
平成15年度　「都市景観の日」行事一覧 参考2

No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP 問い合わせ先

1 北海道
くしろ・ねむろ美しいまちづ
くりフォーラム

有識者による基調講演及びパネルディスカッ
ションを開催、釧路・根室管内の協働による景
観形成について検討を行う

15 11 18

北海道根室支
庁建設指導課
主査（まちづく
り)

2 北海道 景観パネル展（予定）
「北海道美しい景観のくにづくり条例」の概要な
どのパネルを展示（予定）

15 10 2 ～ 15 10 3
http://www.pref.hok
kaido.jp/kensetu/kn
-mdmdr/index.html

北海道建設部
まちづくり推進
課

3 札幌市
札幌市都市景観パネル展
（予定）

第11回札幌市都市景観賞の受賞作品の展示 15 10 6 ～ 15 10 10
http://www.city.sap
poro.jp/keikaku/keik
an/index.htm

企画調整局計
画部都市計画
課

4 函館市
都市景観の日in函館第7回
こども町並み観察隊活動
報告及びパネル展

小学生のグループが函館市内の町並みを観
察し感じた事を報告する（8/5～8/23）
そして、上記小学生の活動内容をパネルで紹
介する（予定）（10月上旬～10月中旬）

15 8 5 ～ 15 10 中
http://www.city.hak
odate.hokkaido.jp/̃t
oshiken/design/

都市デザイン課

5 函館市
都市景観の日in函館第9回
函館市都市景観賞表彰式
及びパネル展

都市景観の形成に寄与する建築物、または貢
献したと認められるものを表彰する（10/6)
そして、表彰されたものをパネルで紹介する
（予定）（10月上旬～10月中旬）

15 10 6 ～ 15 10 中
http://www.city.hak
odate.hokkaido.jp/̃t
oshiken/design/

都市デザイン課

6 小樽市 景観フォーラム
「第15回小樽市都市景観賞」の表彰式と作品
紹介

15 11 17
都市環境デザイ
ン課

7 旭川市 景観バスツアー
過去の都市景観賞受賞作品等を見学するバ
スツアー

15 9 20 15 9 27
http://www.city.asah
ikawa.hokkaido.jp/fil
es/keikan/index.htm

都市建築部景
観課

8 室蘭市
花壇コンク－ル写真パネ
ル展（予定）

写真パネル展示 15 9 25 ～ 15 10 10
都市建設部都
市計画課公園
係

9 帯広市
第20回帯広市都市景観賞
応募受賞作品展示会及び
表彰式（予定）

昭和59年に制定された表彰制度
建造物部門、街並み部門、活動部門、提案部
門の4部門があり、提案部門は毎年、その他の
部門は3年ごとの募集、表彰となっている（今
年度は提案部門のみ）
提案部門は、小学生から大人まで幅広い年齢
層からの応募があり、想像力豊かな絵や作文
で作品が寄せられている

15 11 11 ～ 15 11 17
都市開発部都
市計画課

10 江別市
まちづくり彩々(いろいろ)
展

「江別市都市景観賞」受賞施設の紹介を始
め、農村を花で彩る景観づくり展
花のある街並みづくりコンテスト受賞作品展な
どのパネルを展示

15 11 18 ～ 15 12 5
江別市企画部
都市計画課計
画係

11 千歳市
千歳市ジュニア景観士講
座 「子どもまちなみ探検
隊」

小学生高学年を対象に、都市景観形成に対す
る意識の高揚と公共心の育成を目的とした講
座で、市内をカメラハイキングし、個人又はグ
ループで「まちなみマップ」の作成を行う
なお、講座で作成した「まちなみマップ」を、パ
ネル展として市役所市民ロビー等で紹介する
(8月27日～9月10日)

15 8 11 ～ 15 9 10
http://www.city.chit
ose.hokkaido.jp/

千歳市企画部
まちづくり推進
課都市計画係

12 南幌町 夕日のフォトコンテスト

南幌町から撮影した「四季それぞれの夕日」の
フォトコンテストを実施する
「夏の夕日～H15.9.30：秋の夕日～H15.11.29：
冬の夕日～H16.2.28」を町民投票及び審査委
員により選考

15 7 1 ～ 16 2 28
都市施設課都
市建築係

13 青森市 2003年青森市景観大賞
表彰式・景観フォーラム
入賞作品等パネル展示

15 11 3 ～ 15 11 9
http://www.city.aom
ori.aomori.jp/

都市整備部
都市政策課

14 弘前市
第14回弘前都市景観
フォーラム

基調講演、パネルディスカッション 15 11
http://www.city.hiro
saki.aomori.jp

都市開発部
都市計画課
計画・景観係

15 八戸市
第15回「八戸市まちの景
観賞」表彰式

地域の特長、魅力、美しさや潤いを感じさせる
市街地の景観を市民から募集し、その中から
特に優れたものを選考し、表彰する

15 10 9
http://www.city.hac
hinohe.aomori.jp

都市開発部
都市政策課
市街地活性化
班

16 盛岡市
第27回盛岡市都市景観シ
ンポジウム

自然と歴史的環境に調和した盛岡らしい都市
景観の形成を目指して、基調講演やパネル
ディスカッション等を行い、市民意識の高揚を
図る

15 11 20
http://www.city.mori
oka.iwate.jp/

都市整備部建
築指導課住環
境係

17 北上市 景観シンポジウム

都市景観づくりの研究活動をしている市民団
体と行政が共催で行うもの
基調講演、パネルディスカッションの他にこれ
までの活動を踏まえ「景観づくりに関する提
言」を発表する予定

