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平成17年度　「都市景観の日」行事一覧

北海道・東北地域

No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 問い合わせ先

年 月 日 ～ 年 月 日 部署

1 北海道 景観セミナー「景観塾」

「北海道美しい景観のくにづくり条例」に基づく
広域景観づくり推進地域の指定に向けた取り
組みをしている羊蹄山麓７か町村の住民及び
行政職員を対象としたセミナーを開催する。

17 10 6 ～

北海道建設部
都市計画課まち
づくり推進グ
ループ

2 札幌市
さっぽろ都市景観パネル
展

第１２回札幌市都市景観賞の受賞作品を展示 17 10 5 ～ 17 10 12
http://www.city.sapp
oro.jp/keikaku/keika
n/index.htm

市民まちづくり
局都市計画部
地域計画課

3 江別市
まちづくり彩々（いろいろ）
展

江別市都市景観賞や市内の景観に関する情
報紹介をはじめ、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
展と合同で、市内３公民館を巡回して行う景観
に関するパネル展

17 9 27 ～ 17 10 18

江別市
企画政策部
都市計画課
計画係

4 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
３」

①概要：　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。
②パネル展：　講座で作成した「まちなみマッ
プ」を市役所市民ロビー等で紹介(8月15日～8
月26日)

17 8 8 ～ 17 8 9
http://www.city.chit
ose.hokkaido.jp/mac
hi/keikan

千歳市
企画部
まちづくり推進
課
都市計画係

5 函館市
都市景観の日ｉｎ函館第９
回こども町並み観察隊活
動報告およびパネル展

1.活動報告
　小学生のグループが函館市内の町並みを観
察し感じたことを報告する。（7/25～8/7）
2.パネル展
　上記小学生の活動内容をパネルで紹介（予
定）（10/3～10/7）

17 7 25 ～ 17 10 7
http://www.city.hako
date.hokkaido.jp/tos
hiken/design/

都市建設部
都市デザイン課

6 函館市
都市景観の日ｉｎ函館第11
回函館市都市景観賞表彰
式およびパネル展

1.パネル展
　過去，都市景観賞に表彰されたものをパネ
ルで紹介する。（6/1～6/30）
2..表彰式
　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。(10/4)

17 6 1 ～ 17 10 4
http://www.city.hako
date.hokkaido.jp/tos
hiken/design/

都市建設部
都市デザイン課

7 小樽市 小樽八区八景めぐり
一般公募により募集した市民に「小樽八区八
景」のうち数カ所を実際にバスでめぐり、紹介
する。

17 8 8
http://www.city.otar
u.hokkaido.jp/index

小樽市建設部
まちづくり推進
室まちづくり推
進課

8 小樽市 「八景の日」写真パネル展
「小樽八区八景」６４景の他、市指定歴史的建
造物や小樽市都市景観賞受賞作品を写真パ
ネルにて紹介する。

17 8 10 ～ 17 8 15
http://www.city.otar
u.hokkaido.jp/index

小樽市建設部
まちづくり推進
室まちづくり推
進課

9 小樽市 小樽市都市景観賞
小樽市内にある建造物又は市内において開
催されたイベントなどを決定し、表彰する。

17 10 末
http://www.city.otar
u.hokkaido.jp/index

小樽市建設部
まちづくり推進
室まちづくり推
進課

10 旭川市
大雪山“撮っておき”フォト
コンテスト

「みんなに自慢したい旭川から見える大雪山・
十勝岳連峰の写真。（旭川市内から撮影し，
大雪山，十勝岳連峰またはその一部分が明
瞭に写っている写真）」をテーマに，左記コンテ
ストの募集を実施。

17 9 20 17 11 18
http://www.city.asah
ikawa.hokkaido.jp/file
s/keikan/index.htm

旭川市都市建
築部景観課

11 東川町 東川町美しい風景づくり賞
町民の美しい風景づくりに対する意欲を喚起
するために、町内で美しい風景づくりに貢献さ
れた町民を表彰する。

17 4 1 ～ 17 7 15
http://www.town.hig
ashikawa.hokkaido.jp

企画総務課政
策室

12 室蘭市
花壇コンクール写真パネ
ル展

花壇コンクールの写真を提示 17 9 20 ～ 17 10 5

http://www.city.mur
oran.hokkaido.jp/mai
n/org7330/midoriipp
ai.html

都市建設部都
市計画課

13 帯広市
第１回帯広市まちづくりデ
ザイン賞

昭和５９年に制定された「都市景観賞」を引き
継ぎ、審査対象を拡充した表彰制度。まち創り
部門（建造物等）、まち育て部門（活動）、まち
育て部門（まちづくり提案）の３部門があり、昨
年度までの都市景観賞の実績から、小学生か
ら大人まで幅広い年齢層からの応募が見込ま
れる。

17 7 1 ～ 17 8 31
http://www.city.obihi
ro.hokkaido.jp

都市開発部都
市計画課

14 仙台市 杜の都景観シンポジウム
仙台市都市整
備局計画部街
並みデザイン課

15 秋田市
「第19回市民が選ぶ都市
景観賞」表彰式

都市景観形成に寄与している建築物等の所
有者などを表彰する。
（募集:平成17年７月１日～平成17年７月29日）

17 10 4 ～ 17 10 4

http://www.city.akita
.akita.jp/city/ur/mn/
04kankyou/toshikeik
ansho/default.htm

