
各賞 受賞者名 自治体名
1 地域振興部門 特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト  北海道浜中町
2 地域振興部門 青森県鶴田町

3 地域振興部門 農事組合法人 宮守川上流生産組合 岩手県遠野市
4 地域振興部門 特定非営利活動法人 あかねグループ 宮城県仙台市
5 地域振興部門 山形県金山町

6 地域振興部門 福島県鮫川村

7 地域振興部門 特定非営利活動法人 まちづくり活性化バス土浦 茨城県土浦市
8 地域振興部門 特定非営利活動法人 飛組 群馬県前橋市
9 地域振興部門 アポポ商店街振興組合 埼玉県入間市
10 地域振興部門 上野の山文化ゾーン連絡協議会 東京都台東区
11 地域振興部門 住江町商店街振興組合 東京都青梅市
12 地域振興部門 野毛大道芸実行委員会 神奈川県横浜市

13 地域振興部門 スーパー大火勢実行委員会 福井県大飯町
14 地域振興部門 岐阜県美濃市

15 地域振興部門 ふれあいバス運営協議会 愛知県豊田市
16 地域振興部門 ねや川水辺クラブ（寝屋川再生ワークショップ） 大阪府寝屋川市

17 地域振興部門 自然と文化の森協会 兵庫県尼崎市
18 地域振興部門 百姓王国 岡山県吉備中央町

19 地域振興部門 特定非営利活動法人 ＧＯＯＤＷＩＬＬ 愛媛県新居浜市

20 地域振興部門 しもつま福祉バス運営協議会 福岡県筑後市
21 地域振興部門 五ヶ村村おこしグループ 宮崎県高千穂町

22 地域振興部門 やんばる展実行委員会 沖縄県名護市
23 国際化部門 社団法人 滝川国際交流協会 北海道滝川市
24 国際化部門 山形ボランティア日本語協会 山形県山形市
25 国際化部門 千葉県八千代市

26 国際化部門 岐阜県高山市

27 国際化部門 タイム（とっとり国際交流連絡会） 鳥取県鳥取市
28 情報化部門 特定非営利活動法人 ｅネット・リアス 岩手県釜石市
29 情報化部門 山形県酒田市

30 情報化部門 埼玉県皆野町

31 情報化部門 大阪府豊中市

32 情報化部門 特定非営利活動法人 情報社会生活研究所 兵庫県丹波市
33 情報化部門 岡山県岡山市

34 情報化部門 広島県尾道市

35 情報化部門 宮崎県宮崎市

　

平成17年度地域づくり総務大臣表彰



各賞 受賞者名 自治体名
1 地域振興部門 一関市千厩町第13区自治会 岩手県一関市
2 地域振興部門 特定非営利活動法人　大島大好き 宮城県気仙沼市

3 地域振興部門 ヤートセ秋田祭実行委員会 秋田県秋田市
4 地域振興部門 特定非営利活動法人　古瀬の自然と文化を守る会 茨城県つくばみらい市

5 地域振興部門 入郷棚田保全協議会 栃木県茂木町
6 地域振興部門 えいへいじ納涼まつり実行委員会 福井県永平寺町

7 地域振興部門 岐阜県大垣市

8 地域振興部門 引揚を記念する舞鶴・全国友の会 京都府舞鶴市
9 地域振興部門 日本たまごかけごはんシンポジウム実行委員会 島根県雲南市
10 地域振興部門 香川県直島町

11 地域振興部門 四国カブトガニを守る会 愛媛県西条市
12 地域振興部門 NPO　大地といのちの会 長崎県佐世保市

13 地域振興部門 特定非営利活動法人　安心院町グリーンツーリズム研究会 大分県宇佐市
14 地域振興部門 夕日の里づくり推進会議 宮崎県五ヶ瀬町

15 国際化部門 伊江村観光協会 沖縄県伊江村
16 国際化部門 特定非営利法人ふじみの国際交流センター 埼玉県ふじみ野市

17 国際化部門 七尾を世界へひらく市民の会 石川県七尾市
18 国際化部門 磐田市南御厨地区自治会 静岡県磐田市
19 国際化部門 みのお外国人医療サポートネット 大阪府箕面市
20 国際化部門 八雲国際演劇祭実行委員会 島根県松江市
21 情報化部門 福岡県大牟田市

