
年度 推薦団体 受賞者名 功績の概要 備考

市川市長
中山まちづくり

協議会

寺町という地域の特性を活かしたまちづく
りと地域活性化を目的とし、市の修景事
業のデザイン協議に関わり景観誘導を図
りました。 さらに、地域の景観まちづくり
ルールを検討し、景観重点地区の指定に
ついて市に提言するなど、まちづくりに先
導的に取り組み、魅力あるまちづくりの推
進に貢献した。

都市協会
事務局長

成田市

「公津の杜駅周辺地区」
大学を活用したまちづくりを推進し、駅前
空間の賑わい、大学を核とした学びの場
や地域活力の創出、駅周辺の人口維持
を図り、若者の
定住化と持続可能なまちづくりの推進に
努めた。

都市協会
事務局長

八街市

「榎戸駅前周辺地区」
 駅舎橋上化及び東西自由通路の整備に
併せ、駅周辺の道路や駅前交通広場等
を整備し、交通利便性の向上、住民活動
の促進を図り 安心安全なまちづくりの推
進に努めた。

柏市長

柏北部東地区
農あるまちづくり

実行委員会

「農あるまちづくり」をテーマに、地産地消
の推進、体験農園の運営支援など、農業
を通して古くからの住人と新たな住人を結
び付け、地域の特性である農業を活かし
たまちづくりに先導的に取り組み、健康で
安らぎのあるまちづくりの推進に貢献し
た。

都市協会
事務局長

流山市

[つくばエクスプレス沿線地区]
つくばエクスプレス沿線開発による宅地・
基盤整備に伴う、急激な人口増加に対応
するため、学校、防災施設等を整備し、安
心・安全で快適で、魅力あるまちづくりに
努めた。

都市協会
事務局長

山武市

[成東駅南側周辺地区]
生活道路や駅前広場等の整備による道
路のネットワーク化を通して、地域間の交
流を育み、賑わいの創出や、安全で便利
な魅力あるまちづくりを推進した。

都市協会
事務局長

香取市

[小見川駅周辺地区]
道路と鉄道の交通結節点の機能向上を
図り、地域資源等の活用や情報発信機能
の強化をすることで、市民や来街者の交
流の場を創出した。

都市協会
事務局長

木更津市

[金田地区（第２期）]
金田地区の人口増加に対応した、交流施
設の整備を行い、地域特性に応じた多機
能複合都市としての機能強化を図った。

千葉県都市協会まちづくり功労者表彰受賞者一覧（H22～）

R元

2



年度 推薦団体 受賞者名 功績の概要 備考

千葉県都市協会まちづくり功労者表彰受賞者一覧（H22～）

流山市長
飯田 信義氏・
長谷部 年春氏

流山市本町地区内に、手作りの切り絵行
灯（あんどん）を作成、設置し、江戸情緒
ある景観づくりに大きく貢献した。

　令和元年度
　まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞

都市協会
事務局長

佐倉市

[志津駅周辺地区]
複合施設「志津市民プラザ」などの公共
施設を集約し、拠点性、利便性を高めると
ともに、歩道の整備などを行い、歩いて暮
らせる市街地形成を図った。

都市協会
事務局長

我孫子市

[布佐駅南側地区]
地区計画制度を利用し、道路・公園・下水
道などの都市基盤整備を行い、住環境の
向上、安全・快適な市街地形成を図った。

都市協会
事務局長

習志野市

［JR津田沼駅周辺地区］
新たな住宅地の造成や道路等の都市基
盤の整備を支援するとともに、エスカレー
ターの設置や既存ペデストリアンデッキの
改良などにより、市の玄関口としてふさわ
しい良好な市街地を形成した。

館山市長
館山駅西口地区
街づくり協議会

［館山駅西口地区街づくり協議会］
南欧風デザインの街並み景観形成へ協
力するとともに、花壇への植栽や周辺道
路等の環境美化に貢献した。

平成30年度
まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞

千葉市

［誉田駅周辺地区］
駅舎橋上化、南北自由通路、北口交通広
場整備などを行い、誉田駅を核とした、地
域環境、利便性の向上を図った。

［新港横戸町線沿道地区］
公園、緑地の整備などを行い、地域の
人々のふれあいと参加のあるまちづくりを
行った。

袖ケ浦市

［長浦地区］
駅舎及び自由通路を改修するとともに、
駅周辺の道路を整備することなどにより、
バリアフリー化の向上を図るなど安全安
心で暮らしやすいまちづくりを行った。

横芝光町

［横芝駅南口周辺地区］
駅前広場の整備や防災、防犯機能の向
上を図ることなどにより、安全安心な都市
サービス拠点を形成した。

柏市長
柏の葉アーバン
デザインセンター

公共・民間・大学の連携により、駅前等の
拠点的な公共空間の高質化や地区内の
民間建築物の景観誘導の取組等を行っ
たほか、これらを行う組織と運営の仕組
みを他地域へ展開し、まち全体の活力向
上に貢献した。