都市整備部都
市総務課都市
環境担当

情報掲載HP等

(平成17年9月現在：国土交通省都市計画課調べ）



平成17年度　「都市景観の日」行事一覧

関東地域

No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 問い合わせ先

年 月 日 ～ 年 月 日 部署

1 茨城県
まちづくりシンポジウム
2005

まちづくりグリーンリボン賞，グッドサイン賞の
紹介・表彰及びまちづくりに関するシンポジウ
ム

17 10 22
http://www.pref.ibar
aki.jp/bukyoku/dobo
ku/01class/class09/

茨城県土木部
都市局都市計
画課

2 栃木県
栃木県マロニエ建築・景観
賞表彰式及び講演会

「美しい景観づくり」の促進に資するため、都市
景観の形成、歴史・文化の創造及び建築水準
の向上等に寄与すると認められる建築物や良
好な景観を表彰し、併せて講演会を開催す
る。

17 11 29 ～
http://www.pref.toch
igi.jp/kenchiku/sonot
a/02/maronie.html

土木部都市計
画課・建築課

3 宇都宮市
平成17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「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。

17 6 1 ～
http://www.city.utsu
nomiya.tochigi.jp

都市開発部都
市計画課

4 足利市
平成１6年度足利市建築文
化賞

デザインなどを通してまちづくりへの貢献が顕
著那須ぐれた建築物を表彰するとともに、記念
講演会を開催する。

17 11 30
都市建設部都
市計画課

5 栃木市 まちなみウォッチング
　街中を散策し、「蔵の街とちぎ」の文化や景
観に対する認識を深める。

17 11
都市建設部
都市計画課

6 群馬県
「こんな風景をいつまでも
残したい」写真コンテスト

群馬県内の風景写真コンテスト 17 8 1 ～ 17 11 30
http://www.pref.gun
ma.jp/d/04/photoco
n/index.htm

群馬県自然環
境・森林局自然
環境課

7 伊勢崎市
景観行政団体誕生「景観
の日」記念イベント
呼び戻そう「心の風景」

日時：平成17年10月2日（日）
場所：いせさき市民のもり公園
内容：風景写真展
　　　　音楽イベント
　　　　ティーパーティー
　　　　パネルディスカッション

日時：平成17年10月3日（月）～10月7日（金）
場所：伊勢崎市役所1階ロビー
内容：写真展

17 10 2 ～ 17 10 7

伊勢崎市役所ＨＰ
http://www.city.ises
aki.lg.jp
上で、広報いせさき
9/16号に掲載予定

伊勢崎市都市
計画部都市計
画課景観担当

8 桐生市
「こどもまち並み観察隊」
活動成果の展示

市内の小学生（５・６年生）を対象に、子供達の
視線から市内のまち並みを観察した活動報告
として、撮影したまち並みの写真やレポ－トを
展示。

17 9 21 ～ 17 10 6
http://www.city.kiryu
.gunma.jp

都市計画部都
市計画課まち
づくり推進係

9 埼玉県 彩の国景観賞
県内の優れた建造物やまちなみ、まちづくりの
活動等の表彰

17 8 1 ～ 17 9 30

http://www.pref.sait
ama.lg.jp/A08/B100/
keikanHP/ouboannai.
html

埼玉県県土整
備部県土づくり
企画室

10
さいたま
市

第５回さいたま市景観賞・
景観協力賞

優れた都市景観の形成に寄与・貢献している
と認められる建築物等の所有者や活動してい
る団体等を表彰する。

17 7 1 ～ 17 8 31
http://www.city.saita
ma.jp/index.html

さいたま市都市
局都市計画部
都市総務課

11 市原市
第３回都市景観絵地図コ
ンクール公開審査会

絵地図コンクールの審査会を、応募者の発表
も含めて公開で行う。

17 10 8
市原市都市計
画部都市景観
推進室

12 千葉市 都市景観市民フェスタ オープンカフェの開設 17 4 23 ～ 17 10 23
http://www.city.chib
a.jp

都市局都市部
都市計画課都
市景観デザイン
室

13 千葉市 都市景観市民フェスタ ウォールバスケット展示及びコンテストの実施 17 6 2 ～ 17 6 7
http://www.city.chib
a.jp

都市局都市部
都市計画課都
市景観デザイン
室

14 千葉市
屋外広告物美化キャン
ペーン

広告美術コンクール課題作品展示、千葉県屋
外広告物コンクール入賞作品展示、コンピュー
タ切文字実演、アンケート、花苗プレゼント、ノ
ベルティグッズ配布

17 10 1
http://www.city.chib
a.jp

都市局都市部
都市計画課都
市景観デザイン
室

15 千葉市 都市景観市民フェスタ
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

17 10 1 ～ 17 10 2
http://www.city.chib
a.jp

都市局都市部
都市計画課都
市景観デザイン
室

16

東京都
（都市づく
りﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ
ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝ
ﾀｰ共催）