22 情報化部門 会津コンピュータサイエンススクール実行委員会 福島県会津若松市

23 情報化部門 埼玉県狭山市

24 情報化部門 島田eコミュニティプラットフォーム研究会 静岡県島田市
25 情報化部門 山口県周南市

26 情報化部門 高知工科大学学生サークル／CAST 高知県香美市
27 情報化部門 熊本県八代市

28 個人部門 青柳　輝雄 東京都墨田区
29 個人部門 勝野　重美 長野県辰野町
30 個人部門 大平　展子 静岡県浜松市
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各賞 受賞者名 自治体名
1 大賞 島根県海士町

2 団体表彰 北海道伊達市

3 団体表彰 特定非営利活動法人　活き粋あさむし 青森県青森市
4 団体表彰 大張物産センター　なんでもや 宮城県丸森町
5 団体表彰 特定非営利活動法人　障がい者自立生活センター「ほっと大仙」 秋田県大仙市
6 団体表彰 特定非営利活動法人　遊楽 茨城県常陸太田市

7 団体表彰 わたらせフィルムコミッション 群馬県桐生市

9 団体表彰 北条地区コミュニティ振興協議会 新潟県柏崎市
10 団体表彰 八尾町商工会女性部 富山県富山市
11 団体表彰 藤瀬霊水公園管理組合 石川県七尾市
12 団体表彰 山梨県都留市

13 団体表彰 特定非営利活動法人　日本上流文化圏研究所 山梨県早川町
14 団体表彰 岐阜県高山市

15 団体表彰 あじさいグループ 静岡県森町
16 団体表彰 色川地域振興推進委員会 和歌山県那智勝浦町

17 団体表彰 しまねオープン・ソース・ソフトウェア協議会 島根県松江市
18 団体表彰 柳井市白壁の町並みを守る会 山口県柳井市
19 団体表彰 徳島県上板町

20 団体表彰 こま犬会 香川県東かがわ市

21 団体表彰 福岡県福岡市
22 団体表彰 熊本県荒尾市

23 団体表彰 別府SGGクラブ（別府外国人観光客案内所） 大分県別府市
24 団体表彰 豊後高田商工会議所 大分県豊後高田市

25 団体表彰 鹿児島県三島村

26 団体表彰 あまわり浪漫の会 沖縄県うるま市
27 個人表彰 大沼　幸男 宮城県大崎市
28 個人表彰 河田　珪子 新潟県新潟市
29 個人表彰 中村　俊郎 島根県大田市

『首都圏情報産業特区・八王子』構想推進協議会
（サイバーシルクロード八王子）8 東京都八王子市

平成19年度地域づくり総務大臣表彰

団体表彰



各賞 受賞者名 自治体名
1 団体表彰 田んぼdeミュージカル委員会 北海道むかわ町

2 団体表彰 特定非営利活動法人　ジュニアグローバルトレーニングスクール 青森県青森市
3 団体表彰 特定非営利活動法人 東鳴子ゆめ会議 宮城県大崎市
4 団体表彰 くろほね交流居住支援隊 群馬県桐生市
5 団体表彰 日本愛妻家協会 群馬県嬬恋村
6 団体表彰 金屋町まちづくり推進協議会 富山県高岡市
7 団体表彰 黒川町内会 富山県上市町
8 団体表彰 雪だるま倶楽部 石川県白山市
9 団体表彰 株式会社　南信州観光公社 長野県飯田市
10 団体表彰 特定非営利活動法人　生活バス四日市 三重県四日市市

11 団体表彰 京都学生祭典実行委員会 京都府京都市
12 団体表彰 特定非営利活動法人　芸術と計画会議 兵庫県神戸市
13 団体表彰 コウノトリ野生復帰推進連絡協議会 兵庫県豊岡市
14 団体表彰 有限会社　安達商事 鳥取県日野町
15 団体表彰 倉敷市インクルージョン推進事業全体協議会 岡山県倉敷市
16 団体表彰 特定非営利活動法人　北九州ビオトープ・ネットワーク研究会 福岡県北九州市

