
平成16年度　「都市景観の日」行事一覧 参考１

No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP等 問い合わせ先

1 札幌市
さっぽろ都市景観パネル
展

第11回札幌市都市景観賞受賞作品及び札幌
の景観色７０色「大規模建築物等色彩景観ガ
イドライン」の紹介パネル展示

16 10 4 ～ 16 10 8
http://www.city.sapp
oro.jp/keikaku/keika
n/index.htm

企画調整局計
画部都市計画
課

2 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

16 10 8 ～ 16 10 28 -

江別市
企画政策部
都市計画課
計画係
主査（都市景観
担当）

3 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
２」

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(9月21日～
10月1日)

16 8 9 ～ 16 8 10
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

4 函館市
都市景観の日ｉｎ函館第８
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。（7/26～8/8）
2.パネル展
　上記小学生の活動内容をパネルで紹介（予
定）（11/22～11/26）

16 7 26 ～ 16 11 26
http://www.city.hako
date.hokkaido.jp/tos
hiken/design/

都市建設部
都市デザイン課

5 函館市
都市景観の日ｉｎ函館第10
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。（6/1～6/28）
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)

16 6 1 ～ 16 10 4
http://www.city.hako
date.hokkaido.jp/tos
hiken/design/

都市建設部
都市デザイン課

6 小樽市 小樽八区八景を歩こう
一般公募により募集した市民に「小樽八区八
景」のうち数ヶ所（今年度は、塩谷、オタモイ、
祝津地区）を実際にバスでめぐり、紹介する。

16 8 9

小樽市建設部
まちづくり推進
室まちづくり推
進課

7 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。

16 8 6 ～ 16 8 10

小樽市建設部
まちづくり推進
室まちづくり推
進課

8 旭川市
第5回旭川市景観賞表彰
式

第5回旭川市景観賞と景観奨励賞の表彰 16 9 9
http://www.city.asah
ikawa.hokkaido.jp/file
s/keikan/index.htm

旭川市都市建
築部景観課

9 旭川市 景観賞バスツアー
第5回旭川市景観賞と景観奨励賞の表彰対象
となったところをバスで見学するツアー

16 10 2
http://www.city.asah
ikawa.hokkaido.jp/file
s/keikan/index.htm

旭川市都市建
築部景観課

10 室蘭市 花壇ｺﾝｸｰﾙ写真ﾊﾟﾈﾙ展 花壇コンクールの写真を展示 16 9 27 ～ 16 10 12
都市建設部都
市計画課

11 帯広市
第２１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。建造物等・
街並み部門、活動部門、提案部門の３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３部
門とも実施）。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。

16 11 1 ～ 16 11 7
http://www.city.obihi
ro.hokkaido.jp

都市開発部都
市計画課

12 釧路市
第１０回釧路市都市景観
賞　表彰式

釧路らしい都市景観の形成に寄与していると
認められる建築物や住民活動を表彰する

16 10 8
http://w3.kushiro-
ct.ac.jp/keikan/index
.html

釧路市
都市計画課

13 弘前市
第15回弘前市都市景観
フォーラム

基調講演、パネルディスカッション 17 2
http://www.city.hiro
saki.aomori.jp

都市開発部都
市計画課計画･
景観係

14 盛岡市
平成16年度盛岡市都市景
観賞受賞作品発表

16 10 1
http://www.city.mori
oka.iwate.jp/

盛岡市建築指
導課住環境係

15 一関市
景観パネル展
（一関地方住宅祭）

景観情報、景観写真などのパネル展示 16 10 2 ～ 16 10 3
一関市建設部
建築住宅課

16 仙台市 杜の都景観シンポジウム
仙台の新しいシンボルロードである宮城野通
に求められる街並みから仙台の景観について
考えるシンポジウムを開催

16 11 3
http://www.city.send
ai.jp/toshi/machinam
i/design/index.html

仙台市都市整
備局計画部街
並みデザイン課

17 秋田市
第９回市民に親しまれる道
路愛称

愛称をついていない秋田市内の道路の区間に
愛称を市民公募し、選考のうえ数区間決定す
る。

16 7 1 ～ 16 10 未定

http://www.city.akita
.akita.jp/city/ur/mn/
04kankyou/roadnick
name/default.htm

秋田市都市整
備部都市総務
課都市環境担
当

18

福島県
(（財）福島
県都市計
画協会
（事務局：
福島県）

「都市景観の日」関連事業 都市景観の日に関係する講演会等を開催する 16 11 （実施予定）
土木部都市領
域都市計画グ
ループ
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No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP等 問い合わせ先

