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「わが村は美しく̶北海道」運動
第2回コンクール受賞団体決定！
北海道開発局は、各地で地域の魅力を高めよう

■北海道開発局長表彰部門賞

と取り組んでいる住民主体の活動に光をあて、支援

景観部門

し、そうした活動が北海道のすみずみまで波及して
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いくことにより、農林水産業の振興と農山漁村の活
性化に寄与することを目的として、
「わが村は美しく
─北海道」運動を推進しています。

該当なし
該当なし
七飯町野菜生産出荷組合（七飯町）
上斜里フラワーロード推進協議会（清里町）
ハサンベツ里山づくり20年計画実行委員会（栗山町）
ニセコ 21世紀まちづくり実行委員会（ニセコ町）

その一環として、地域活性化に貢献する優れた
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活動を行っている団体などを表彰するコンクールを
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開催しました。応募は、良好な景観の形成又は維
持に関する活動を行っている団体を対象とした「景
観部門」
、地域の農林水産物又はそれを利用した特
産物の生産販売活動を行っている団体を対象とした
「地域特産物部門」、農村漁村における地域外部
の人たちとの交流活動を行っている団体を対象とし
た「人の交流部門」について行いました。

有限会社もち米の里ふうれん特産館（風連町）
標津町地域 HACCP推進委員会（標津町）
郷里の味なかむらえぷろん倶楽部（美唄市）
北いぶき農業協同組合沼田支所（沼田町）
新函館農業協同組合女性部江差支部（江差町）
おびひろ味銀行（帯広市）
オケクラフト 20周年記念実行委員会（置戸町）
産業クラスター研究会東オホーツク オホーツク鱒寿し研究部会
（網走市）

人の交流部門

第2回の今回は、全道103市町村の160団体から
個性あふれる197件の応募が寄せられました。審査
は、開発建設部（石狩川開発建設部を除く）ごとに、
応募された全てについて現地を見せていただき、直
接お話をお聞きすることから始まりました。その後、
全道審査委員会が3 つの部門ごとに分かれて審査
を行い、表彰団体が選考されました。
表彰式は平成17年2月25日に札幌市内の京王プラ
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幌加内町そば祭り実行委員会（幌加内町）
ハサンベツ里山づくり20年計画実行委員会（栗山町）
標津町エコ･ツーリズム交流推進協議会（標津町）
森の学校（枝幸町）
酪農家集団 AB-MOBIT（根室市）
士幌なまくら会（士幌町）
特定非営利活動法人自然体験村虫夢ところ昆虫の家
（常呂町）
置戸町商工会青年部（置戸町）
羽幌町「寺小屋塾」
（羽幌町）

■わが村は美しく賞 該当なし

ザホテル札幌で開催され、北海道開発局吉田義一
局長から表彰状が授与されました。
事務局：北海道開発局農業水産部農業振興課

受賞団体のご紹介

景観部門

「個性があふれ、 誰もが訪れたくなるような村」

【銅

賞】

【銅

七飯町野菜生産出荷組合
（七飯町）

賞】

上斜里フラワーロード
推進協議会
（清里町）

マリーゴールドを利用して特産野
菜の生産を行い、クリーン農業を
実現するとともに、美しい農村景
観を生み出しています。

道道沿いの農地にコスモスを栽
培する「フラワーロード」を契機
とし、市街地にオープンガーデン
を整備するなど、花のあふれる景
観づくりを行っています。
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地域特産物部門

