鐡道各駅イルミネーション事業実行委員会／群馬県みどり市

第 13 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

月山志津温 雪旅籠の灯り（第 3 回）

月山志津温泉雪旅籠の灯り実行委員会／山形県西川町

優秀賞

全国高等学校写真選手権大会（写真甲子園）
（第 15 回）

写真甲子園実行委員会／北海道東川町

優秀賞

成田太鼓祭（第 20 回）

成田太鼓実行委員会／千葉県成田市

奨励賞

奥地の海のカーニバル（第 25 回）

みかめイベント実行委員会／愛媛県西予市

奨励賞

第 3 回 TAGAWA コールマイン・フェスティバル～炭坑節まつり～（第 3 回）

TAGAWA コールマイン・フェスティバル実行委員会／福岡県田川市

奨励賞

椎葉平家まつり 2008 （第 22 回）

椎葉平家まつり実行委員会／宮崎県椎葉村

選考委員特別賞

第 34 回野毛大道芸（第 34 回）

野毛大道芸実行委員会／神奈川県横浜市

第 14 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

2009 しかりベつ湖コタン（第 28 回）

優秀賞

KING KALAKAUA THE“MERRIE MONARCH”伊香保ハワイアンフェスティバル（第 13 回） 渋川市／群馬県渋川市

優秀賞

能登ふるさと博 灯りでつなぐ能登半島輪島・千枚田あぜの万燈（第 2 回）

「ほっと石川」観光キャンぺーン実行委員会・輪島市／石川県輪島市

奨励賞

小祢里（開催回数不明）

横須賀区祭典総代会／静岡県掛川市

奨励賞

ゆるキャラ®まつり in 彦根～キグるミさみっと 2009～（第 2 回）

井伊直弼と開国 150 年祭実行委員会／滋賀県彦根市

奨励賞

鳩間島音楽祭（第 12 回）

鳩間島音楽祭実行委員会／沖縄県竹富町

選考委員特別賞

日本海政令市にいがた 水と土の芸術祭 2009（第 1 回）

水と土の芸術祭実行委員会／新潟県新潟市

然別湖コタン実行委員会・鹿追町／北海道鹿追町

第 15 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

田んぼアート【稲作体験ツアー】（第 18 回）

田舎館村むらおこし推進協議会／青森県田舎館村

優秀賞

スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド 2010（第 20 回）

スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会／富山県南砺市

優秀賞

全国高校書道パフォーマンス選手権大会【書道パフォーマンス甲子園】（第 3 回）

書道パフォーマンス甲子園実行委員会／愛媛県四国中央市

奨励賞

ながい黒獅子まつり（第 21 回）

ながい黒獅子まつり実行委員会／山形県長井市

奨励賞

金屋町楽市 in さまのこ（第 3 回）

金屋町楽市実行委員会／富山県高岡市

奨励賞

INAKA イルミ@おおなん（第 1 回）

INAKA イルミ実行委員会／島根県邑南町

奨励賞

夕焼けプラットホームコンサート（第 25 回）

夕焼けプラットホームコンサー卜運営委員会／愛媛県伊予市

選考委員特別賞

瀬戸内国際芸術祭 2010（第 1 回）

瀬戸内国際芸術祭実行委員会／ 香川県

第 16 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

熊本暮らし人祭り みずあかり（第 8 回）

みずあかり実行委員会／熊本県熊本市

優秀賞

～史都多賀城～万葉復興祭（第 1 回）

社団法人塩竈青年会議所／宮城県多賀城市

優秀賞

文化文政風俗絵巻之行列（第 44 回）

財団法人妻籠を愛する会／長野県南木曽町

奨励賞

復興なみえ町十日市祭

復興なみえ町十日市祭運営委員会／福島県二本松市

奨励賞

むらかみ宵の竹灯篭まつり（第 10 回）

チーム黒塀プロジェクト・竹灯篭まつり実行委員会／新潟県村上市

奨励賞

南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０１１（第 6 回）

南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会／富山県南砺市

選考委員特別賞

横濱 JAZZ PROMENADE（第 19 回）

横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会／神奈川県横浜市

第 17 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

脚折雨乞（第１０回）

埼玉県鶴ヶ島市/脚折雨乞行事保存会

優秀賞

あさひ砂の彫刻美術展２０１２～笑顔をここから～（第６回）

千葉県旭市/あさひ砂の彫刻美術展実行委員会

優秀賞

松江水燈路（第１０回）

島根県松江市/松江ライトアップ・キャラバン実行委員会

奨励賞

アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ２０１２（第２１回）

富山県高岡市/アーティスティック・ムーブメント・トヤマ実行委員会

奨励賞

湯田温泉スリッパ卓球大会（第１回）

山口県山口市/湯田温泉スリッパ卓球大会実行委員会

奨励賞

さかいで塩まつり（第２１回）

香川県坂出市/さかいで塩まつり実行委員会

第 18 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

糸満大綱引

沖縄県糸満市/糸満大綱引行事委員会

優秀賞

長野灯明まつり（第 10 回）

長野県長野市/長野灯明まつり実行委員会

優秀賞

島田髷まつり（第 56 回）

静岡県島田市/島田髷まつり保存会

奨励賞

日本のふるさと遠野まつり（第 42 回）

岩手県遠野市/日本のふるさと遠野まつり実行委員会

奨励賞

平成 25 年 老神温泉大蛇祭り（第 49 回）

群馬県沼田市/老神温泉観光協会

奨励賞

京築神楽の里フェスティバル（第 12 回）

福岡県京築地区/神楽の里づくり推進協議会

選考委員特別賞

燕三条 工場の祭典（第１回）

新潟県三条市・燕市/燕三条工場の祭典実行委員会

第 19 回

イベント名

主催者／自治体名

大賞

塩竈みなと祭（第 67 回）

宮城県塩竈市/塩竈みなと祭協賛会

最優秀賞

奥能登珠洲の秋祭りと「ヨバレ」

石川県珠洲市/珠洲まつり特別委員会

優秀賞

レッツウォークお山参詣（第 31 回）

青森県弘前市/岩木山観光協会

優秀賞

寒河江まつり「神輿の祭典」（第 32 回）

山形県寒河江市/寒河江神輿會

優秀賞

勝山左義長まつり

福井県勝山市/勝山左義長まつり実行委員会

ふるさとキラリ賞

わらじで歩こう七ヶ宿（第 29 回）

宮城県七ヶ宿町/七ヶ宿町・七ヶ宿町観光協会

ふるさとキラリ賞

通くじら祭り（第 23 回）

山口県長門市/通くじら祭り実行委員会

ふるさとキラリ賞

いぜな 88 トライアスロン大会（第 27 回）

沖縄県伊是名村

選考委員特別賞

チャグチャグ馬コ

岩手県盛岡市・滝沢市・矢巾町/チャグチャグ馬コ保存会