平成17年度都市景観大賞
「美しいまちなみ賞」展

景観大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

17 10 18 ～ 17 10 28
http://www.metro.to
kyo.jp/

都市整備局市
街地建築部市
街地企画課街
並み景観係

情報掲載HP等

（予定）



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 問い合わせ先

年 月 日 ～ 年 月 日 部署
情報掲載HP等

17 千代田区
「景観重要物件」の写真展
示

千代田区が指定した景観重要物件の写真を
展示する。ホームページでも閲覧可。

17 10 4 ～ 17 10 7
http://cdp.city.chiyo
da.tokyo.jp/kenchiku
/kei_kan.htm

千代田区 まち
づくり推進部 建
築指導課

18 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
・景観色彩シンポジウム

17 7 中 ～ 18 3 31
http://www.city.taito
.tokyo.jp/

都市づくり部ま
ちづくり推進課

19 八王子市
市制施行８９周年表彰式典
八王子８８景パネル展示

市制施行８９周年表彰式典に併せ、八王子８８
景の写真パネルをホワイエに展示

17 10 1
http:/www.city.hachi
oji.tokyo.jp/

まちづくり計画
部都市計画室

20 〃 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

17 4 1 ～ 18 3 31 〃 〃

21 〃 第８回都市景観セミナー
｢街をデザインする～シビックデザインの考え
方｣と題し、人々に親しまれ、受け入れられる
景観デザインの考え方をテーマとして開催。

17 11 中 〃 〃

22 府中市 景観の日パネルイベント
「府中市都市景観条例」の紹介、「府中景観50
選」などのパネルを展示

17 10 3 ～ 17 10 4
http://www.city.fuch
u.tokyo.jp/

府中市都市整
備部計画課

23 稲城市 都市景観シンポジウム
「季節が息づく美しい都市景観（まちなみ）」を
テーマに基調講演・パネルディスカッションを
開催

17 9 29 ～ 17 9 29 開催チラシ配布
都市建設部
まちづくり推進
室

24
神奈川県
横須賀市

都市景観フォーラム

横須賀という地域性の景観創出を目的に、基
調講演、パネルディスカッションを実施。（主
催：よこすか都市景観協議会（市内民間企業
団体や横須賀市等で構成））

18 2 18

http://www.city.yoko
suka.kanagawa.jp/sp
eed/mypage/ytkk/in
dex.html

横須賀市都市
部景観推進課

25
神奈川県
横須賀市

よこすか景観賞表彰式
国際海の手文化都市よこすか景観賞の表彰
式を行う。

18 2 18
http://www.city.yoko
suka.kanagawa.jp/kei
kan

横須賀市都市
部景観推進課

26
神奈川県
平塚市

第６回　わたしが好きなま
ちかどスケッチ展

小学生を対象に、平塚の好きな場所を描いた
絵を募集し、展示をおこなうもの。

17 10 13 ～ 17 10 18
http://www.city.hirat
suka.kanagawa.jp/

平塚市都市政
策部都市政策
課都市景観推
進担当

27
神奈川県
小田原市

景観パネル展（小田原市
景観計画（素案）と小田原
市景観条例（素案）の紹
介）

今年度策定を予定している景観計画（案）や景
観条例（案）等について、本市の方針や基準を
わかりやすく解説するとともに、これまでの景
観行政の歩みや市内の修景事例等を市民ロ
ビーにてパネル展示する。

17 10 3 ～ 17 10 7
小田原市都市
部まちづくり景
観課

28
神奈川県
大和市

第12回街づくりフォーラム
やまと

「景観」をテーマに来場者全員でディスカッショ
ンを行い、これからの景観づくりについて考え
る。
（フォーラム開催後には、「景観」をテーマに街
づくり学校（10月～11月）を開催予定）

17 10 1 ～ 17 10 1
http://www.city.yam
ato.kanagawa.jp/t-
seibi/index.htm

大和市都市部
都市整備課

29
神奈川県
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

17 9 30 ～ 17 10 11
座間市都市部
都市計画課

30
神奈川県
藤沢市

かながわ景観まちづくり
フォーラム

住民やNPOの方々の地域における景観まちづ
くり活動の発表

17 11 19

http://www.pref.kan
agawa.jp/osirase/tos
iseibi/machi/keikan/
00-00keikan-top.htm