17 団体表彰 特定非営利活動法人つどいの広場いいづか 福岡県飯塚市
18 地方自治体表彰 北海道標津町

19 地方自治体表彰 宮城県栗原市

20 地方自治体表彰 茨城県大子町

21 地方自治体表彰 群馬県上野村

22 地方自治体表彰 山梨県北杜市

23 地方自治体表彰 香川県小豆島町

24 地方自治体表彰 宮崎県

25 地方自治体表彰 沖縄県南風原町

26 個人表彰 皆川トメ子・山内サトミ 福島県昭和村
27 個人表彰 羽賀　友信 新潟県長岡市
28 個人表彰 セーラ・マリ・カミングス 長野県小布施町

29 個人表彰 清水　義康 滋賀県長浜市

平成20年度地域づくり総務大臣表彰



各賞 受賞者名 自治体名
1 大賞 北海道旭川市

2 団体表彰 特定非営利活動法人　アルテピアッツァびばい 北海道美唄市
3 団体表彰 青倉地区自治会 岩手県宮古市
4 団体表彰 特定非営利活動法人　鳴子の米プロジェクト 宮城県大崎市
5 団体表彰 潟船保存会 秋田県潟上市
6 団体表彰 心といのちを考える会 秋田県藤里町
7 団体表彰 特定非営利活動法人　きらりよしじまネットワーク 山形県川西町
8 団体表彰 足利市くらしの会 栃木県足利市
9 団体表彰 まちの駅ネットワーク本庄 埼玉県本庄市
10 団体表彰 常盤平団地自治会 千葉県松戸市
11 団体表彰 小平市グリーンロード推進協議会 東京都小平市
12 団体表彰 初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会 神奈川県横浜市

13 団体表彰 学生との連携によるうるしの里活性化実行委員会 福井県鯖江市
14 団体表彰 種蔵を守り育む会 岐阜県飛騨市
15 団体表彰 あかばね塾 愛知県田原市
16 団体表彰 こうべＵＤ広場（こうべユニバーサルデザイン推進会議） 兵庫県神戸市
17 団体表彰 特定非営利活動法人　とさはちきんねっと 高知県高知市
18 団体表彰 子ども夜市実行委員会 福岡県飯塚市
19 団体表彰 Ｂ級グルメの聖地久留米実行委員会 福岡県久留米市

20 団体表彰 山鹿温泉観光協会 熊本県山鹿市
21 団体表彰 大隅の國やっちく松山藩 鹿児島県志布志市

22 地方自治体表彰 東京都江戸川区

23 地方自治体表彰 福井県小浜市

24 地方自治体表彰 兵庫県

25 地方自治体表彰 愛媛県東温市

26 個人表彰 村上　龍男 山形県鶴岡市
27 個人表彰 渋谷　秀逸 長野県阿智村
28 個人表彰 梶　誠 愛知県豊田市

平成21年度地域づくり総務大臣表彰



各賞 受賞者名 自治体名
1 大賞 東谷　望史 高知県馬路村
2 優秀賞 三重県多気町及び三重県立相可高等学校

3 優秀賞 株式会社　四万十ドラマ 高知県四万十町

4 団体表彰 株式会社　エフエムもえる 北海道留萌市
5 団体表彰 洞爺国際交流協会 北海道洞爺湖町

6 団体表彰 特定非営利活動法人　清水町アイスホッケー協会 北海道清水町
7 団体表彰 特定非営利活動法人　尾上蔵保存利活用促進会 青森県平川市
8 団体表彰 千厩夜市実行委員会 岩手県一関市
9 団体表彰 協同組合　仙台卸商センター 宮城県仙台市
10 団体表彰 ＪＡ秋田ふるさと青年部 秋田県横手市
11 団体表彰 庄内映画村株式会社 山形県鶴岡市
12 団体表彰 特定非営利活動法人　アンプ 山形県新庄市
13 団体表彰 ながい黒獅子まつり実行委員会 山形県長井市
14 団体表彰 特定非営利活動法人　川越蔵の会 埼玉県川越市
15 団体表彰 映画製作会社FireWorks 東京都北区
16 団体表彰 葛西さざなみ会 東京都江戸川区