15 11 22
企画調整部
企画課

18 仙台市 通町蔵しっく・みそらCafe
景観重要建造物（平成14年10月15日指定）の
活用の1つとして、ミニコンサートやオープンカ
フェ、見学会を行う

15 10 11

http://www.city.sen
dai.jp/toshi/machina
mi/design/index.htm
l

仙台市街並み
デザイン課

19 秋田市
第１８回市民が選ぶ都市
景観賞表彰式（予定）

デザイン、色彩、植栽などが優れ、街並みと調
和している建物や空間など、都市景観の向上
に寄与しているものの所有者等を表彰
○募集　6/18～7/22
○受賞施設数　3施設

15 10 3
http://www.city.akit
a.akita.jp/city/ur/mn
/default.htm

都市整備部　都
市総務課



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP 問い合わせ先

20 米沢市
第５回米沢市景観賞表彰
式

まちなみに調和した優れたデザインの建物等
を表彰する

15 11
http://www.city.yon
ezawa.yamagata.jp

企画調整部
企画調整課

21 酒田市 アメニティタウン賞表彰式
景観の向上に大きな貢献のあった個人・団体
を表彰するもの

15 10 4 前 後
http://www.city.saka
ta.yamagata.jp/

建設部都市計
画課

22 福島県 「都市景観」研修会（予定） 都市景観に関する講演会 15 11
http://www.pref.fuku
shima.jp/keikan/utuk
ushimanokeikan.htm

土木部都市領
域まちづくり推
進グループ

23
会津若松
市

第11回美しい会津若松景
観賞・表彰式

会津若松らしい、優れた景観の向上に寄与し
ている建造物や活動等を表彰

15 11 10

http://www.city.aizu
wakamatsu.fukushim
a.jp/j/kensetsu/keik
an/index.htm

都市計画課

24
会津若松
市

第8回大好きな会津絵画コ
ンクール表彰式・展示

「大好きな会津」をテーマに市内の小中学校を
対象にコンクールを開催

15 11 10 ～ 15 11 27

http://www.city.aizu
wakamatsu.fukushim
a.jp/j/kensetsu/keik
an/index.htm

都市計画課

25 いわき市 景観セミナー
講師とディスカッション及び景観サポーター活
動成果発表

16 2

http://www.city.iwak
i.fukushima.jp/cgi-
bin/odb-
get.exe?WIT_templat
e=AC020000&WIT_oi
d=icityv2::Contents::
2410

都市計画課

26 茨城県
まちづくりシンポジウム
2003

美しい街並みや建物、屋外広告物などを表
彰、講演、パネルディスカッション

15 11 22
http://www.pref.ibar
aki.jp/bukyoku/dobo
ku/toshikei/index.ht

茨城県土木部
都市局都市計
画課

27 宇都宮市
平成１5年度宇都宮市まち
なみ景観賞

魅力的なまちなみや景観を創り出している建
築物などを市民の皆さんから推薦を受け、「宇
都宮市まちなみ景観賞」として表彰し、景観に
配慮した功績をたたえ、景観づくりに対する認
識を深める

15 7 7 ～ 15 12
http://www.city.utsu
nomiya.tochigi.jp

都市開発部都
市計画課

28 栃木市
第10回栃木市ふるさと景
観表彰式及び記念講演会

　「栃木市ふるさと景観賞」は、栃木市の魅力
ある景観づくりに貢献している建築物等を表彰
するもの
今年は10周年を記念して、表彰式の後に講演
を開催し、市民と共に個性とうるおいのあるま
ちづくりに理解を深める

15 11 17
http://www.t-
cnet.or.jp

都市建設部都
市計画課

29 栃木市 まちなみウオッチング

景観づくりに対する意識の高揚と自分の住む
まちを再発見してもらうことを目的に、公募によ
る市民参加のもと、観光ボランティアによる栃
木市の歴史・文化を交えた案内で、栃木の街
並みを散策する

15 10 26
http://www.t-
cnet.or.jp

都市建設部都
市計画課

30 壬生町 緑化フェスタ2003みぶ

平成12年秋の「第17回全国都市緑化フェア（マ
ロニエ緑化祭2000）」及び「緑化祭記念フェスタ
みぶ」の開催によって培われた町民の緑化意
識の高揚と普及啓発を図りながら、町の提唱
する「夢と活力にあふれた緑園都市・みぶ」の
実現と継続的な花と緑にあふれた潤いのある
まちづくりを展開していく

