
SHINTOSHI  Vol.73 No.6 2019  6

国土交通省　都市局まちづくり推進課
住宅局市街地建築課

37回「まちづくり月間」の実施について第
特集 ◦ まちづくり月間

１．まちづくり月間の趣旨
住民一人一人が生きることに喜びと生きがいを
味わえる生活空間を形成していくためには、住民と
国、地方公共団体などが協力して創意と工夫を活か
したまちづくりを推進することが必要です。国土
交通省では、住民の積極的な参画のもとに創意と工
夫を活かしたまちづくりを推進することを目的と
して、昭和58年度から毎年６月を「まちづくり月
間」と定め、まちづくりについて住民の理解と協力
を得るため、都道府県、市町村、関連団体の協力を
得て、様々な広報活動や行事の開催等、まちづくり
に関する啓発活動を幅広く実施しています。

２．期間
令和元年６月１日（土）から令和元年６月30日（日）

３．まちづくり月間実施について
国、地方公共団体は、月間中に関係団体等の協力を

得て、うるおいのあるまちづくりについて住民の意
識を高めるよう次に掲げる行事及び活動を積極的に
行い、生きることに喜びと生きがいを味わえる生活
空間を形成していくための住民活動を促進します。

（１ ）まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰
国土交通大臣は、魅力あるまちづくりの推進に
つとめ、特に著しい功績のあった個人又は団体（地
方公共団体を含む）を表彰します。

（２）広報活動の推進
国、地方公共団体は、新聞、テレビ、ラジオ等の

協力を得るとともに、パンフレット、機関誌等を活用

し、また、月間の趣旨に賛同する団体等の協力も得な
がら、まちづくりの趣旨を住民に幅広く広報します。

（３）まちづくり推進活動の実施
①　地方公共団体は、まちづくり推進活動をより広
範に定着させるため、まちづくり月間の趣旨を踏
まえた「まちづくり月間関連行事」として、まち
づくりフェア、シンポジウム、講演会等の地域の
実情に即した特色のある諸行事を実施します。特
に参加型の行事の実施に努めるものとします。

②　国、地方公共団体は、地方公共団体及び月間の
趣旨に賛同する団体等が実施する行事の実施に対
して、後援等必要な支援を実施することとします。

③　国、地方公共団体は、まちづくり月間の趣旨
に賛同する団体等が行う、全国的行事の開催等
について、必要な協力を実施します。

４．まちづくりと景観を考える
　全国大会

（１）日　時：�令和元年６月14日（金）　13：30～16：00

（２）場　所：「すまい・るホール」
　　　　　（�東京都文京区後楽１－４－ 10　�

住宅金融支援機構内）

（３）主　催：まちづくり月間全国的行事実行委員会
　　　　　「都市景観の日」実行委員会

　　　※�全国的行事は「都市景観の日」実行委員会との共催によ
り、開催されます。

（４）後　援：国土交通省

新都市６月.indb   6 2019/06/04   6:00:23



7  Vol.73 No.6 2019  SHINTOSHI

特集 ◦ まちづくり月間

（５）内　容：
①表彰式
・�まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰
・�まちづくり月間関連国土交通大臣表彰
� 　まちづくり法人国土交通大臣表彰
� 　コンパクトなまちづくり大賞
� 　先進的まちづくり大賞
� 　住まいのまちなみコンクール
� 　まちづくり・都市デザイン競技
・�都市景観大賞

②代表地区事例発表
・�コンパクトなまちづくり大賞〈個別事業部門〉
国土交通大臣賞
� 　都城市中央地区（宮崎県都城市）
・�都市景観大賞<都市空間部門＞�
国土交通大臣賞
� 　大分駅南地区（大分市、大分いこいの道協議会）

③特別講演
・�東北芸術工科大学　教授
　馬場　正尊　氏
� 　�「公民連携とエリアリノベーション」と題した
特別講演を行います。

④展示
・�表彰作品の展示を行います。

５．まちづくり月間関連
　国土交通大臣表彰の紹介

（１）まちづくり法人国土交通大臣表彰
国土交通大臣は、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
上させる先進的なまちづくり法人を表彰します。