17 団体表彰 特定非営利活動法人　子育てコンビニ 東京都三鷹市
18 団体表彰 くろべ漁業協同組合 富山県黒部市
19 団体表彰 特定非営利活動法人　小谷山村留学育成会 長野県小谷村
20 団体表彰 木綿街道振興会 　島根県出雲市

21 団体表彰 特定非営利活動法人　こやだいら 徳島県美馬市
22 団体表彰 株式会社　やまびこ 愛媛県四国中央市

23 団体表彰 伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム 愛媛県伊予市
24 団体表彰 特定非営利活動法人　鳳雛塾 佐賀県佐賀市
25 団体表彰 特定非営利活動法人　ハットウ・オンパク 大分県別府市
26 団体表彰 荘園の里推進委員会 大分県豊後高田市

27 地方自治体表彰 茨城県桜川市

28 地方自治体表彰 神奈川県小田原市

29 地方自治体表彰 和歌山県北山村

30 地方自治体表彰 和歌山県田辺市

31 地方自治体表彰 島根県飯南町

32 地方自治体表彰 高知県・高知県奈半利町・大月町商工会

33 個人表彰 野老　真理子 千葉県大網白里町

34 個人表彰 清水　康之 東京都千代田区

35 個人表彰 宮治 勇輔 東京都港区
36 個人表彰 大野　長一郎 石川県珠洲市
37 個人表彰 数馬　嘉雄 石川県能登町
38 個人表彰 水野　龍二 長野県池田町
39 個人表彰 江崎　貴久 三重県鳥羽市
40 奨励賞 十和田バラ焼きゼミナール 青森県十和田市

41 奨励賞 さくら座 山梨県山梨市
42 表彰式

平成22年度地域づくり総務大臣表彰



各賞 受賞者名 自治体名
1 大賞 宮城県南三陸町

2 優秀賞 岩手県遠野市

3 優秀賞 久慈 浩介 岩手県二戸市
4 優秀賞 金城 笑子 沖縄県大宜味村

5 団体表彰 特定非営利活動法人 ねおす 北海道札幌市
6 団体表彰 八戸せんべい汁研究所 青森県八戸市
7 団体表彰 特定非営利活動法人 遠野まごころネット 岩手県遠野市
8 団体表彰 特定非営利活動法人 せんだい・みやぎＮＰＯセンター 宮城県仙台市
9 団体表彰 特定非営利活動法人 石巻スポーツ振興サポートセンター 宮城県石巻市
10 団体表彰 特定非営利活動法人 フェアトレード東北 宮城県石巻市
11 団体表彰 いきいき深山郷づくり推進協議会 山形県白鷹町
12 団体表彰 逢瀬ゆめくらぶ 福島県郡山市
13 団体表彰 浪江焼麺太国 福島県浪江町
14 団体表彰 おらが湊鐵道応援団 茨城県ひたちなか市

15 団体表彰 取手アートプロジェクト実行委員会 茨城県取手市
16 団体表彰 八王子センター元気 東京都八王子市

17 団体表彰 十日町市地域おこし実行委員会 新潟県十日町市

18 団体表彰 全日本大学女子野球選手権大会魚津市実行委員会 富山県魚津市
19 団体表彰 特定非営利活動法人 田原菜の花エコネットワーク 愛知県田原市
20 団体表彰 被災地ＮＧＯ恊働センター 兵庫県神戸市
21 団体表彰 特定非営利活動法人 豊かな食の島 岩城農村塾 愛媛県上島町
22 団体表彰 株式会社 赤岡青果市場 高知県香南市
23 団体表彰 到津の森公園市民ボランティア森の仲間たち 福岡県北九州市

24 団体表彰 財光寺農業小学校 宮崎県日向市
25 団体表彰 宮古織物事業協同組合 沖縄県宮古島市

26 個人表彰 新井 偉夫 宮城県石巻市
27 個人表彰 松井 利夫 神奈川県相模原市

28 個人表彰 向峠 智隆 石川県能登町
29 個人表彰 高橋 幸照 三重県多気町
30 個人表彰 安川 恵造 兵庫県太子町
31 奨励賞 財団法人 出雲市教育文化振興財団（出雲芸術アカデミー） 島根県出雲市
32 表彰式