15 10 11 ～ 15 10 12
http://www.t-
cnet.or.jp/̃mibu/

建設部都市計
画課

31
群馬県・
富岡市

都市景観の日記念行事｢
熱気球に乗って、直接歩
いて、私達の町を見てみよ
う｣

親子を対象に熱気球に乗って空から町を眺
め、街なか散策をすることによって、都市景観
に対する意識の醸成を図る

15 10 25
群馬県環境生
活部自然環境
課

32 群馬県
第3回｢こんな風景をいつ
までも残したい｣写真コンテ
スト

心に残る景色・町並みなど、いつまでも残して
おきたい大切な風景の写真を募集、入賞・入
選作品を展示することにより自然環境保護や
景観形成への意識の醸成を図る

15 9 1 ～ 15 11 28
http://www.pref.gun
ma.jp/hpm/kanshize
n/00137.html

群馬県環境生
活部自然環境
課

33 高崎市
第8回景観まちづくり講演
会

第9回たかさき都市景観賞表彰式及び第８回
景観まちづくり講演会及びミニコンサートを開
催する

16 2 26
http://www.city.taka
saki.gunma.jp/toshik
eikaku

高崎市建設部
都市計画課

34 高崎市
たかさき都市景観賞作品
展

第1回から第9回までの景観賞受賞作品の写
真を展示する

16 2 26 ～ 16 3 3
http://www.city.taka
saki.gunma.jp/toshik
eikaku

高崎市建設部
都市計画課

35 桐生市

平成15年度都市景観形成
啓発事業｢こどもまち並み
観察隊｣活動成果の展示
会

公募により参加した市内の小学校5・6年生の
14名が5班に分かれ、7月19日～27日の期間、
市内のまち並みを観察した成果を展示する
併せて桐生市都市景観条例、桐生市都市景
観形成基本計画の概要及び都市景観に関す
る資料の展示・配布を行う

15 10 1 ～ 15 10 10
http://www.city.kiry
u.gunma.jp/web/hom
e.nsf/hp/bunjo

桐生市都市計
画部都市計画
課まちづくり推
進係

36 埼玉県
彩の国さいたま景観賞表
彰式

埼玉の都市美と文化の創造上すぐれたまちな
みや建築物を表彰することにより、景観形成に
対する県民意識の高揚を図ることを目的とす
る

16 2 中

http://www.pref.sait
ama.jp/A08/BB00/k
eikanHP/keiknTOP.h
tml

埼玉県県土整
備部県土づくり
企画課

37 川越市 川越景観百選めぐり
川越景観百選に選定されたスポットを公募した
市民50名程度でバスと徒歩で巡る行事

15 9 28
http://www.city.kaw
agoe.saitama.jp

川越市まちづく
り部まちづくり計
画課都市景観
係



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP 問い合わせ先

38 川越市 都市景観シンポジウム

基調講演　テーマ：「都市を生かす光のデザイ
ン」　講師：石井幹子(照明デザイナー）、パネ
ルディスカッション　テーマ：「五感に響くまちづ
くり」　コーディネーター：馬場璋造(建築評論
家）パネリスト：石井幹子（照明デザイナー）
鳥越けい子(サウンドスケープ）　工藤和美(建
築家）

15 10 9
http://www.city.kaw
agoe.saitama.jp

川越市まちづく
り部まちづくり計
画課都市景観
係

39 川越市 関東都市美協議会
関東信越地方の自治体による組織
研修会、現地視察を実施

15 10 9 ～ 15 10 10
http://www.city.kaw
agoe.saitama.jp

川越市まちづく
り部まちづくり計
画課都市景観
係

40 春日部市 市内景観めぐり
バスに乗って市内の公共施設や景観の優れた
場所を巡り、まちの魅力を再発見する

15 10 19
春日部市都市
整備部都市計
画課

41 戸田市 色彩ワークショップ 色彩講座、色の塗り替え検討など 15 7 ～ 15 10
http://www.city.toda
.saitama.jp

戸田市都市整
備部都市計画
課

42 朝霞市 都市景観講演会

主催：埼玉県南西部４市まちづくり協議会(朝
霞市、志木市、和光市、新座市）　開催日時：
平成１５年１１月１７日(月）１４：００～１６：００
会場：和光市民文化センター（和光市広沢１番
５号）　講師：中村静夫氏（大妻女子大学家政
学部ライフデザイン学科教授)　講演等:演題
「(仮題）幸せを感じられる郷土の景観をつくろ

15 11 17
朝霞市都市建
設部建築課

43 千葉市 都市景観市民フェスタ
オープンカフェ、ウォールバスケット展示の実
施

15 6 7 15 6 8
http://www.city.chib
a.jp/

都市局都市部
都市計画課都
市景観ﾃﾞｻﾞｲﾝ
室

44 千葉市
屋外広告物美化キャン
ペーン

千葉県屋外広告物コンクール入賞作品展示及
び表彰式、講演会「環境と共存するサイン」・講
演の実施、ノベルティグッズ等の配布

15 9 5
http://www.city.chib
a.jp/

都市局都市部
都市計画課都
市景観ﾃﾞｻﾞｲﾝ
室

45 千葉市 都市景観市民フェスタ
オープンカフェ、パラソルギャラリー、ビデオス
タジアム、花のキャンバスの実施

15 10 4 15 10 5
http://www.city.chib
a.jp/

都市局都市部
都市計画課都
市景観ﾃﾞｻﾞｲﾝ
室

46 市川市 景観パネル展

景観資源マップ、景観フォト作品、昔写真、景
観基本計画の検討内容（委員会ﾆｭｰｽ）、市民
ワークショップ・小学校ワークショップなどの内
容を市役所1階多目的ホールにて展示