【特別賞】

【特別賞】

ハサンベツ里山づくり
20年計画実行委員会
（栗山町）

ニセコ 21世紀まちづくり
実行委員会
（ニセコ町）

「春の小川はサラサラプロジェク
ト」など、 子どもたちとともに、
ふるさとの里山･里地を再生･創生
する活動を行っています。

「ニセコ花」フェスタ綺羅街道の
花壇づくりを通して町の景観に美
しい一体感を生み出すと共に、花
を核とした幅広い活動を行ってい
ます。

「魅力あふれる特産物から生まれる新たなブランド」

【金

賞】

【銅

有限会社もち米の里
ふうれん特産館
（風連町）
特産のもち米の性質を生かした
「ソフト大福」などのさまざまな
商品開発、製造を行い、直売所
を開設しています。

【金

江差地域に古くからある手づくり
の菓子「追分こうれん」の製造･販
売を通して、地域文化を守り育て
ています。

賞】

【銅

標津町地域
HACCP推進委員会
（標津町）

地元の特産物を活用した料理を
考案し、料理教室を開催するなど、
郷土料理の研究･普及につとめて
います。

賞】

【銅

郷里の味
なかむらえぷろん倶楽部
（美唄市）

賞】

オケクラフト 20周年記念
実行委員会
（置戸町）

明治時代から中村地域に伝わる
「とりめし」を商品化し、製造販
売するとともに、地域文化を継承
しています。

【銀

賞】

おびひろ味銀行
（帯広市）

漁港、流通、加工場など地域が
一体となった HACCP システムの
導入により、安全な水産品を提供
しています。

【銀

賞】

新函館農業協同組合
女性部江差支部
（江差町）

「オケクラフト 20周年記念事業」
の開催、活動拠点となる工芸館
でのイベント開催など、オケクラ
フトのブランド化を進めています。

賞】

【特別賞】

北いぶき農業協同組合
沼田支所
（沼田町）

産業クラスター研究会
東オホーツク
オホーツク鱒寿し研究部会
（網走市）

雪をエネルギー資源として積極的
に活用し、雪の冷気で保存を行う
「雪中米」
、地酒「雪なごり」の
製造、販売を行っています。

産業クラスターによる未利用資源
の活用、産業起こしのため、マス
寿司「せっぱり」の研究開発、製
造販売を実現しています。
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人の交流部門

「農山村と都市との交流、他の地域との交流」
【金

賞】

【銅

幌加内町そば祭り実行委員会
（幌加内町）
特産のそばを全国に PR する「そ
ば祭り」の企画、開催を中心に、
幅広い交流活動を行っています。

【銀

「ふるさと再発見運動」
「野鳥の
森づくり」など各種イベントの開
催を通して、ふるさとの自然をテ
ーマに交流を行っています。

賞】

【銅

ハサンベツ里山づくり
20年計画実行委員会
（栗山町）

「いきいき2003 オホーツク自然体
験村」の開催など、子どもたちや
地域住民を対象に、昆虫と自然
をテーマにした交流を行っていま
す。

賞】

【特別賞】

標津町エコ･ツーリズム
交流推進協議会
（標津町）

置戸町商工会青年部
（置戸町）
山神祭「人間ばん馬大会」の開催
を通して、地域の文化を継承し、
まちづくりなどの交流活動を行っ
ています。

酪農体験、漁港見学など、農業
や漁業の現場で都市住民との交
流を行い、新しい観光の魅力を
発信しています。

【銀

賞】

【特別賞】

森の学校
（枝幸町）

羽幌町「寺小屋塾」
（羽幌町）

地域のゆたかな自然、
「森・川・海」
をテーマとして、小学生を対象に
した自然体験の活動を行ってい
ます。

【銅

賞】

特定非営利活動法人
自然体験村虫夢ところ
昆虫の家
（常呂町）

「春の小川はサラサラプロジェク
ト」など、ふるさとの里山を再生・
創生する活動に取り組んでいます。

【銀

賞】

士幌なまくら会
（士幌町）

子どもたちを対象に、昔ながらの
農業･漁業体験、野外の自然体験
などを行う「寺小屋塾」を開催し
ています。

賞】

酪農家集団 AB-MOBIT
（根室市）
フットパス（自然散策路）の整備
や体験型ワークショップの開催な
どを通して、都市住民との交流を
行っています。
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