平成23年度地域づくり総務大臣表彰



各賞 受賞者名 自治体名
1 大賞 長崎県小値賀町

2 団体表彰 落石ネイチャークルーズ協議会 北海道根室市
3 団体表彰 特定非営利活動法人 かなぎ元気倶楽部 青森県五所川原市

4 団体表彰 プロジェクトおおわに事業協同組合 青森県大鰐町
5 団体表彰 遠野町第13区自治会 岩手県遠野市
6 団体表彰 一般社団法人 おらが大槌夢広場 岩手県大槌町
7 団体表彰 特定非営利活動法人 蔵王のブナと水を守る会 宮城県白石市
8 団体表彰 釈迦内サンフラワープロジェクト実行委員会 秋田県大館市
9 団体表彰 カミスガ・プロジェクト 茨城県那珂市
10 団体表彰 特定非営利活動法人 子ども大学かわごえ 埼玉県川越市
11 団体表彰 特定非営利活動法人 かみえちご山里ファン倶楽部 新潟県上越市
12 団体表彰 一般社団法人 大学コンソーシアム石川 石川県金沢市
13 団体表彰 春蘭の里実行委員会 石川県能登町
14 団体表彰 特定非営利活動法人 グリーンウッド自然体験教育センター 長野県泰阜村
15 団体表彰 一般社団法人 大阪モノづくり観光推進協会 大阪府東大阪市

16 団体表彰 つぼう郷土史研究会 広島県福山市
17 団体表彰 錦川流域ネット交流会 山口県岩国市
18 団体表彰 那賀町農村舞台再生協議会 徳島県那賀町
19 団体表彰 徳島県立美馬商業高等学校 徳島県美馬市
20 団体表彰 特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡 福岡県福岡市
21 団体表彰 特定非営利活動法人 きらり水源村 熊本県菊池市
22 団体表彰 特定非営利活動法人 八重山星の会 沖縄県石垣市
23 個人表彰 木村 正樹 宮城県東松島市

24 個人表彰 山田 拓 岐阜県飛騨市
25 個人表彰 小宮 裕宣 大分県豊後高田市

26 試験研究機関表彰 山形県工業技術センター

27 試験研究機関表彰 「能登里山マイスター」養成プログラム運営委員会 石川県珠洲市
28 試験研究機関表彰 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

29 試験研究機関表彰 島根県中山間地域研究センター

30 試験研究機関表彰 香川県産業技術センター発酵食品研究所

31 表彰式

平成24年度地域づくり総務大臣表彰



各賞 受賞者名 自治体名
1 大賞 藤井 絢子 滋賀県守山市
2 団体表彰 AE白神マタギ舎 青森県西目屋村

3 団体表彰 Misawaアートプロジェクト実行委員会 青森県三沢市
4 団体表彰 特定非営利活動法人 体験村・たのはたネットワーク 岩手県田野畑村

5 団体表彰 あじ朗志組 宮城県石巻市
6 団体表彰 特定非営利活動法人 まちづくりＮＰＯ新町なみえ 福島県二本松市

7 団体表彰 筑見区自治会 茨城県阿見町
8 団体表彰 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合江戸川支部 東京都江戸川区

9 団体表彰 特定非営利活動団体 全日本製造業コマ大戦協会 神奈川県横浜市

10 団体表彰 公益財団法人 雪だるま財団 新潟県上越市
11 団体表彰 特定非営利活動法人 多摩たま源流こすげ 山梨県小菅村
12 団体表彰 特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ 長野県飯山市
13 団体表彰 特定非営利活動法人 神岡・町づくりネットワーク 岐阜県飛騨市
14 団体表彰 特定非営利活動法人 いんしゅう鹿野まちづくり協議会 鳥取県鳥取市
15 団体表彰 坂本グリーンツーリズム運営委員会 徳島県勝浦町
16 団体表彰 企画・ど久礼もん企業組合 高知県中土佐町