15 9 26 ～ 15 10 3
市川市
都市計画課

47 市原市
都市景観賞の選考審議会
（公開）

第4回都市景観賞を選考する 15 10 7
市原市都市計
画部都市景観
推進室

48 市原市
都市景観絵地図コンクー
ル公開審査会

第1回絵地図コンクールの審査会を、応募者の
プレゼンを含め公開で行う

15 10 18
市原市都市計
画部都市景観
推進室

49 我孫子市 景観討論会
市内の市民団体「我孫子の景観を育てる会」
が主催する市内の景観についての討論会

15 10 4

我孫子市役所
都市部都市計
画課景観推進
担当

50

東京都
（「都市景
観の日」
実行委員
会共催）

平成15年度都市景観大賞
「美しいまちなみ賞」展

美しいまちなみ賞受賞地区の説明パネルの展
示
東京都の景観行政の概要説明のパネル展
示、パンフレット配付

15 10 14 ～ 15 10 24
http://www.toshikei.
metro.tokyo.jp

都市計画局市
街地建築部市
街地企画課街
並み景観係

51 台東区 景観ふれあいまつり
・小学3年生まちなみ絵画コンクール
・タウンウォッチングとガリバーマップづくり

15 7 中 ～ 15 11 9
http://www.city.taito
.tokyo.jp/

まちづくり推進
課

52 杉並区
大田黒公園周辺地区景観
まちづくりイベント

・弦楽コンサート
・まちづくりパネル展示
・点茶会　　　　　　　　　　　ほか

15 11 2 15 11 3
都市整備部まち
づくり推進課

53 練馬区 景観ウォッチング
当区で設定した「ねりまの散歩道」コースの一
部を利用して、良好な景観、歴史的な建造物
などを歩きながら見て回る事業

15 10 25
都市整備部都
市計画課

54 八王子市
平成15年度第1回都市景
観セミナー
～魅力ある都市づくり～

スライド紹介「私たちの考える明日の八王子～
小学生による」
講演「風景からのまちづくり」

15 5 18
http:/www.city.hachi
oji.tokyo.jp/

まちづくり計画
部都市計画室

55 八王子市
平成15年度第2回都市景
観セミナー

講演「東京都の景観づくり」
講演「わたしの考える景観づくり」

15 7 19
http:/www.city.hachi
oji.tokyo.jp/

まちづくり計画
部都市計画室

56 八王子市

平成15年度第3回都市景
観セミナー
～湧水を活かしたまちづく
り～

フィールドワーク 15 9 6
http:/www.city.hachi
oji.tokyo.jp/

まちづくり計画
部都市計画室

57 八王子市 八王子88景パネル展示
平成13年度に選定された八王子88景の写真
パネルを庁舎内に展示

15 4 1 ～ 16 3 31
http:/www.city.hachi
oji.tokyo.jp/

まちづくり計画
部都市計画室

58 川崎市
第10回川崎・都市景観
フォーラム

「魅力ある景観のあるまちに」をメインテーマ
に､川崎都市景観協議会と市との共催で開催
する
第1部は、考古学者を講師に「古代・川崎の都
市景観」の基調講演を､第2部は、「古代の生活
文化・あれこれ」と題し､舞・書・音楽家による
トーキングを､第3部は、「音の回廊」と題し､
ユーラシアンクラブの楽器・歌のイベントを開
催

15 10 17

http://www.city.kaw
asaki.jp/50/50design
/home/keikan070/k
eikan080.htm

川崎市まちづく
り局計画部街な
みデザイン課



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP 問い合わせ先

59 座間市
鈴鹿・長宿景観ウオッチン
グ写生画展

地元児童が描いた「湧水と歴史の里　鈴鹿・長
宿」地区内の写生画を展示

15 9 24 ～ 15 10 1
座間市都市部
都市計画課

60 山梨県

第15回ふるさとまちなみデ
ザインセミナー「アルプス
通り景観形成まちづくりシ
ンポジウム」

新たに開通した都市計画道路塩部町開国橋
線（通称アルプス通り）の沿道景観について、
学生等の事例発表、パネルディスカッションを
通じ住民参加型の都市景観づくりを提案

15 7 28
山梨県土木部
都市計画課

61 長野市
都市デザインフォーラム in
NAGANO

長野市景観賞表彰式記念講演 15 11 5
http://www.city.naga
no.nagano.jp/

長野市都市整
備部まちづくり
推進課

62 上田市 景観づくり講演会 上田市都市景観賞表彰、永六輔氏講演会 15 11 3
都市計画課景
観係

63 上田市 景観80選ウォーキング
「上田景観80選」のポイントを巡る塩田平の
ウォーキング

15 11 8
都市計画課景
観係

64 長岡市 長岡市都市景観賞募集
市内の景観に貢献している建築物、工作物、
樹木や、活動している団体等を市民からの推
薦に基づき表彰する（表彰式：H16.1）

15 9 1 ～ 15 10 1
http://city.nagaoka.n
iigata.jp

都市政策課

65 上越市 上越市景観セミナー
市民参加型のワークショップを期間中に3回行
い、寺町地区を灯りで演出する

15 9 3 ～ 15 10 11
都市計画課景
観推進係

66 富山市 サイン景観グランプリ2003
景観と調和し共存する優れたサインディスプレ
イを顕彰し、美しい郷土富山づくりのための意
識高揚を目的に行っている

15 11 19
富山市都市整
備部都市計画
課

67 山中町 講演会 街づくりについての講師を呼んで講演会を行う 15 12 初
石川県山中町
建設課

68 静岡県
静岡県都市景観賞（美しい
まちづくりをめざして）

建築物等が周辺と調和して形成する優れた景
観または魅力あるまちづくりに功績のある景観
形成活動を募集し表彰する
表彰式は11月の予定

15 5 1 ～ 15 7 15
http://www.pref.shiz
uoka.jp/toshi/tj-
01/index.html

静岡県
都市住宅部
都市政策室

69 静岡県
静岡県都市景観賞受賞地
区パネル展示（美しいまち
づくりをめざして）

平成14年度静岡県都市景観賞受賞地区のパ
ネル展示（静岡県住宅展において展示）

15 9 12 ～ 15 9 15
http://www.pref.shiz
uoka.jp/toshi/tj-
01/index.html

静岡県
都市住宅部
都市政策室

70 掛川市 掛川景観市民講座
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを取り入れた3回講座により街の景
観について考える