昨年の全国大会における各賞の展示の様子

昨年の表彰式の様子
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（２ ）コンパクトなまちづくり大賞
　（事務局： コンパクトなまちづくり推進協議会

（一財）都市みらい推進機構）
【総合戦略部門】
「健康」「子育て」「稼ぐ力」等の都市が直面する
課題・テーマに対して、立地適正化計画及びその
他の施策を組み合わせて取り組み、コンパクトシ
ティ実現に向けて他の都市のモデルとなる都市を
表彰します。

【個別事業部門】
都市再生整備計画事業、市街地整備事業等ある
いはその組み合わせにより地区の課題を解決した
事業を評価し、表彰します。

（３ ）先進的まちづくり大賞
　（事務局： コンパクトなまちづくり推進協議会

（一財）都市みらい推進機構）
他の地域のモデルとなるような「健康・医療・
福祉」「エネルギー・環境・省エネ」「安心・安
全」「防災・減災」「交通」「インフラ（上下水道
等）」「コンパクトシティ」「既存ストック・歴史
的資産の活用」「リノベーション」「公民連携・官
民連携」「ファイナンス」「タウンマネジメント・
エリアマネジメント」「ブランディング」等をキー
ワードに、都市課題の解決や次世代型都市の創出
に繋がる『先端技術』や『新しいまちづくりの手
法』を活用した先進的なまちづくりの取組を表彰
します。

（４）住まいのまちなみコンクール
 （事務局：（一財）住宅生産振興財団）
地域の特性を活かし、魅力的な住まいのまちな
みを育む維持管理や運営などの活動に実績を上げ
ている住民組織を、まちづくりのモデルとして表
彰し、支援します。

（５）まちづくり・都市デザイン競技
 （事務局：（公財）都市づくりパブリックデザインセンター）
地域にふさわしい魅力的な空間創出、活力のあ
る拠点形成、美しいまちなみ形成等を実現するた
めの様々なアイデアと都市デザインについて、一
般から提案を募り、優秀作を表彰します。

６．地方公共団体等における
　主な関連行事の紹介
地方公共団体は、まちづくり月間の趣旨を踏ま
え、地元において、まちづくりフェア、シンポジ
ウム、講演会等の地域の実情に即した特色ある諸
行事を実施します。

盛岡市都市景観賞写真パネル展
　日　時　令和元年６月２日（日）～６月28日（金）
　場　所　６月２日（日）～９日（日）
　　　　　イオンモール盛岡南店（岩手県盛岡市）
　　　　６月 10日（月）～ 28日（金）
　　　　　盛岡駅内わんこロード（岩手県盛岡市）

　主　催　盛岡市
　内　容　�毎年６月に開催される国土交通省の

「まちづくり月間」の一環として、昭和
59年度から平成30年度までの盛岡市
都市景観賞を受賞した建築物等の写真
パネル約 170 点を展示することによ
り、都市景観についての市民意識の高
揚を図るとともに、併せて今年度の都
市景観賞募集の周知・啓発を図ること
を目的としています。

　担　当　岩手県県土整備部都市計画課
� 廣瀬　019-629-5891
　　　　盛岡市都市整備部景観政策課
� 清水　019-651-4111

東京都まちづくり功労者に対する知事感謝状贈呈式
日　時　令和元年６月４日（火）
場　所　都庁内特別会議室（東京都新宿区）
主　催　東京都都市整備局
内　容　�赤坂九丁目北地区、西品川一丁目地区、

渋谷駅南街区土地、西篠崎土地の開発
に対して知事感謝状を贈呈します。

担　当　東京都都市整備局総務部総務課広報広聴担当
� 　東　03-5388-3240

あいちまちづくりシンポジウム
テーマ　みんなではぐくむまちづくり
日　時　令和元年６月13日（木）　13:30～16:45
場　所　名古屋市中区役所　ホール（愛知県名古屋市）
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主　催　愛知「まちづくり月間」実行委員会
　　　　�（構成団体：国土交通省中部地方整備局、愛知県、