神奈川県県土
整備部都市整
備公園課

31 川崎市
第12回都市景観フォーラ
ム

川崎市と川崎都市景観協議会によるフォーラ
ムの
開催､今年度は基調講演とパネルディスカッ
ション
を予定

17 10 14
川崎市景観・ま
ちづくり支援課

（予定）

（予定）

(平成17年9月現在：国土交通省都市計画課調べ）



平成17年度　「都市景観の日」行事一覧

北陸・中部地域

No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 問い合わせ先

年 月 日 ～ 年 月 日 部署

1 新潟県
えちごせきかわ堀と柳の
秋まつり

顔づくり事業で整備した18世紀の町並みにを
観光客に散策してもらう。振舞い酒や各種イベ
ントあり

17 10 30 ～ 17 10 30
http://www.vill.sekik
awa.niigata.jp

関川村農政観
光課商工観光
班

2
富山県
富山市

サイン景観ウオッチング

市民代表・学識経験者・行政担当者が対象地
域(ＪＲ富山駅周辺)の景観をウオッチングし、
サイン景観のあり方について意見・提言をまと
める。

17 9 15 未掲載

富山県土木部
都市計画課
富山市都市整
備部都市計画
課

3 富山県
富山県景観づくりフォーラ
ム２００５

「うるおい環境とやま賞」表彰式、景観づくりに
係る講演会の開催

17 11 14 未掲載
富山県土木部
都市計画課

4 石川県 第12回いしかわ景観大賞

石川県内において概ね5年以内に、景観を創
出形成したか、または、創出形成のために積
極的に活動を行った、団体または個人が対象
です。

17 7 15 ～ 17 9 15
http://www.pref.ishik
awa.jp/toshi/keikant
aisho/sub1.htm

石川県土木部
都市計画課

5 岐阜市 岐阜市都市景観賞

岐阜市における都市景観の向上と市民の
方々のまちづくりに対する意識の高揚を図る
事を目的として、豊かな自然・風土・伝統に調
和し優れた都市景観づくりに貢献している「建
築物」「まちなみ・風景」「まちづくり活動」を募
集し、優れたものについては表彰を行なう。
募集期間は右記のとおり。表彰は１月頃予
定。

17 8 15 ～ 17 10 4
http://www.city.gifu.
gifu.jp/machi/tosikei
kan/index.htm

まちづくり推進
部まちづくり事
業室

6 郡上市 郡上八幡景観賞
２年に１回行なわれる、建築物、工作物、活動
と部門別に分かれた景観に関する募集、選
考、表彰

17 9 20 ～ 17 12 11 なし
郡上市
基盤整備部

7 静岡県 2005住まい博
住まい博において、静岡県都市景観賞受賞地
区のパネルを展示する。

17 10 7 ～ 17 10 10
http://www.pref.shiz
uoka.jp/toshi/tj-
01/index.htm

静岡県都市住
宅部市街地整
備室

8 静岡県
違反屋外物取締り重点期
間

県、各市の協力で違反物件の一斉取締り、除
却を実施。

17 9 5 ～ 17 9 9 -
静岡県都市住
宅部都市計画
室

9 静岡市 （仮）眺望写真展
指定眺望地点の紹介と市民応募「わたしの好
きなしずおかの眺め」を展示

17 10 11 ～ 18 1 31 -
都市計画課都
市景観推進担
当

10 富士市 景観についての啓発
市の広報誌「広報ふじ9/20号」に、景観につい
ての特集を掲載。

17 9 20 -

11 富士市 市民意向調査
広報誌、HP上にて景観についてのアンケート
を実施.

17 10 1 ～ 17 10 31
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは今後掲
載予定

12 焼津市 焼津市都市景観写真展
市民から応募いただいた「将来も残しておきた
い景観」写真を市内６公民館で順次展示。

17 8 30 ～ 17 10 9

 
http://www.city.yai
zu.shizuoka.jp/gyos
ei/toshi_juutaku/20
0411keikan_photo/sh
asinten.html

焼津市都市計
画課

13 掛川市
掛川まちなみ景観写真展
示会

掛川市内の美しい景観の写真を募集をかけ、
応募作品を展示し、普段見ている何気ない景
観の大切さを再度認識してもらう。

17 8 31 ～ 17 9 8 -
掛川市都市建
設都市計画課

14 愛知県
緑と花の美しいまちづくり

講演会
都市緑化月間と都市景観の日の連携行事。
身近な緑から広く景観について考える講演会

17 10 25 ～ 17 10 25
広報掲載
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは今後掲
載予定

愛知県建設部
公園緑地課

15 名古屋市 名古屋市都市景観賞

良好な都市景観の形成に貢献している建築
物、工作物等及び地域の個性や魅力のある
景観につながっているまちづくり活動等を募集
し、優れたものを表彰する。
（募集期間 ： 平成17年7月1日～8月10日）
（表彰式及び講演会 ： 平成18年1月下旬）

17 7 1 ～ 17 8 10
http://www.city.nago
ya.jp/

住宅都市局
都市計画部
都市景観室

16 春日井市 景観めぐり（春・秋）

都市景観形成建築物等や都市景観賞受賞物
件、かすがい百景などから、市内にあるすばら
しい景観を紹介する。（春２回・・６月10日、15
日　秋２回・・11月22日、25日）

17 6 10 ～ 17 11 25 -
春日井市
建設部
都市政策課

17 春日井市
屋外広告物啓発キャン
ペーン

平成１６年４月１日付けで愛知県事務処理特
例条例改正により、市に簡易除却の権限が移
譲され、市単独で「はり紙」に加えて「はり札」
等の簡易除却ができるようになり定期的に除
却する。

