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「手づくり郷土
ふるさと

賞」認定証伝達式を旭川市で開催します 

 

 

 

 
 

 

 

国土交通省では、地域の魅力や個性を創出している社会資本及びそれと関わりがある優れた地域

活動が一体となった成果を「手づくり郷土（ふるさと）賞」（別紙「参考資料」参照）として表彰

しています。 

平成３０年度は全国各地から応募のあった５３件（一般部門４７件、大賞部門６件）の中から、 

２３件（一般部門２０件、大賞部門３件）の優れた取組が選定され、一般部門で緑道ワークスが選

定されました。（活動の詳細は「別添２」参照） 

 

【認定証伝達式】 

 受賞件名：地域を育てる緑の道 ～未来を描く物語仕立ての社会資本の活用～ 

受賞団体：緑道ワークス（旭川市） 

日  時：平成３１年２月１３日（水）１５：００～ 

場  所：旭川市民文化会館 ３階第５会議室（旭川市７条通９丁目） 

 

※伝達式（認定証伝達・副賞贈呈）は公開で行います。取材を希望される方は、「別添３」の申込書

により２月１２日（火）１２時までにお申込み願います。 

 ※取材される場合は、伝達式開始時間の５分前（１４：５５）までに会場にお越しください。 

 ※記念撮影終了後に、受賞団体との取材時間をご用意します。 

 

 

平成３０年度「手づくり郷土（ふるさと）賞」（国土交通大臣表彰）の認定証伝達式を以下の

とおり、旭川市において開催します。 

伝達式では、北海道開発局長から受賞団体（緑道ワークス）に認定証及び副賞の楯をお渡しし

ます。（式次第は「別添１」参照） 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

     開発監理部 開発調整課 課長補佐 新妻憲嗣（内線 5475） 

開発監理部 開発調整課 上席開発計画専門官 木村 康一（内線 5470） 

北海道開発局ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/ 

～緑道ワークスが一般部門を受賞～ 



 

 

平成３０年度「手づくり郷土
ふる さ と

賞」認定証伝達式 

 

 

 受賞件名 地域を育てる緑の道 ～未来を描く物語仕立ての社会資本の活用～ 
 

 受賞団体 緑道ワークス 
 
 

 

 

日 時 ： 平成３１年２月１３日（水）15:00～15:20 

場 所 ： 旭川市民文化会館 ３階第５会議室 
（旭川市７条通９丁目） 

       

 

 

 

     1． 開 式 

 

     2． 認定証伝達・副賞贈呈 （北海道開発局長） 

 