15 12 1 ～ 16 2 28

http://lgportal.city.k
akegawa.shizuoka.jp/
net/tosikei/index.as
p

掛川市経済建
設部都市計画
課

71 掛川市
掛川まちなみ景観写真募
集・展示

街で出会った素敵な景観の写真を募集 15 10 4 ～ 16 2 28

http://lgportal.city.k
akegawa.shizuoka.jp/
net/tosikei/index.as
p

掛川市経済建
設部都市計画
課

72 富士宮市 景観パトロール 公共施設のデザイン、色彩等の研究 15 10 10
都市整備部都
市計画課

73 藤枝市
都市景観写真募集
「思いきり藤枝市の風景」
をテーマに募集

市民公募により都市景観写真を募集
応募作品の展示会をH16.3に予定

15 9 1 ～ 15 11 28
静岡県藤枝市
都市建設部
都市計画課

74 名古屋市 名古屋市都市景観賞

優れた都市景観の形成に寄与している建築
物、工作物、広告物その他の物件を、市民か
ら推薦・応募してもらい、選考委員会で審査の
うえ、所有者、設計者、施工者等を表彰する
なお、審査の過程で市民投票（会場とインター
ネット）も実施
市民投票（会場）：H15.8.23～24
表彰式：H15.12.17

15 12 17
http://www.city.nag
oya.jp/

住宅都市局都
市計画部都市
景観室

75 半田市
第9回“ふるさとの風景”絵
画・写真コンテスト

市民の方々に身近な風景や景観に関心を持っ
ていただくことを目的として開催（募集期間：
H15.9.1～30、表彰：H15.11.15、展示：H15.11.14
～24）

15 9 1 ～ 15 11 24
http//www.city.hand
a.ａｉｃｈｉ.jp

半田市
建設部
都市計画課

76 春日井市 第3回都市景観賞

まちの景観に貢献する建築物や活動などを市
民に募集し、優れたものを表彰する（募集期
間：H15.7.1～31、表彰式・記念講演：
H15.11.21）

15 7 1 ～ 15 11 21

http://www.city.kasu
gai.aichi.jp/kensetsu
/seisaku/keikan/kei
kansyo3-1.html

春日井市
建設部
都市政策課

77 松阪市 松阪まちづくり景観賞

10月4日の「都市景観の日」に合わせて、10月
1日から10月31日の1ヶ月間、「景観部門」、「ま
ちづくり活動部門」、「街づくり事業者部門」の3
部門に分けて募集
特に今年度は「市政施行70周年」に当り、より
多くの方に参加していただき、景観といった身
近な題材を通して、市民の方々に市政への関
心・参加意識を一層深めていただき、松阪を見
直す契機にしてもらう

15 10 1 ～ 15 10 31
http://www.city.mat
susaka.mie.jp/

松阪市建設部
都市計画課

78 鈴鹿市 屋外広告物クリーン運動 関係諸団体と合同で違法屋外広告物を除去 15 10 2
鈴鹿市都市計
画課

79 福井市 第11回福井市都市景観賞

魅力ある都市景観の実現のために、都市景観
の形成に寄与している建築物等や、都市景観
の維持向上に努めている団体個人を表彰する
募集期間は8月11日～9月25日

15 11 頃
http://www.city.fuku
i.fukui.jp/rkisi/tosi/k
eikan/

福井市都市政
策部都市計画
課

80 小浜市 第9回小浜まち景観賞

都市景観の形成に寄与していると認められる
建造物や活動団体を表彰することにより、都市
景観の形成向上と、景観に対する市民意識の
高揚、市民主体の景観づくりを啓発することを
目的とする
募集期間6/2～7/11、選考委員会8/11、表彰
式9/11、受賞物件写真展示9/9～9/24

15 9 9 ～ 15 9 24
http://www.city.oba
ma.fukui.jp/

小浜市産業建
設部都市計画
課



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP 問い合わせ先

81 大野市 「景観特選おおの」募集

将来に残していきたい景観を多数にわたり選
出することにより、その所有者等に対し自覚を
促すとともに、選出されたものを広く周知し景
観に対する市民意識の高揚及び市民主体の
景観づくりを啓発する
本年度、選定物件のパンフ作成予定

15 8 1 ～ 15 9 30
http://www.city.ono.
fukui.jp/

建設部都市整
備課

82 鯖江市 「鯖江百景」募集

平成13年度に選定した鯖江21景を発展させ、
今年度はさらに数十箇所を選定し市内の良好
な景観を「鯖江百景」とする
また鯖江百景を各種イベントでの掲示や広報
活動で使用することにより、鯖江市の良好な景
観づくりを推進する
募集期間9月1日から1月20日