名古屋市、独立行政法人都市再生機構中部支社）
内 　容　�近年都心部では、人口減少や高齢化及び

建物の老朽化が進む中にあっても、イン
バウンド効果や再開発事業など、まちの
なかの「ヒト」や「モノ」が入れ替わる
過渡期にあり、まち全体の魅力・活力を
維持向上することが求められています。

　　　　�まちのもともとの魅力を維持しながら新
たな要素を取り入れ、持続的かつ快適な
住環境の整備を促すためにも、地域住民
だけでなく行政や大学、民間事業者等、
多様な関係者が連携し、それぞれが知恵
を出し合い、まちの将来像を共有しなが
ら地域活力の増進、発信によってまち全
体を活性化していくことが重要です。

　　　　�そこで、今年度が「みんなではぐくむま
ちづくり」をテーマとしまして、まちづ
くりシンポジウムを開催いたします。

担　当　愛知県建築局公共建築部住宅計画課
� 安福　052-954-6522
　　　　名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課
� 塩谷　052-972-2798

郡山城天守台展望施設合同演奏会　水無月コンサート
テ ーマ　郡山城天守台を中心としたまちの賑わい創出
日　時　令和元年６月８日（土）　
場　所　郡山城天守台展望施設周辺（奈良県大和郡山市）
主　催　郡山城にぎわいづくり実行委員会
内　容　�平成29年３月26日に竣工した郡山城

天守台展望施設の利活用を図り、まち
の賑わいを創出することを目的とした
「郡山城にぎわいづくり事業」の一つと
して、展望施設及びその周辺を利用し
た音楽会を開催します。

　　　　�開催にあたっては、市内の郡山高等学校
の吹奏楽部と合唱部、郡山西中学校の吹
奏楽部に出演を依頼し、高校生と中学生
の交流を図りつつ、これからの大和郡山
市を支えていく若者たちのまちづくり
への参画を促す行事とします。

担　当　大和郡山市都市建築部都市計画課　
� 田村　0743-53-1151

第 31 回長崎県まちづくりの絵コンクール
テーマ　つくってみたいな　こんなまち
日　時　（応募期間）令和元年６月１日（土）
� ～令和元年９月６日（金）
　　　　（展示期間）令和元年 10月下旬
� ～令和２年２月（予定）
場　所　長崎県美術館ほか県内公益施設予定
主 　催　長崎県土木部、長崎県都市計画協議会、
　　　（一社）長崎県公園緑地協会

内　容　�本コンクールは、「まちづくり月間」と
同時に実施している「長崎県まちづく
り月間」の一環として、県内在住の小
学生を対象に平成元年度から毎年実施
しています。　

　　　　�応募があった作品については、美術の
専門家等による審査を行い、最優秀賞・
優秀賞及び入選等を選定し表彰を行っ
ています。

　　　　�また、応募作品は県内各地において展
示会を行っております。

担　当　長崎県土木部都市政策課
� 馬渡　095-894-3033

まちづくり講演会
テーマ　景観まちづくり
日　時　令和元年６月 11日（火）
場　所　沖縄県立博物館・美術館（沖縄県那覇市）
主　催　沖縄県・沖縄県都市計画協会
内　容　�まちづくりに携わる方を講師として招聘

し、行政・地域住民・民間事業者等を対
象に２時間程度の講演会を開催します。

担　当　沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課
� 金城　098-866-2408

パネル展
テーマ　那覇市のまちづくり
日　時　令和元年６月17日（月）～６月28日（金）
場　所　那覇市役所１階（沖縄県那覇市）
主　催　那覇市
内 　容　�那覇市または関係団体等が取り組んで

いる施策等で、まちづくりに関連した
活動・事例等を紹介します。

担　当　那覇市都市みらい部都市計画課
� 徳山　098-951-3246
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