番号

部門

第 19 回人間サイズのまちづくり賞 各部門表彰対象の概要
○知事賞
件

表彰対象者

名（所在地）

概要

１

(事業主) 社会福祉法人めぐみ会
第一仏光こども園新園舎
(設計者) 株式会社ﾌﾟﾗｽﾆｭｰｵﾌｨｽ
（たつの市揖保川町山津屋 69－1）
(施工者) 高柴商事株式会社
・
「子供や保護者、地域住民まで、多くの
人が楽しめること」をコンセプトにし
た新築のこども園

保育室からの景色

多目的ホール

・内外装材に木材をふんだんに使い、常
に木の温かみを感じる空間とし、開放
的な場所を多くつくり、豊かな自然を
感じ、過ごす空間を提供

※1 ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務
※2 設計業務

・
「建物の外観及び内観を保ち、施工中も
建物を使い続けられること」をコンセ
プトとした耐震補強

２

まちなみ建築部門（知事賞）

・多目的ホールと園庭は地域住民も利用
でき、地域にも貢献
(事業主) 株式会社商船三井
(設計者) 株式会社昭和設計※1
神戸商船三井ビル
株式会社大林組※2
（神戸市中央区海岸通 5） (施工者) 株式会社大林組

・中庭を利用して、鉄骨造の補強外付け
耐震フレームを設置し、外壁や内部空
間に影響を与えることなく、広く市民
に親しまれている景観を保存
・魅力ある神戸の街並み保存と耐震化を
両立し、次世代に歴史的建築物を継承
(事業主) 一般社団法人ｿｰｼｬﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾘｶﾞﾚｯｾ
ソーシャルデザインリガレッセ
(設計者) 有馬 裕之 Hiroyuki Arima +
看護小規模多機能型居宅介護事業所
Urban Fourth
（豊岡市日高町荒川 310） (施工者) 株式会社川嶋建設
・
「地縁血縁にかかわらず、利用する多様
な老若男女が集まる場所を構成し、こ
れからの地域のコミュニティを生み出
すこと」をコンセプトとし、築 150 年
の古民家を介護事業所に再生
外観

外付け耐震ﾌﾚｰﾑ

３

・外観は地域の自然豊かな景観に溶け込
ませるよう、古民家の姿を継承
外観

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ･ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

1

・内部は、利用者が自宅での安心感を感
じられるような計画にするとともに、
開放感のあふれる空間として改修

番号

部門

表彰対象者

件名（所在地・活動拠点）

・中心市街地の新たな拠点づくりとして
計画された市街地再開発事業

１

ユニバーサルデザイン部門（知事賞）

概要
(事業主) 明石駅前南地区市街地再開発組合
施設
(設計者) 東畑建築事務所･大林組設計共
明石駅前南地区第一種市街地再開発事業
同企業体
施設建築物（パピオスあかし）等
ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会社
（明石市大明石町 2001） (施工者) 株式会社大林組

・明石駅から魚の棚商店街までの快適な
回遊動線を創出し、駅前広場での点字
標記、多言語表記、音声案内、分かり
やすいサイン計画を整備
外観

・特に行政サービス施設では、ハード・
ソフトの両面に渡りユニバーサルデザ
インを積極的に導入

駅前広場
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番号

部門

表彰対象者・代表者

件名（所在地・活動拠点）

概要

施設
ひだか花の基地公園
ひだか花の基地クラブ
コミュニティガーデン LaLa
（豊岡市日高町祢布 801）

１

・雑草が生い茂り荒れた状態となってい
た公園を、人が集まり交流する緑を活
用したコミュニティづくりの発信場所
として再生
・五感を使って緑が体験でき、四季の変
化を感じて楽しめる空間をコンセプト
とした公園
東屋･小屋