17 団体表彰 特定非営利活動法人 循環生活研究所 福岡県 福岡市
18 団体表彰 つきしろ自治会 沖縄県南城市
19 個人表彰 大野 達弘 福島県二本松市

20 個人表彰 桐谷 エリザベス 東京都台東区
21 個人表彰 古川 康造 香川県高松市
22 試験研究機関表彰 山形県農業総合研究センター水田農業試験場

23 試験研究機関表彰 新潟県醸造試験場

24 試験研究機関表彰 香川県農業試験場

25 表彰式

平成25年度地域づくり総務大臣表彰



各賞 受賞者名 自治体名
1 大賞 株式会社鹿渡島定置 石川県七尾市
2 優秀賞 特定非営利活動法人グリーンバレー 徳島県神山町
3 団体表彰 特定非営利活動法人西興部村猟区管理協会 北海道西興部村

4 団体表彰 南三陸復興ダコの会 宮城県南三陸町

5 団体表彰 公益法人sweettreat311 宮城県石巻市
6 団体表彰 「共助組織」代表者ネットワーク会議 秋田県横手市
7 団体表彰 株式会社出羽庄内地域デザイン 山形県鶴岡市
8 団体表彰 手ノ子地区協議会 山形県飯豊町
9 団体表彰 荒川区伝統工芸技術保存会 東京都荒川区
10 団体表彰 多文化まちづくり工房 神奈川県横浜市

11 団体表彰 特定非営利活動法人都岐沙羅パートナーズセンター 新潟県村上市
12 団体表彰 黒部ワンコイン・プロジェクト実行委員会 富山県黒部市
13 団体表彰 若狭熊川宿まちづくり特別委員会 福井県若狭町
14 団体表彰 大鹿村立大鹿中学校 長野県大鹿村
15 団体表彰 特定非営利活動法人てほへ 愛知県東栄町
16 団体表彰 有限会社せいわの里 三重県多気町
17 団体表彰 一般社団法人南紀州交流公社 和歌山県白浜町

18 団体表彰 株式会社巡の環 島根県海士町
19 団体表彰 特定非営利活動法人尾道空き家再生プロジェクト 広島県尾道市
20 団体表彰 おららの炭小屋「奥木頭炭焼き保存伝承会」 徳島県那賀町
21 個人表彰 桑田ミサオさん 青森県五所川原市

22 個人表彰 風間教司さん 栃木県鹿沼市
23 個人表彰 高市範幸さん 石川県能登町
24 個人表彰 野々村光子さん 滋賀県竜王町
25 個人表彰 坂本勲生さん 和歌山県田辺市

26 試験研究機関表彰 栃木県農業試験場いちご研究所

27 試験研究機関表彰 愛媛県農林水産研究所水産研究センター

28 試験研究機関表彰 鹿児島県工業技術センター

29 表彰式

平成26年度ふるさとづくり大賞



各賞 受賞者名 自治体名
1 大賞 小原ECOプロジェクト 福井県勝山市
2 優秀賞 島　康子 青森県大間市
3 奨励賞 NPO法人戸田塩の会 静岡県沼津市
4 団体表彰 一般社団法人ISHINOMAKI2.0 宮城県石巻市
5 団体表彰 あきた森の宅配便 秋田県小坂町
6 団体表彰 群馬県立利根実業高等学校食品文化部 静岡県沼田市
7 団体表彰 西岬海辺の里づくり協議会 千葉県館山市
8 団体表彰 株式会社　地域新聞社 千葉県船橋市
9 団体表彰 平瀬川流域まちづくり協議会 神奈川県川崎市

10 団体表彰 NPO法人　八代地域活性化協議会 富山県氷見市
11 団体表彰 NPO法人　能登ネットワーク 石川県能登町
12 団体表彰 小滝区 長野県栄村
13 団体表彰 一般社団法人kikito 滋賀県東近江市

14 団体表彰 田根地区・地域づくり協議会 滋賀県長浜市
15 団体表彰 かみかわ田舎暮らし推進協会 兵庫県神河町
16 団体表彰 NPO法人西中国山地自然史研究会 広島県北広島町