17 9 6 -
春日井市
建設部
都市政策課

情報掲載HP等

富士市都市計
画課

(作品募集期間）



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 問い合わせ先

年 月 日 ～ 年 月 日 部署
情報掲載HP等

18 春日井市
第４回　都市景観フォトコ
ンテスト

市民の方々に「かすがいの四季」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；平成１７年１０月１７日～平成１８
年１月１６日　表彰式；平成１８年２月１９日）

18 2 20 ～ 18 3 21 -
春日井市
建設部
都市政策課

19 春日井市 都市景観パネル展
都市景観形成建築物等、都市景観賞受賞物
件などのパネルを展示

17 9 30 ～ 17 10 7 -
春日井市
建設部
都市政策課

20 尾張旭市 街頭啓発活動
駅前で景観啓発物品を配布、景観に関する呼
びかけを行う

17 10 4 ～ 17 10 4 -
尾張旭市都市
計画課

21 尾張旭市 まちづくり見学会
市民等の参加を募り、景観先進都市犬山市を
視察する

17 10 6 ～ 17 10 6 -
尾張旭市都市
計画課

22 犬山市
犬山市制当時の景観写真
展

犬山市制当時の写真、景観法の趣旨などを展
示

17 9 30 ～ 17 10 5
広報掲載
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは今後掲
載予定

犬山市都市整
備部建築課

23 犬山市
第８回犬山市都市景観賞
募集

「後世に残したい犬山の景観」を写真で募集 17 9 15 ～ 17 10 31 〃
犬山市都市整
備部建築課

24 半田市
第2回半田市ふるさと景観
賞

市民のまちづくりに対する意識の高揚を図る
ために、美しい景観づくりに貢献しているもの
を募集し、優れたものを表彰する。（募集期間：
6月21日～8月31日、展示期間：1月13日～22
日、表彰式：1月15日）

17 6 21 ～ 17 8 31
http://www.city.hand
a.aichi.jp/

建設部都市計
画課

25 半田市
第11回"ふるさとの風景"
絵画・写真コンテスト

市民の景観に対する意識を高めるために、心
に残る大切な風景の絵画や写真を募集し、優
れた作品を表彰する。（募集期間：9月1日～30
日、展示期間：11月11日～23日・1月13日～22
日、表彰式：1月15日）

17 9 1 ～ 17 9 30
http://www.city.hand
a.aichi.jp/

建設部都市計
画課

26 半田市 半田市景観シンポジウム

第2回半田市ふるさと景観賞および第11回"ふ
るさとの風景"絵画・写真コンテスト表彰式、景
観に関するパネルディスカッションを開催す
る。

18 1 15
http://www.city.hand
a.aichi.jp/

建設部都市計
画課

27 岡崎市
私の好きなおかざき写真
コンテスト

魅力あるまちづくりの一環として、都市景観環
境に対する市民意識の高揚を図るため、岡崎
市内のさまざまな風景を写した写真コンテスト
を実施する。（入選発表　平成18年３月頃）

17 6 15 ～ 17 10 31
http://www.city.okaz
aki.aichi.jp

岡崎市
都市整備部
都市計画課

28 松阪市 新松阪市景観資源募集
「私の好きな松阪の景観募集」として新松阪市
の景観資源の募集を実施。

17 10 1 ～ 17 10 31
http://www.city.mats
usaka.mie.jp/toshi/in
dex.htm

松阪市建設部
都市計画課

29 鈴鹿市
屋外広告物啓発キャン
ペーン

商店街の商店主を対象に、啓発パンフレットを
配布。

17 9 26 ～ 17 9 28 -
都市整備部都
市計画課

30 鈴鹿市
わたしの好きな鈴鹿の景
観絵画展及び表彰式

市内の小中学生を対象に「わたしの好きな鈴
鹿の景観絵画」を募集。優秀作品を展示、表
彰。

17 9 30 ～ 17 10 2 -
都市整備部都
市計画課

(平成17年9月現在：国土交通省都市計画課調べ）



平成17年度　「都市景観の日」行事一覧

近畿地域

No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 問い合わせ先

年 月 日 ～ 年 月 日 部署

1 福井市 ０５まちづくりフェア

中心市街地の活性化や都市景観の向上のた
めに、毎年行っているイベント。
特にフェアの一環として行われる「都市づくりセ
ミナー」では、都市景観賞の表彰式、講演会、
パネルディスカッション、及び都市景観賞パネ
ル展などを開催している。

17 11 17 ～ 17 11 20 現在作成中
福井市都市政
策部都市計画
課

2 大津市 きらッと大津景観絵画展
大津の景観をテーマに市民の方から寄せられ
た絵画作品の展示と入賞者の表彰

17 10 1 ～ 17 10 10
http://192.168.251.1
/keikan/index.html

大津市都市計
画部都市景観
課

3 彦根市 景観パネル展
彦根の景観について良いものを「守る」「創
る」、不調和なものを「直す」「防ぐ」および「記
憶の景観」をテーマとしてパネル展示を予定。

17 10 4 ～ 17 10 14 未定
彦根市都市建
設部都市計画
課

4 京都府
第５回京都府まちづくり
ワークショップ

　府内全域を対象として、良い景観を保全し、
あるいは、より良い景観へ改善するための提
案や意見を募集し、「今後の景観まちづくりを
考える」をテーマとして、今後の景観まちづくり
の方向性等について府民を交え議論