19 福島市 ふくしま市景観セミナー 基調講演とパネルディスカッション 16 11 30

福島市都市政
策部都市計画
課まちづくり推
進係

20
会津若松
市

美しい会津若松景観賞・大
好きな会津絵画コンクール
表彰式

受賞者の表彰 16 11 末
http://www.city.aizu
wakamatsu.fukushim
a.jp

福島県会津若
松市建設部都
市計画課

21 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

17 2
都市建設部
都市計画課

22 茨城県
まちづくりシンポジウム２０
０４

「歴史的資源を生かした景観によるまちづくり」
をテーマに講演，パネルディスカッション

16 10 23

http://www.pref.ibar
aki.jp/bukyoku/dobo
ku/01class/class09/
index.html

茨城県土木部
都市局都市計
画課

23 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。

16 11 24 ～
http://www.pref.toch
igi.jp/kenchiku/sonot
a/02/maronie.html

土木部都市計
画課・建築課

24 宇都宮市
平成１6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。

16 6 14 ～ 17 1
http://www.city.utsu
nomiya.tochigi.jp

都市開発部都
市計画課

25 宇都宮市
都市景観シンポジウム２０
０４

第１部　平成１6年度宇都宮市まちなみ景観賞
表彰式

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

都市開発部都
市計画課

26 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。

16 11 26
都市建設部都
市計画課

27 栃木市
「ふるさと発見隊」～蔵の
街周遊～

「蔵の街とちぎ」の文化と歴史を体験し新たな
魅力を再発見する。

16 10 11
http://www.city.toch
igi.tochigi.jp/

教育委員会文
化課

28 小山市
第６回まちづくりシンポジ
ウム

・基調講演　講師　北山孝雄　氏
・思川へのアプローチデザインアイデア入賞作
品表彰式

17 1 22
http://www.city.oya
ma.tochigi.jp

都市整備部都
市計画課

29 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 2 8 ～ 17 2 14
http://www.pref.gun
ma.jp/hpm/kanshize
n/00171.html

自然環境課

30 埼玉県 彩の国景観賞

都市の景観形成に対する県民意識の高揚を
図るため、景観に優れた建築物やまちなみ等
を表彰する。昭和６２年度から実施し、今年度
で１８回目。今年度は、生活環境に潤いを与
え、環境に配慮した建築物やまちづくり活動な
どを対象とした「心に潤い特別賞」を設けた。

16 8 1 ～ 16 9 30

http://www.pref.sait
ama.lg.jp/A08/BB00
/keikanHP/ouboann
ai.html

埼玉県県土整
備部県土づくり
企画課

31
さいたま
市

第４回さいたま市景観賞・
景観協力賞表彰式

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等の団
体を表彰する。

17 2
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

32 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

16 6 5 ～ 16 6 6
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

33 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

16 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

34 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

16 10 2 ～ 16 10 3
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

35 市原市
都市景観絵地図コンクー
ル公開審査会

第2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

16 10 9
市原市都市計
画部都市景観
推進室

36 市原市
都市景観賞の選考審議会
（公開）

第5回都市景観賞を選考する 16 10 19
市原市都市計
画部都市景観
推進室

37

東京都
（都市デ
ザインパ
ブリックセ
ンター共
催）

平成１6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

16 10 20 ～ 16 10 29
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

38 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

16 7 中 ～ 16 11 24
http://www.city.taito
.tokyo.jp/

まちづくり推進
課

39 八王子市
市制施行８８周年表彰式
典
八王子８８景パネル展示

市制施行８８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

16 10 1
http:/www.city.hachi
oji.tokyo.jp/

まちづくり計画
部都市計画室

40 〃 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

16 4 1 ～ 17 3 31 〃 〃
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No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP等 問い合わせ先

41 府中市
都市景観賞顕彰式・シンポ
ジウム

府中市内の魅力ある景観やまちなみ、まちづく
りの活動に貢献している市民や団体を顕彰。
「みんなで見つけた！府中の美しい景観」を
テーマに市政ディレクター・景観賞選考委員・
受賞者をパネラーに迎えパネルディスカッショ
ンを行う。