・清掃や草刈り、花やハーブ等の植栽、
景観に配慮した手づくりの東屋やベン
チ、看板の設置など、すべて手作業で
施設を整備

木陰の広場

活動
かり お

苅尾

き

み

こ

希美子

（たつの市）
・300 ㎡の土地に草花・花木を植え、緑
あふれる憩いの場所づくりを実施
２

花緑部門（知事賞）

ガーデン苅尾

・オープンガーデンの実施期間には「花
花まつりコンサート」として、花を見
ながらコンサートやゲーム、食事の提
供等を行うイベントを 10 年に渡って
開催し、毎回 200 人ほどが来場
春の花壇

花花まつりｺﾝｻｰﾄ

・花壇は近隣福祉施設・幼稚園の遠足場
所としても利用され、緑を通じた多く
の人との交流の場づくりも実践

活動
たかた

高田

み

ち

よ

実千代
（淡路市）

３

・楽しみながらみんなで綺麗な緑のまち
づくりを行うことを目的に活動
・寄せ植えの指導や、花を通じた交流の
場「アトリエ高田」の開設のほか、不
法投棄を防止するためにゴミステーシ
ョン周辺も緑化
ｱﾄﾘｴ高田

ｻﾝｾｯﾄ一宮花壇

3

・緑化グループを結成して、放置状態と
なっていた県道沿い花壇スペースを美
しく蘇らせて整備

番号

部門

代表者

件名（活動拠点）

概要

鞍居地区ふるさと村づくり協議会
かわい
河井
（上郡町）

まさひと

正人

・少子高齢化及び過疎化が進む中、ふる
さとの美しい自然や風景を子や孫に引
き継ぐことを目的に活動
１

・モロヘイヤ及びクライモモの特産品開
発による町おこしを展開

ﾓﾛﾍｲﾔの栽培

金出地ダム自然
植物公園構想事業

よねだ

（川西市）

米田

けんいち

憲一

・東谷地区の歴史や資源を地区内外や市
内外へ情報発信することを目的に活動
２

まちづくり活動部門（知事賞）

ヒガシタニズム実行委員会

・希少植物を保護し、ダム上流の谷間に
移植する「金出地ダム自然植物公園構
想事業」や、鞍居川流域の生態系を復
活させる「鞍居川生き物復活プロジェ
クト」などにより、自然環境の保全に
貢献

東谷ズム
(ｻﾄﾔﾏﾙｼｪ)

三十三所観音石仏
巡りｺｰｽの整備

・大正時代をコンセプトに、ふるさとへ
の愛着づくりを目的としたイベント
「東谷ズム」を開催し、歴史講談やサ
トヤマルシェ、音楽コンサート等、多
種多彩な企画で地域の活性化に貢献
・東谷土産の開発や、観音石仏巡りコー
スの清掃や整備、まち歩きマップの作
成などの取組も展開

兵庫区北西部まちづくり協議会
あづま
吾妻
（神戸市兵庫区）

よしのぶ

義信

・地震時等に危険な密集市街地である兵
庫区北西部地区における防災まちづく
りを目的にした活動
３

・災害時には一時避難場所や防災活動の
場となる「まちなか防災空地（空き地
や空き家を花壇や菜園、芝生広場等の
新たな魅力資源へ再生）」を整備
まちなか防災空地の
整備

まちなか防災空地
を巡るｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ

・安全安心の場の確保に加えて、コミュ
ニティの場も創出
・防災空地の周知を図るため、住民向け
のスタンプラリーも実施
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概要
きたふじ

（多可町）

北藤

りょうすけ

良介

・廃校となった小学校を利用して、地域
の雇用対策、定住・移住促進に取り組
むなど、地域の活性化を目的に活動

４

まちづくり活動部門（知事賞）

特定非営利活動法人 CHIIPRO

・地域住民と一緒に手作業で運動場を芝
生のグラウンド・ゴルフ場に整備し、
地域団体と連携して運営
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ場の
整備

体育館を活用した
ｻｰｶｽ教室

5

・体育館をパフォーマーの練習場として
提供するなど、地域住民の参画も働き
かけながら、廃校を活用した複合的な
施設運営を実施