15 9 1 ～ 16 1 20
http://www.city.saba
e.fukui.jp/

ファッションタウ
ン課

83 大津市 きらっと大津景観絵画展
大津の景観をテーマに描かれた絵画作品の展
示と表彰

15 10 1 ～ 15 10 8
http://www.city.otsu
.shiga.jp/keikan

大津市都市計
画部都市景観
室

84 大津市 景観シンポジウム
「古都大津の景観とまちづくり」をテーマにこれ
からの町のあり方を考えるシンポジウムの開
催

15 10 19
http://www.city.otsu
.shiga.jp/keikan

大津市都市計
画部都市景観
室

85 彦根市 日仏景観会議・彦根
「時のデザイン」をテーマに、日本の都市や地
域の景観について、フランスとの情報交流を行
いながら議論する

15 9 23 ～ 15 9 24
http://hawk.kyoto-
bauc.or.jp/gakkai/nit
i-futu

彦根市都市開
発部都市計画
課

86 京都府
平成15年度まちづくりワー
クショップ「予定」

まちづくりについてのワークショップ（テーマ未
定）

（予定）
http://www.pref.kyot
o.jp/hoshi/index/ind
ex/index-new-1.htm

京都府土木建
築部都市計画
課

87 京都市
違反広告物クリーンキャン
ペーン

電柱等に設置された違反広告物の除去と
ティッシュペーパーの配布など

15 10 8

http://www.city.kyot
o.ｊｐ
/tokei/keikan/index.
html

都市計画局都
市景観部都市
景観課

88 舞鶴市
2003舞鶴市まちづくりデザ
イン賞「予定」

優れた都市景観を創出している建築物や活動
等を表彰

15 11 1 ～ 15 11 30
http://www.city.maiz
uru.kyoto.jp/

舞鶴市建設部
都市計画課

89 堺市 第10回堺市都市景観賞
堺市内の優れた景観を有する建築物、工作
物、まちの風景及びそれを支える人々を堺市
長が表彰する

15 7 1 15 8 31
http://www.city.saka
i.osaka.jp/

建築都市局都
市計画部まちづ
くり支援課

90 豊中市
第5回豊中市都市デザイン
賞

都市景観の形成に寄与する建築物、工作物、
広告物やまちなみ及び景観形成に寄与する市
民活動に対して、顕彰するもの

15 10 7
http://www.city.toyo
naka.osaka.jp/

環境部環境政
策課

91 兵庫県
ひょうごまちづくりセミナー
（予定）

”人間サイズのまちづくり”の理念に基づき、県
民と行政のパートナーシップのもと、安全・安
心で魅力あるまちづくりを進めていくためセミ
ナーを開催する
あわせて「人間サイズのまちづくり賞」の表彰
式を行う

15 11 予定

http://web.pref.hyog
o.jp/keikaku/index.ht
ml
http://web.pref.hyog
o.jp/tosisei/index.ht
ml

都市計画課

92 兵庫県
私の好きな兵庫のまちな
み100選写真展

兵庫県公館記念イベントの一環として、広く県
民等から公募したまちなみから、100選定した
ものの写真展を実施する

15 10 18 ～ 15 11 1
http://web.pref.hyog
o.jp/keikaku/index.ht
ml

都市計画課

93 神戸市

第18回神戸景観・ポイント
賞
①推薦物件の募集（7～8
月）
②表彰式及び講演会（11
月頃）
③パネル展（12月頃）

主催者：神戸市
内容：表彰式及び講演会、表彰状・銘版の授
与
概要：神戸らしい都市景観の形成に寄与する
建築物等を表彰することにより、市民の景観に
対する意識の向上を図ることを目的として、昭
和61年度から実施している表彰制度で、当日
は表彰式と記念講演会を実施予定（12月には
パネル展示も）

15

7

11

12

1

頃

頃

～ 8 29
http://www.city.kob
e.jp/cityoffice/33/k
eikan/rlk0001.htm

都市計画総局
計画部地域支
援室

94 神戸市 こうべまちづくり学校

主催者：神戸市
内容：基礎講座、専修講座（6コース）、卒業証
書の授与
概要：安全・安心で市民が主役のまちづくりを
すすめるために、より分かりやすく、総合的に
“協働と参画のまちづくり”について学び、考え
る場を目指して、平成14年度に開講した
身近なまちづくりに対する関心を高め、今後の
まちづくりを担う育成を図るため、幅広い層の
市民を対象としている

15 5 13 ～ 16 3 頃

http://www.kobe-
toshi-
seibi.or.jp/matisen/3
jinzai/senmon.htm

都市計画総局
計画部地域支
援室

95 姫路市
姫路市都市景観シンポジ
ウム

都市景観に対する市民及び事業者の意識の
高揚を図ることを目的として、シンポジウムを
開催する
また、都市景観の形成に寄与している建築物
等を3年ごとに表彰する「姫路市都市景観賞」
を併せて実施する

15 11 6
http://www.city.him
eji.hyogo.jp/machi/

都市局計画部
まちづくり指導
課

96 姫路市 景観タウンウォッチング 地域の素晴らしい景観を見て回る 15 11 23
http://www.city.him
eji.hyogo.jp/machi/