    3．  挨 拶 （北海道開発局長） 
 

    4． 祝  辞 （旭川市長） 
 

    5． 閉 式 
 

    6． 記念撮影 
    

別添１ 



「七条緑道」は、北海道旭川市にある都市

計画道路で、日本初の恒久的歩行者専用道路

となった「平和通買物公園」と交差する位置

にあり、道立美術館や公会堂などの文化施設

がある「常磐公園」と「旭川市民文化会館、

市役所」を始めとする主要な公共施設を繋ぐ

道として重要な役割を果たしています。

緑道の周辺には個性的なカフェやギャラ

リー、雑貨店などが広がり、道路中央に設置

された散策路は、中心市街地にありながら緑

あふれる穏やかな雰囲気に満たされ、来訪者

の心を癒やす憩いの空間となっています。

「緑道ワークス」の積極的な美化活動に

より、地域の魅力が益々高められています。

地域を育てる緑の道
～未来を描く物語仕立ての社会資本の活用～

近年、中心市街地から郊外への住宅地の拡

大、大型商業施設の移転などに伴う中心部の

活力低下に伴い、七条緑道周辺の商店や、地

域を訪れる歩行者が徐々に減少していました。

こうした状況を変えるため、緑道から旭川

の未来のくらしを考えるべく地域住民を主体

とするプロジェクトが始動し、緑道ワークス

が旭川市初となるアダプトプログラム協定を

締結したことによって、住民主体の美化活動

による地域づくりが始まりました。

子どもたちがこの道で育ち、また帰ってき

たいと思える場所となるように物語仕立ての

空間づくりを思い描き、緑道新聞による地域

情報の発信、緑道文化まつりによる子ども向

けイベントの開催や、学生による地域在来植

生の播種など、七条緑道という社会資本を活

用した未来を見据えた取組が、産官学との連

携のもと市民の手で着実に進められています。

緑道の維持管理に子どもたちも参加 憩いの空間づくり

①社会資本の概要

②取組の背景、取組概要と創意・工夫

北海道旭川市のシンボルロード「七条緑道」 美しい冬のイルミネーション

学生による在来植生オオウバユリの播種

緑道ワークス／旭川市

北海道旭川市

市民による美化活動や、七条緑道を活用した

各種イベント、新聞やSNSによる情報発信を通じ

て、地域の担い手としての誇り、地域資源を大

切に思う意識の形成に繋がり、若い世代も緑道

に関心を持ち始めています。

市民活動により七条緑道の魅力が再注目され、

歩行者の回復や沿道の出店などに繋がりました。

緑道を愛する人たちの力で、未来の旭川市民

のために心地よい空間づくりを進めていきます。

＜受賞者＞
緑道ワークス

代表 あべ 弘士

＜コメント＞
多くの人に緑道を知ってもらいたいと、

地域住民を中心に理想のまちについて何
度も話し合い、この場所での過ごし方や、
楽しみ方をコツコツ提案してきました。
お花をもらったり、通りかかったのをき
っかけに参加者が増えたりと、地域の皆
さんと一緒に、文字通り手作りしてきた
小さなまちの活動が、全国を対象とした
この度の賞をいただけてとても嬉しいで
す。自分たちらしく楽しみながら、住民
の手作りでまちを創る、この想いを次の
世代へと繫いでいきたいと思います。

（会員一同）
＜活動内容＞
・七条緑道の景観整備・清掃活動

・植栽枡の手入れ・緑道活用イベント
・未来の旭川市民に向けた地域づくり
＜活動の経緯＞
平成２５年 再整備検討開始、緑道新聞創刊

平成２７年 緑道ワークス設立

アダプトプログラム締結

平成２８年 緑道文化まつり開催（継続）

平成２９年 寄付金付き商品販売開始

平成３０年 七条緑道エコミュージアム開催

緑道文化まつりの学生による紙芝居

③活動の成果や波及効果等

ガイド養成ワークショップ

喜びの声

◆所在地

北海道旭川市７条通８丁目３９番１６号

◆活動主体及び連絡先

緑道ワークス
（0166-73-8289）

https://www.facebook.com/ryokudouworks/

◆対象となる社会資本
７条公園通（七条緑道）
※管理者：旭川市

緑道新聞による地域情報の発信とボランティアサポーター募集

北海道立
旭川美術館

常磐公園

旭橋
石狩川 牛朱別川

旭川四条駅

旭川市役所

七条緑道

忠別川

12

237

40

39

旭川市民文化会館

別添２



 別添３  

 

 

北海道開発局 開発調整課 宛  （FAX ０１１－７０９－９２１５） 

 

申込書（報道関係者） 

平成３０年度手づくり郷土賞認定証伝達式 

日  時：平成 31 年 2 月 13 日(水) 15:00～      

場  所：旭川市民文化会館 ３階第５会議室 

受賞件名：地域を育てる緑の道  

～未来を描く物語仕立ての社会資本の活用～ 

受賞団体：緑道ワークス 

 

 

 

氏   名                             

 

住   所                             

 

所属（会社名等）                          

 

連 絡 先                             

 

 

※ご提供いただいた個人情報は、平成３０年度手づくり郷土賞認定証伝達式に関する連

絡以外では使用しません。 

 



国土交通大臣表彰 「手づくり郷土賞」とは

地域の個性・魅力を創出し、良質な社会資本及びそれと関わりをもつ優

れた地域活動を広く募集・発掘し、これらを全国に広く紹介することにより、

個性あふれ活力ある郷土づくりに資することを目的として、昭和６１年度に

創設された国土交通大臣表彰制度。平成３０年度で３３回目。

委員長 鈴木 伸治 横浜市立大学国際総合科学部 教授

委 員 河野 まゆ子 株式会社ＪＴＢ総合研究所 主席研究員

委 員 関 幸子 株式会社ローカルファースト研究所 代表取締役

委 員 田中 里沙 事業構想大学院大学 学長

委 員 平野 龍平 富士急行株式会社 社長室アドバイザー

委 員 福井 恒明 法政大学デザイン工学部 教授

手づくり郷土賞選定委員会（平成３０年度）

有識者からなる手づくり郷土賞選定委員会により、幅広い観点から審査し

選定します。

◆手づくり郷土賞の概要

◆手づくり郷土賞選定委員会

【一般部門】
はじめて「手づくり郷土賞」の受賞を目指す団体から表彰

【大賞部門】
過去に「手づくり郷土賞」を受賞し、その後の活動が拡充した団体を表彰

（参考） 平成30年度手づくり郷土賞応募要領は以下のURLをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/entry/boshuu/bosyu.pdf

参考資料
ふ る さ と

（敬称略）