17 団体表彰 ＮＰＯ法人新町川を守る会 徳島県徳島市
18 団体表彰 松山市ことばのちから実行委員会 愛媛県松山市
19 団体表彰 NPO法人砂浜美術館 高知県黒潮町
20 団体表彰 企業組合　ごめんシャモ研究会 高知県南国市
21 団体表彰 唐津街道姪浜まちづくり協議会 福岡県福岡市
22 個人表彰 佐藤　恒平 山形県朝日町
23 個人表彰 近藤 光一 山梨県富士吉田市

24 個人表彰 宮本　照代 和歌山県那智勝浦町

25 個人表彰 本田　節 熊本県人吉市
26 試験研究機関表彰 福島県ハイテクプラザ会津若松技術センター

27 試験研究機関表彰 石川県工業試験場

平成27年度ふるさとづくり大賞



各賞 受賞者名 自治体名
1 大賞 カール　ハインツ　ベンクス、ヴィートリッヒ　クリスティーナ　ベンクス 新潟県十日町市

2 団体表彰 北海道中標津農業高等学校 北海道中標津町

3 団体表彰 下内野自治会 岩手県一関市
4 団体表彰 千葉之家花駒座 福島県檜枝岐村

5 団体表彰 特定非営利活動法人自然塾寺子屋 群馬県甘楽町
6 団体表彰 特定非営利活動法人情報ステーション 千葉県船橋市
7 団体表彰 チームよつてら 千葉県四街道市

8 団体表彰 荒川バラの会 東京都荒川区
9 団体表彰 特定非営利活動法人エヌピーオー・フュージョン長池 東京都八王子市

10 団体表彰 氷川台自治会 東京都東久留米市

11 団体表彰 日本大通り活性化委員会 神奈川県横浜市

12 団体表彰 社会福祉法人佛子園「シェア金沢」 石川県金沢市
13 団体表彰 一般社団法人三國會所 福井県坂井市
14 団体表彰 プチ送迎ボランティア 長野県松本市
15 団体表彰 大野木長寿村まちづくり会社 滋賀県米原市
16 団体表彰 鳴り石の浜プロジェクト 鳥取県琴浦町
17 団体表彰 やかげ小中高こども連合ＹＫＧ６０ 岡山県矢掛町
18 団体表彰 遊子川地域活性化プロジェクトチーム 愛媛県西予市
19 団体表彰 北九州フィルム・コミッション 福岡県北九州市

20 団体表彰 水俣市寒川地区 熊本県水俣市
21 個人表彰 内山　裕紀子 三重県尾鷲市
22 個人表彰 西辻　一真 京都府京都市
23 個人表彰 小松　圭子 高知県安芸市
24 表彰式

平成28年度ふるさとづくり大賞



各賞 受賞者名 自治体名
1 最優秀賞 特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク 宮城県石巻市
2 団体表彰 小樽サンモール一番街商店街振興組合 北海道小樽市
3 団体表彰 特定非営利活動法人上士幌コンシェルジュ 北海道上士幌町

4 団体表彰 南部裂織保存会 青森県十和田市

5 団体表彰 特定非営利活動法人エコパル化女沼 宮城県大崎市
6 団体表彰 山形県立置賜農業高等学校「豆ガールズ」 山形県川西町
7 団体表彰 福島県漁業協同組合連合会 福島県いわき市

8 団体表彰 Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ 千葉県四街道市

9 団体表彰 上区自治会 千葉県南房総市

10 団体表彰 すみだ地域ブランド推進協議会 東京都墨田区
11 団体表彰 公益財団法人鼓動文化財団 新潟県佐渡市
12 団体表彰 専門学校職藝学院 富山県富山市
13 団体表彰 福井大学住環境計画研究室 福井県福井市
14 団体表彰 特定非営利活動法人奥矢作森林塾 岐阜県恵那市
15 団体表彰 特定非営利活動法人のってこらい 三重県熊野市
16 団体表彰 蒲生地区まちづくり協議会 滋賀県東近江市

17 団体表彰 「ぐるっと生瀬」運行協議会 兵庫県西宮市
18 団体表彰 鹿ノ台自治連合会 奈良県生駒市
19 団体表彰 特定非営利活動法人みんなの集落研究所 岡山県岡山市
20 団体表彰 川西地区自主防災会 香川県丸亀市
21 団体表彰 まちづくりＢｅｐｐｉｎ塾 愛媛県宇和島市