都市局計画部
まちづくり指導
課

97 伊丹市 講演会（タイトル未定） 講演会（テーマ等未定） 15 12 6 地域計画推進

98 加古川市 景観まちづくりセミナー 未定 15 11 予定
http://www.city.kako
gawa.hyogo.jp(掲載
予定）

都市計画課

99 赤穂市
第7回赤穂市都市景観賞
（表彰式）

個性豊かな美しい赤穂の都市景観づくりに寄
与するすぐれた建築物等を表彰する（募集
8/11～9/10）

15 10 29
都市整備部建
築課

100 赤穂市 赤穂市都市景観講演会
個性豊かな美しい赤穂の都市景観づくりにつ
いて考える講演会

15 10 29
都市整備部建
築課



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP 問い合わせ先

101
大和高田
市

第6回大和高田市都市景
観・建築物デザイン賞

景観に対する市民の関心を高め、魅力ある都
市景観の創出又は個性あるまちづくりの推進
を図るため、地域に調和している建築物その
他工作物を表彰する

15 7 1 ～ 15 8 31
大和高田市都
市計画課

102 岡山市
岡山まちづくりフォーラム
2003

講演会・まちづくりに関する展示等の開催 15 10 25 ～ 15 10 26
http://www.city.oka
yama.okayama.jp/

岡山市企画局
事業政策課都
市活性化対策
室

103 岡山市 岡山景観パネル展
景観形成に関する施策・事業等をパネル等で
紹介する

15 11 27 ～ 15 11 28
http://www.city.oka
yama.okayama.jp/

都市開発部都
市計画課

104 岡山市 岡山まちづくりパネル展
パネルで岡山市まちづくり受賞作品等を紹介
する

16 1 28 ～ 16 1 30
http://www.city.oka
yama.okayama.jp/

都市建築部建
築指導課

105 津山市
津山・城西まるごと博物館
フェア

手仕事を紹介したり工芸品を販売するアート
＆クラフト展の開催

15 9 21
http://www.city.tsuy
ama.okayama.jp/top.
html

都市建設部建
築住宅課

106 三次市
広島県景観会議　景観づく
り大賞パネル展

景観に関する普及啓発を目的とし、景観づくり
大賞受賞作品のパネル展を、広島三次ワイナ
リー文化交流館で開催する

15 9 12 ～ 15 9 30
http://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/

みらい都市課

107 三次市
第３回「土木の日」親水公
園フェスタｉｎみよし

三次地区安全対策協議会主催で、土木事業を
理解してもらうために住民参加イベントとして
開催されている
その中のコーナーとして参加

15 10 5
http://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/

みらい都市課

108 三次市
みよし運動公園「憩いの広
場」オープン記念イベント

遊具の披露及び愛称採用者の表彰
合併予定8市町村長による記念植樹
保育所、幼稚園児によるチューリップ球根の植
付け

15 10 12
http://www.city.miy
oshi.hiroshima.jp/

みらい都市課

109 廿日市市
はつかいち景観づくり大賞
の募集

H14.4に「廿日市市景観づくり条例」を施行して
おり、景観についての意識啓発・醸成に取り組
む一環として実施している

15 10 15 ～ 15 11 30
http://www.city.hats
ukaichi.hiroshima.jp/i
ndex.php

都市部　都市計
画課

110 萩市 萩都市景観賞パネル展
平成15年度萩都市景観賞受賞作品のパネル
展示

15 10 20 ～ 15 10 24
http://www.city.hagi.
yamaguchi.jp/hagicit
y/index.html

萩市建設部まち
なみ対策課

111 萩市 まちなみウォﾂチング
景観意識の高揚を図るため、身近なまちなみ
を観て歩く

15 10 26
http://www.city.hagi.
yamaguchi.jp/hagicit
y/index.html

萩市建設部まち
なみ対策課

112 高松市
第4回高松市都市景観賞
表彰式

受賞作品の所有者等を表彰する 15 10 3
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/

高松市都市開
発部都市計画
課

113 高松市
第4回高松市都市景観賞
パネル展

受賞作品のパネルを展示 15 10 6 ～ 15 10 10
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/