平成29年度
まちづくり法人　国土交通大臣表彰受賞

28

都市協会
事務局長
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流山市

［運河駅周辺地区］
駅前広場、ふれあいモール等の整備によ
り、地区の魅力向上と利便性、快適性に
優れたまちづくりを行った。

平成28年度　まちづくり月間
まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞

大網白里市
［大網東地区］
道路、公園等の整備により、安全性・快適
性の高い、魅力あるまちづくりを行った。

平成28年度　まちづくり月間
まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞

東金市

[東金・田間地区]
観光施設への案内看板や防犯灯の設
置、講演整備等により良好な住環境の形
成を図った。

市原市

[八幡宿駅東口地区]
駅、学校、周辺公共施設等を結ぶ歩行者
ネットワークの構築を図り、安全で快適な
歩行空間の形成を推進した。

流山市

[江戸川台西地区]
駅前広場整備等により、交通利便性の向
上を図り、住みやすく便利で賑わいのあり
まちづくりを行った。

平成27年度　まちづくり月間
まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞

我孫子市

[我孫子駅南東地区]
文化ポイントや散策路の整備等により、
地域の魅力向上を図り、来訪者との交流
を促進するまちづくりを行った。

平成27年度　まちづくり月間
まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞
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都市協会
事務局長

都市協会
事務局長
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旭市

[干潟駅周辺地区]
道路の整備により、主要拠点への交通ア
クセス利便性の向上を図る。地域の防災
機能の充実を図り、排水路の整備によ
り、地域の冠水被害を解消し、快適で安
全な生活環境の構築を目指す。

市原市

[五井駅東口地区]
総合公園や駅周辺を中心に、都市交流
拠点の整備を行い、都市交流核の「交流
と賑わい」創出の起爆剤となるまちづくり
を行う。五井駅～都市交流拠点～国分寺
台 をつなぐ歩行者・自転車のアクセス機
能を改善する。

平成26年度　まちづくり月間
まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞

栄町

[栄町安食・布鎌地区]
安全・安心して歩行・走行できる道路整備
及び生活環境の整備、老朽化した広域避
難場所の耐震整備を進める。

いすみ市

[いすみ市東部地区]
道路の拡幅及び地域防災施設の整備な
どにより、交通アクセスの利便性の向上
を図るとともに、災害に強い居住環境の
形成を目指す。

長生村

[長生村中央地区]
道路の拡幅及び情報板や地域防災施設
の整備などにより、安全で安心な潤いの
ある生活しやすいまちづくりを目指す。

八街市長 本多 理衛知

八街駅北側地区における公共施設等の
計画、整備、保全への参加により、市の
魅力ある街づくりの推進に大きく貢献し
た。

成田市長 上町街づくり協議会

協議会が主体となって市と協働事業によ
り、成田駅から成田山新勝寺までの表参
道地区のセットバック事業を実施し、参道
らしい景観を形成した、歩きやすい歩道
空間を創出した。

平成26年度　まちづくり月間
まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞

25

都市協会
事務局長
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千葉市

［千葉駅西口周辺地区］
千葉駅西口及び臨海部の『玄関口』として
風格のある基盤と空間を形成するととも
に、都心業務機能の集積、高度化を図る
街づくり。

船橋市

［北習志野駅周辺地区］
地区内の駅周辺の道路整備や北習志野
駅ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷの整備等により、駅利
用者等の利便性の向上を図るとともに、
交通の安全性の確保を目指す。

柏市

［柏駅周辺地区］
柏駅東口の歩行者専用嵩上げ式の広場
や道路の整備、市街地開発事業により地
域住民や来街者の快適性と利便性の向
上を図るとともに、中心市街地として魅力
的で賑わいがあるまちづくりを目指す。

君津市

［周西地区］
君津駅北口駅前広場を含む駅周辺の道
路整備や生涯学習ｾﾝﾀｰの整備等により
中心市街地のにぎわいの創出を図るとと
もに魅力ある都市空間の形成を目指す。

平成25年度　まちづくり月間
まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞

君津市

［久留里地区］
久留里駅東西の交通広場や駐車場及び
地域交流ｾﾝﾀｰの整備等により、駅を拠点
とした交通結節機能の強化を図るととも
に、にぎわいの再生を目指す。

山武市

［さんぶの森地区］
道路及び広場や地域交流ｾﾝﾀｰの整備等
により、人々が安らぎを求め、快適な生活
ができる環境を形成するとともに、人と自
然が触れ合えるまちづくりを目指す。

鎌ケ谷市長 小川 治
新鎌ケ谷駅北口横断橋整備事業費とし
て、整備費相当額を市に寄付し、新鎌ケ
谷地区のまちづくりの推進に貢献した。

平成25年度　まちづくり月間
まちづくり功労者　国土交通大臣表彰受賞

23 （該当なし）

22 （該当なし）

24

都市協会
事務局長