17 10 7
http://www.pref.kyot
o.jp/toshi/informatio
n/event/ws.htm

土木建築部都
市計画課

5 京都市
違反広告物クリーンキャン
ペーン

毎年，対象地域を選定し，関係行政機関等と
地元団体で，違反広告物の除却や啓発活動
を実施

17 10 下旬
京都市都市計
画局都市景観
部風致保全課

6 枚方市
第４回　枚方宿街道菊花
祭

「都市景観形成協議地区（枚方宿地区）」にお
いて、市の花である菊を街道に並べ、枚方宿
地区の連続した町並みや、歴史、文化に親し
み、新たな賑わいを創出する。（11/6（日）には
ジャズ・ストリート2005を開催し、地区内9箇所
でジャズの演奏会、その他、歴史ウォーキン
グ、俳句大会、菊花寄席を催す。）

17 10 27 ～ 17 11 16
http:// hirakata-
shuku.org

枚方市都市整
備部まちづくり
推進課

7
大阪府
河内長野
市

ぐるっと まちじゅう博物館
2005

ぐるっとまちじゅう博物館、通称「ぐる博」は、市
内各所に所在するこのような文化財を積極的
に公開・活用するための事業で、まち全体を博
物館に見立てて行う事業です。

17 10 15 ～ 17 10 23

http://www.city.kaw
achinagano.osaka.jp/
kakuka/kyousha/hist
ory-hp/index.htm

河内長野市教
育委員会事務
局教育部社会
教育課

8
大阪府
河内長野
市

河内長野駅前にぎわいの
里復活事業

東西高野街道の合流要所として栄え、また、
鉄道駅完成後は河内長野の「顔」と呼ばれる
商業・産業の中心であった河内長野駅前の
「にぎわい」を取り戻すべく、昨年度に引き続
き、商店街ゾーン、長野神社ゾーン、酒蔵通り
ゾーンの３か所で様々な催しを行います。

17 10 16

河内長野市都
市建設部都市
計画室都市計
画グループ

9
大阪府、
大阪市他

大阪美しい景観づくり推進
会議平成１７年度総会

大阪美しい景観づくり推進会議は、府民、事業
者、行政の協働により、大阪の豊で世界に誇
れる美しい景観づくりを府民運動として展開す
ることを目的に設立されたもので、前期の目的
に賛同した団体及び学識経験者で構成されて
いる。推進会議では、例年総会を実施している
が、今年度は「都市景観の日」のPRを目的に、
１０月４日を含む１０月中での開催を予定して
いる。

17 10 ～ 17 10

http://www.pref.osa
ka.jp/kenshi/keikan/
utukusii/suishink/ind
ex.html

大阪府建築都
市部建築指導
室建築企画課

10 大阪市
大阪都市景観建築賞
（大阪まちなみ賞）

一般公募により推薦された建物やまちなみを
審査し、景観上優れたものに賞が与えられる
大阪府、大阪市、大阪府建築士会の３者で共
催

17 7 1 ～ 17 12 6

http://www.pref.osa
ka.jp/kenshi/keikan/
utukusii/machi/gaiyo
u.html

大阪市計画調
整局開発企画
部都市デザイン
課

11 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。併せて「人間サイズのまちづ
くり賞」の表彰式を行う。

18 1 （予定）

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

兵庫県県土整
備部まちづくり
局景観形成室

12 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 17 11 13
http://www.city.hime
ji.hyogo.jp/machi/

姫路市都市局
計画部まちづく
り指導課

13 加古川市
第２回加古川市景観まち
づくり賞表彰式典

景観に配慮されている建物や、景観まちづくり
に取り組んでいる団体を表彰、記念講演会

17 10 4
http://www.city.kako
gawa.hyogo.jp/hp/to
kei/

加古川市都市
計画部都市計
画課

情報掲載HP等

(平成17年9月現在：国土交通省都市計画課調べ）



平成17年度　「都市景観の日」行事一覧

中国・四国地域

No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 問い合わせ先

年 月 日 ～ 年 月 日 部署

1
岡山県・
備前市

第二回一夜限定／三石灯
りの街

地域住民がロウソクの灯りで見慣れた三石の
街角や木造校舎をライトアップ。また小学校校
庭にロウソクで地上絵をつくる。
地元住民の組織「Ｍプロジェクト協議会」主
催、県後援

17 10 15
http://www.pref.oka
yama.jp/doboku/ken
sido/Mpro.htm

岡山県建築指
導課

2
岡山県・
岡山市

公共建築月間イベント

行政、建築関係団体、まちづくりＮＰＯが協働
し、「活きのいい建物づくりへ（仮題）」をテーマ
に講演会、施設見学会、パネル展示、子ども
建築模型教室等を行う。
国、県、市、建築関係団体、まちづくりＮＰＯが
実行委員会を結成し主催