高松市都市開
発部都市計画
課

114 高知市
第19回高知市都市美デザ
イン賞表彰式

高知市内で都市美の形成に寄与している建築
物等や、都市美の形成の向上に貢献している
まちづくり活動を表彰する

15 10 2
http://www.city.koc
hi.kochi.jp

高知市都市整
備部都市計画
課

115 高知市
平成15年度都市景観講演
会

景観やまちづくりについて住民意識を育ててい
くことを目的として、記念講演会を行う

15 10 3
http://www.pref.koc
hi.jp/̃toseibi/index.h
tml

高知県土木部
都市整備課
高知市都市整
備部都市計画

116 福岡県 美しいまちづくりセミナー 開催地未定、ワークショップ等（予定） 16 1
福岡県建築都
市部都市計画

117 北九州市
第3回北九州市都市景観
賞表彰式・記念講演

良好な都市景観の形成に寄与する景観に寄
与する建造物や団体等を表彰（隔年実施）及
び記念の講演会を実施

15 11 12
http://www.city.kita
kyushu.jp/̃k1401050
/index_2.html

北九州市建築
都市局都市美
デザイン室

118 福岡市
第17回福岡市都市景観賞
及び福岡市都市景観エッ
セー表彰式

（都市景観賞）一般表彰及び特別表彰
（福岡市景観エッセー）今年のテーマ「私の好
きな街並み」

15 12 4
http://www.city.fuku
oka.jp/fuba/

福岡市都市整
備局都市管理
部都市景観室

119 佐賀市
第7回佐賀市景観賞表彰
式（仮称）

「第7回佐賀市都市景観賞表彰式」授賞式
「都市景観重要建築物」の指定等（予定）

15 12 頃
http://www.city.saga
.saga.jp/

建設部建築指
導課都市景観
係

120 長崎市
「まちの中の緑をさがそう」
グリーンウォッチング

30人程度で講師と共に緑を上手に活かした空
間を演出している事例を見学する

15 11 8
長崎市
都市計画部
都市景観課

121 長崎市
「まちの中の緑をさがそう」
ガーデニング教室

植物の種類ごとに分かれ、講師から実際の植
栽を学び、その後質疑応答を行う

15 11 8
長崎市
都市計画部
都市景観課

122 大村市
大村市都市景観賞及び都
市景観写真コンクール表
彰式

市民から推薦を受けた建物等について、選考
審査会により選考し、建物の所有者等を表彰
する
同時に大村の都市景観をテーマに写真コン
クールを実施しており、入選者の表彰を行う

15 10 12
大村市
都市整備部
都市計画課

123 大村市
都市景観写真コンクール
入選作品パネル展

都市景観写真コンクールに入選した作品のパ
ネル展を行う（期間中2箇所で実施）

15 10 15 ～ 15 11 14
大村市
都市整備部
都市計画課

124 熊本市
写真パネル展（テーマ：失
われた建造物と生き続け
る建造物）

「都市景観の日」にちなみ、都市景観に対する
市民の意識が一層高まるように失われた歴史
的な建造物等をパネル展示し、更に意識高揚
を図るもの

15 10 6 ～ 15 10 7

http://www.city.kum
amoto.kumamoto.jp/
tosikeikaｎ
/index.htm

熊本市開発部
都市整備指導
課

125 熊本市
熊本市のパブリックアート
（熊本市のホームページ掲
載）

熊本市域内にあるパブリックアートの写真や作
品解説などの内容をホームページに掲載し、
都市景観に対する市民の意識の高揚を図るも
の

15 10 1 ～

http://www.city.kum
amoto.kumamoto.jp/
tosikeikaｎ
/index.htm

熊本市開発部
都市整備指導
課



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP 問い合わせ先

126 日田市 日田市都市景観賞

日田市の自然、歴史文化に調和し、地域の景
観づくりの手本となるような建築物や工作物、
庭園等、さらには景観の形成に関する活動を
している人々を表彰する

15 7 15 12
日田市建設部
都市計画課

127 佐伯市
私のまち
絵画コンテスト

国土交通省、地方自治体が推進する「まちづく
り月間」の趣旨に基づき、絵画を通してまちづく
りに対する市民の理解と協力を得るために、
『私の好きな佐伯』というテーマで小・中学生を
対象に毎年作品の募集を行っている

15 11 8 ～ 15 11 12
佐伯市建設部
都市計画課

128 宮崎県 景観パネル展
宮崎県内の美しい都市景観や守るべき原風景
等をのパネルを展示

15 10 1 ～ 15 10 7
http://www.pref.miy
azaki.jp/doboku/tos
hi/keikaku

土木部
都市計画課

129 宮崎県 （仮称）都市景観ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 基調講演、事例紹介、パネルディスカッション 15 11 14
http://www.pref.miy
azaki.jp/doboku/tos
hi/keikaku

土木部
都市計画課

130 宮崎市 中学生のための景観教室

（実施概要）市民意識の高揚を図るうえで、将
来の都市景観形成の担い手である子供達に、
「景観」について関心を持ってもらうことが重要
である
市内の中学校（1校）に協力をいただき、3年生
の選択科目（社会科）で20時間程度「都市景
観」に関する授業を実施する
　○専門家による講習
　○調査・研究テーマの設定～調べ学習
　○調査研究内容の発表
　○実習～まちなみ模型の製作
　○景観教室実施内容の小冊子作成

15 7 4 ～ 15 12 末
http//www.city.miya
zaki.miyazaki.jp/

都市整備部
都市計画課
都市景観係

131 都城市 2003　都市景観のつどい 講演会（予定）、図画コンクール作品展示 15 10 16
http//www.city.miya
konojo.miyazaki.jp/

土木部
まちづくり政策
課

132 延岡市
延岡市　都市景観のつど
い

都市景観賞及び都市景観絵画コンクールの表
彰
基調講演

15 10 24
都市建設部
都市計画課

133 鹿児島市 景観パネル展
「市電センターポール」、「歴史と文化の道」、
「みなと大通り公園」等の整備状況をパネル展
示

15 9 21 ～ 15 10 3
都市計画部都
市計画課

134 那覇市
平成15年度景観資源表彰
式

平成15年度選定作品の表彰式 15 10 3
http://www.city.nah
a.okinawa.jp/tokei/in
dex.htm

都市計画課
都市デザイン室

135 那覇市 景観資源パネル展
平成15年度景観資源に選定された作品のパ
ネル展示

15 10 27 ～ 15 10 31
http://www.city.nah
a.okinawa.jp/tokei/in
dex.htm

都市計画課
都市デザイン室

136 佐敷町
第1回佐敷町まちなみ緑化
賞

第1回佐敷町まちなみ緑化賞の表彰式 15 10 5 都市計画課

137 佐敷町 親子緑化体験ツアー
佐敷町のまちなみや緑化スポットを親子でめぐ
るバスツアー

15 10 5 都市計画課

　 （平成15年9月現在：国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課調べ）