22 団体表彰 阿蘇ｄｅスイーツめぐり実行委員会 熊本県阿蘇市
23 団体表彰 特定非営利活動法人頴娃おこそ会 鹿児島県南九州市

24 団体表彰 鹿児島県霧島市福山町佳例川地区自治公民館 鹿児島県霧島市

25 個人表彰 デービッド　アトキンソン 栃木県日光市
26 個人表彰 澤　功 東京都台東区
27 個人表彰 中嶋　健造 高知県いの町
28 奨励賞 吉村　静代 熊本県益城町
29 表彰式

平成29年度ふるさとづくり大賞



各賞 受賞者名 自治体名
1 最優秀賞 豊重 哲郎 鹿児島県鹿屋市

2 優秀賞 小浜市阿納体験民宿組合 福井県小浜市
3 団体表彰 岡山県西粟倉村 岡山県西粟倉村

4 団体表彰 ユニバーサル・ビーチ協会 茨城県大洗町
5 団体表彰 特定非営利活動法人四街道プレーパークどんぐりの森 千葉県四街道市

6 団体表彰 学校法人中央学院高等学校 生物部昆虫班 千葉県我孫子市

7 団体表彰 街かど博物館館長連絡協議会 神奈川県小田原市

8 団体表彰 新潟県立佐渡中等教育学校 佐渡を豊かにする「中等生 PROJECT」 新潟県佐渡市
9 団体表彰 能登丼事業協同組合 石川県穴水
10 団体表彰 岐阜県立益田清風高等学校 岐阜県下呂
11 団体表彰 猪名寺自治会（猪名寺忍者学校実行委員会） 兵庫県尼崎市
12 団体表彰 五斗長まちづくり協議会 兵庫県淡路市
13 団体表彰 株式会社黒滝森物語村 奈良県黒滝村
14 団体表彰 リアルマック 鳥取県倉吉
15 団体表彰 二条里づくりの会 島根県益田市
16 団体表彰 えーひだカンパニー株式会社 島根県安来市
17 団体表彰 特定非営利活動法人九州車いすテニス協会 福岡県飯塚市
18 団体表彰 大中尾棚田保全組合 長崎県長崎市
19 団体表彰 ＮＰＯ法人ふるさと創生 熊本県阿蘇市
20 団体表彰 庄内神楽座長会 大分県由布市
21 団体表彰 特定非営利活動法人夏花 沖縄県石垣市
22 個人表彰 森山　奈美 石川県七尾市
23 個人表彰 小島　冨佐江 京都府京都市
24 奨励賞 田中 輝美 島根県松江市
25 表彰式

平成30年度ふるさとづくり大賞



各賞 受賞者名 自治体名
1 最優秀賞 鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会 佐賀県鹿島市
2 優秀賞 一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー 和歌山県田辺市

3 団体表彰 日向コミュニティ振興会 山形県酒田市
4 団体表彰 社会福祉法人こころん 福島県泉崎村
5 団体表彰 鳩山町健康づくりサポーターの会 埼玉県鳩山町
6 団体表彰 能登島地域づくり協議会 石川県七尾市
7 団体表彰 RENEW実行委員会 福井県鯖江
8 団体表彰 奥伊吹観光株式会社 滋賀県米原
9 団体表彰 樹々の会 京都府京都市
10 団体表彰 摂南大学 大阪府寝屋川市

11 団体表彰 みせるばやお 大阪府八尾市
12 団体表彰 株式会社とくし丸 徳島県徳島
13 団体表彰 特定非営利活動法人日高わのわ会 高知県日高村
14 団体表彰 公益財団法人佐賀未来創造基金 佐賀県佐賀市
15 団体表彰 豊後二見ｹ浦事業実行委員会 大分県佐伯市
16 個人表彰 松田　光輝 北海道斜里町
17 個人表彰 戸枝　陽基 愛知県半田市
18 個人表彰 藤井　裕也 岡山県岡山市
29 個人表彰 大川　香菜 長崎県壱岐市
20 表彰式

令和元年度ふるさとづくり大賞