17 11 19
岡山県建築営
繕課

3 岡山市 景観パネル展 おかやまのまちづくりに関するパネルを展示 17 11 9 ～ 17 11 10
岡山市都市計
画課

4 廿日市市
はつかいち景観づくり大賞
の募集

快適で魅力ある郷土の実現を図るため，景観
についての意識啓発，醸成に取り組む一環と
して，優れた景観づくりに努めている個人や団
体の活動，建築物などを募集している。

17 10 1 ～ 17 12 15
http://www.city.hats
ukaichi.hiroshima.jp/
及び広報等

廿日市市都市
部都市計画課

5 三次市
広島県景観会議「景観づく
り大賞パネル展」

広島県景観会議が毎年募集している「景観づ
くり大賞」の入賞作品パネル展示

（期間未定）
三次市建設部
みらい都市室

6 山口県
「都市景観の日」ポス
ター、パンフレットによる啓
発活動

県及び市町村の景観行政窓口において、ポス
ター及びパンフレットを設置し、県民に啓発す
る。

17 9 1 ～ 17 10 4
山口県土木建
築部都市計画
課

7 山口県
地域景観ワークショップin
光

地域住民を対象に景観意識向上のためのセミ
ナー・ワークショップを開催する（光市）

17 10 15

http://www.pref.yam
aguchi.jp/gyosei/tos
hi/keikan/keikantop.
html

山口県土木建
築部都市計画
課

8 山口県
地域景観ワークショップin
長門

地域住民と景観の景観形成のワークショップ
を開催する（長門市）

17 11 6

http://www.pref.yam
aguchi.jp/gyosei/tos
hi/keikan/keikantop.
html

山口県土木建
築部都市計画
課

9 山口県
地域景観ワークショップin
周南

地域住民と景観の景観形成のワークショップ
を開催する（周南市）

17 11 19

http://www.pref.yam
aguchi.jp/gyosei/tos
hi/keikan/keikantop.
html

山口県土木建
築部都市計画
課

10 萩市 2005日仏景観会議・萩

都市や地域の景観について、生活環境・自然
との共生・伝統と文化などの観点でフランスと
の情報交流を基に議論し、景観意識の向上と
良好な景観形成の推進を目的とする。講演
会、討論会、町探索等開催する。

17 10 29 ～ 17 10 30
http://www.city.hagi.
yamaguchi.jp/nichifu
tsu/

萩市まちなみ対
策課

11 萩市
萩都市景観賞表彰式及び
パネル展示

萩都市景観賞受賞物件の所有者に対して、表
彰状と記念プレートを授与する。また、受賞物
件のパネル展示を同時開催する。

17 10 16

http://www.city.hagi.
yamaguchi.jp/hagicit
y/kisya/05062401.ht
ml

萩市まちなみ対
策課

12 高知県 小・中学校景観出前授業
高知市と共催で、県内の小・中学校（４校）で
大学教授による景観出前授業を実施。

17 9 12 ～ 17 11 21
高知県土木部
都市整備課

13 高知市
高知市都市美デザイン賞
パネル展示

高知市都市美デザイン賞の受賞作品のパネ
ルを展示

17 10 3 ～ 17 10 7
http://www.city.koch
i.kochi.jp

高知市都市整
備部都市計画
課

情報掲載HP等

(平成17年9月現在：国土交通省都市計画課調べ）



平成17年度　「都市景観の日」行事一覧

九州・沖縄地域

No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 問い合わせ先

年 月 日 ～ 年 月 日 部署

1 北九州市
第４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建造物や、
団体等を表彰

17 11
http://www.city.kitak
yushu.jp/~k1401050/
index_2.html

北九州市建築
都市局都市計
画課

2 福岡市
第１９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

都市景観賞の受賞者等の表彰
景観に造詣の深い建築家等による記念講演
会

17 12 7 ～ 17 12 7
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

3 佐賀市
平成17年度佐賀市都市景
観事業イベント

第９回佐賀市都市景観賞表彰式
佐賀市都市景観重要建築物等指定書授与式
景観ウォッチング感想文表彰及び発表会
佐賀市都市景観賞受賞作品・佐賀市都市景
観重要建築物等指定物件パネル展
（予定）

17 12 中旬 ～ 18 2 下旬
http://www.city.saga
.saga.jp/oshirase_kei
kan.html

佐賀市建設部
建築課

4 長崎県
第１７回長崎県
まちづくりの絵コンクール

県内在住の小学生を対象とした絵画コンクー
ル。
テーマ「すみたいまちって　どんなまち？」

17 6 1 ～ 17 9 16

http://www.doboku.p
ref.nagasaki.jp/~toshi
/kon2005/kon2005.h
tml

長崎県土木部
都市計画課

5 長崎市
都市景観の日イベント
ひる・よる・みる～海からの
眺め、山からの眺め～

景観ウォッチングを行い、港からの景観と山か
らの景観の違い、昼と夜の景観の違いを体験
することにより、長崎のまちの魅力を再発見し
てもらい、参加者の景観に対する関心を高め
る。

17 11 5 ～ 17 11 5

http://www1.city.nag
asaki.nagasaki.jp/keik
an/event/keikannohi
.html

長崎市都市計
画部都市景観
課

6 佐世保市
第８回佐世保市景観デザ
イン賞募集

周囲の景観と調和し、デザインが優れている
建物や場所、美しい景観づくりに寄与した個人
や団体などを公募し、選定、表彰します。

17 7 1 ～ 17 9 30
http://www.city.sase
bo.nagasaki.jp/

佐世保市都市
整備部まちづく
り課まちづくり
推進係

7 大村市 大村市都市景観賞
「あたらしい建築物部門」、「歴史的建築物部
門」、「通り部門」の３部門、写真コンクールを
募集。

17 6 6 ～ 17 8 12
toshikeikaku@city.om
ura.lg.jp

大村市都市計
画課

8 熊本市 景観パネル展 失われた歴史的建造物等をパネル展示 17 10 3 ～ 17 10 5
都市整備局開
発公園部開発
景観課

9 大分県 街なみ景観写真展
大分県内の古い、新しい、ユニークな街並み
の景観写真を募集し、展示・表彰する。

17 10 4 ～ 17 10 14
http://www.pref.oita.
jp

大分県土木建
築部都市計画
課都市計画班

10 別府市 景観緑三法特別講演会

景観と緑をテーマにしたまちづくりについて、
北海道大学大学院工学研究科の越沢明教授
を迎え、「別府の観光、景観、緑のまちづくりへ
の期待」と題して基調講演を行う。

17 10 1
http://www.city.bepp
u.oita.jp

別府市建設部
都市計画課

11
宮崎県
西都市

景観シンポジウム 　基調講演、パネルディスカッション 17 11 13
http://www.pref.miya
zaki.lg.jp

土木部
都市計画課

12 宮崎県 景観パネル展
　「地域の宝　再発見！」で募集した景観写真
を県内各地で展示

17 11 ～ 17 12
土木部
都市計画課

13 宮崎市 中学生のための景観教室

　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たちに、「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、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。
　・ 景観、まちづくりに関する講習
　・ まちなみの調査、研究～調べ学習
　・ 調査研究内容の発表
　・ 実習～まちなみ模型の制作
　・ 景観教室実施内容の小冊子作成

17 6 17 ～ 18 2 末
http://www.city.miya
zaki.miyazaki.jp/

都市整備部
都市景観課

14 宮崎市 都市景観海外派遣研修

市内在住の18才以上の方に、先進地（シンガ
ポール）の視察を行う海外景観研修に参加し
ていただき、宮崎市における美しい景観づくり
を行政とともに推進していただく。

17 10 22 ～ 17 10 25
http://www.city.miya
zaki.miyazaki.jp/

都市整備部
都市景観課

15 都城市 景観図画展
市内の小中学生を対象にした景観に関する図
画コンクールの実施及び作品の展示

17 10
土木部
都市計画課

16 都城市 都市景観のつどい 　景観に関する講演会 17 11
土木部
都市計画課

情報掲載HP等

（詳細については未定）



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 問い合わせ先

年 月 日 ～ 年 月 日 部署
情報掲載HP等

17 延岡市 延岡市都市景観賞
優れた都市景観形成に奇与した建築物等を
表彰し、都市景観に対する市民の理解や関心
を高める

17 7 19 ～ 17 9 9

http://www.city.nob
eoka.miyazaki.jp/tosi
k/tosik/keikan-
s/info/bosyuu.html

都市建設部
都市計画課

18 延岡市
都市景観絵画コンクール
応募作品展示会

「都市景観」をテーマに絵画を募集し優秀な作
品を表彰する

17 10 7 ～ 17 10 11

http://www.city.nob
eoka.miyazaki.jp/tosi
k/tosik/keikan-
s/info/bosyuu.html

都市建設部
都市計画課

19 延岡市 景観ウオッチング
題名「城山の歴史と景観を考える」
講師の説明を聞きながら城山周辺をウオッチ
ングする

17 11
都市建設部
都市計画課

20 鹿児島県 わがまち自慢の１枚展
鹿児島県内各地の自慢の都市景観を紹介す
る写真展をホームページで開催する。

17 10 4 ～ 17 10 31

http://www.pref.kag
oshima.jp/home/tos
hikeika/toshikeika/t
oshikeitop.htm

鹿児島県
土木部
都市計画課

21 鹿児島市 都市景観パネル展

　都市景観事業のあゆみを市民に紹介し、都
市景観事業への理解を深めてもらうとともに、
都市景観に対する意識の向上を図るために、
パネルを展示する。

17 10 3 ～ 17 10 7
http://www.city.kago
shima.lg.jp/wwwkago.
nsf

鹿児島市
都市計画課

22 志布志町 景観写真募集
まちなみ景観写真を募集し、町のホームペー
ジで掲載する

17 9 1 ～ 17 10 31

http://www.town.shi
bushi.kagoshima.jp/c
gi-bin/odb-
get.exe?WIT_templat
e=AM040000

志布志町
企画政策課

23 那覇市 景観パネル展
「那覇の景観資源」の概要などのパネルを展
示

17 10 4 ～ 17 10 7

那覇市都市計
画部都市計画
課都市デザイン
室

(平成17年9月現在：国土交通省都市計画課調べ）