16 10 3
http://www.city.fuch
u.tokyo.jp/

府中市都市建
設部計画課

42 府中市 都市景観賞パネル展示
都市景観賞の受賞作品及び「府中の景観50
選」を展示

16 10 3 ～ 16 10 4
http://www.city.fuch
u.tokyo.jp/

府中市都市建
設部計画課

43 川崎市
第１１回川崎・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、基調講演を予定。

16 10 25
まちづくり局計
画部街なみﾃﾞｻﾞ
ｲﾝ課

44 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））

17 2 （予定）

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

45 平塚市
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

16 11 18 ～ 16 11 23
http://www.city.hirat
suka.kanagawa.jp/

平塚市都市政
策部都市政策
課

46 小田原市 おだわらの彩り考え隊

小田原にふさわしいまちなみの色彩を考える
ため、建築を専攻している学生や、色彩やデ
ザインに関心のあるグループを募集し、街歩き
を開催する。

16 10 9

http://www.city.oda
wara.kanagawa.jp/ko
uhou_oda/life/new/f
rame/frame.html

小田原市都市
部都市計画課
景観担当

47 相模原市
景観シンポジウム～さが
みはら都市景観のつどい
～

まちづくり活動などに携わっている市民をパネ
ラーに迎え、「市民にとっての景観」を考える。

16 10 3

http://www.city.saga
mihara.kanagawa.jp/k
oho/PDF/040915/sa
gamihara040915.pdf

相模原市建築
部建築総務課

48 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

16 10 1 ～ 16 10 13
http://www.city.zam
a.kanagawa.jp/

座間市都市部
都市計画課

49 長野市
都市デザインフォーラム in
ＮＡＧＡＮＯ

第17回 長野市景観賞表彰式
記念講演

16 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

50 上田市 景観80選ウォーキング
「上田市景観80選」のポイントをめぐる市街地
のウォーキング

16 11 6
上田市都市計
画課景観係

51 小諸市 景観写真展
「こもろ生活展」において景観美化写真コンテ
スト入賞作品を展示

16 10 23 ～ 16 10 24
http://www.city.kom
oro.nagano.jp/

都市計画課

52 箕輪町
屋外広告物表示禁止物件
の一斉点検実施計画

国道１５３号線等の屋外広告物の点検 16 9 14
箕輪町建設水
道課まちづくり
係

53 小布施町 小布施景観賞
「環境デザイン協力基準」に適合した建築物
や、地域の景観に調和した広告物や生け垣な
どを表彰

16 11
地域創生部門
まちづくりグ
ループ

54 新潟県
福島・山形・新潟三県景観
フォーラム

「住民と行政が協働で行う景観づくり」をテーマ
に基調講演やシンポジウムを行う。村上市で
開催。

16 10 21 ～ 16 10 22 今後作成予定
新潟県土木部
都市局都市政
策課

55
新潟県
上越市

景観セミナー（色のつなが
り）

小学校と保護者が色のつながりというテーマ
のもとに、自らの手で校舎階段室を協働で塗
装する。学習をした色を塗る作業を通し、色彩
への理解、興味、意識向上を図り、色彩の重
要性を認識してもらい、上越市の景観形成の
推進を図る。

16 11 16 なし

新潟県上越市
企画部企画課
歴史・景観まち
づくり推進室

56
新潟県
長岡市

第２回長岡市景観写真コ
ンクール

長岡市内の景観を対象に写真コンクールを実
施し、あわせてその受賞作を中心に景観写真
展を開催する

16 12 13 ～ 17 2 20
http://city.nagaoka.n
iigata.jp/

新潟県長岡市
都市整備部都
市政策課都市
政策係

57 富山市
富山市景観まちづくり
フォーラム

地域の特性を生かした景観まちづくりについて
の基調講演とパネルディスカッション

16 10 24
http://www.city.toya
ma.toyama.jp/toshik
eikaku/index.htm

富山市都市整
備部都市計画
課

58 富山県
富山県景観づくりフォーラ
ム２００４

「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

16 11 12 未掲載
富山県土木部
都市計画課

59
富山県・
富山市

サイン景観グランプリとや
ま２００４

景観と調和し共存する優れたサインディスプレ
イを顕彰するもの

16 12 中旬 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

60 小松市
第６回こまつまちなみ景観
賞市民投票実施

第６回こまつまちなみ景観賞の第１次審査を
通過した十数点について市民投票を実施し、
景観に対する市民意識の高揚を図るもの(郵
便局、JR小松駅）

16 10 4 ～ 16 10 29 なし
小松市都市建
設部都市計画
課

61 岐阜県
景観シンポジウム全国大
会

景観シンポジウムを開催し、基調講演、県内外
の行政及び地域による先進的な景観形成事
例等の紹介等を行う。
主催：全国景観会議
共催：国土交通省・岐阜県・高山市・飛騨市・
白川村

16 9 15 ～ 16 9 16
岐阜県基盤整
備部都市政策
課
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62 岐阜県
美しいひだ・みの景観百選
美しいひだ・みの景観づく
り賞

県民に潤いやゆとりを与え、後世に伝えるべき
良好な歴史・伝統的景観、自然景観、都市景
観等を県民から募集し「美しいひだ・みの景観
百選」を選定するとともに、これらの良好な景
観を支える自治会、グループ等のまちづくり団
体等を「美しいひだ・みの景観づくり賞」として
表彰する。
募集期間：１０月中旬から１２月中旬を予定

未定
岐阜県基盤整
備部都市政策
課

63 岐阜市 岐阜市都市景観賞

豊かな自然にはぐくまれた、伝統ある岐阜市を
さらに個性あふれる魅力的なまちにするため、
岐阜市景観条例の規定に基づき、良好な都市
景観の形成に貢献していると認められるのも
を対象とし、「建築物部門」、「まちなみ風景部
門」、「まちかど部門」、「まちづくり活動部門」
の4部門について募集を行い、優れたものにつ
いては表彰を行います。

16 8 13 ～ 16 10 4
http://www.city.gifu.
gifu.jp/machi/tosikei
kan/index.htm

岐阜市まちづく
り推進部まちづ
くり事業室

64 高山市 高山市景観デザイン賞

恵まれた自然と伝統的な町並みや周囲の景
観と調和がとれた高山にふさわしい建造物を
募集し、優れたものを表彰する。募集期間：平
成１６年８月２日から９月１０日、表彰：平成１６
年１１月予定

16 8 2 ～ 16 11 30
高山市都市基
盤整備部都市
整備課

65 多治見市
大規模建築物等届出制度
説明会

多治見市風景づくり条例に基づく大規模行為
の届出制度が10月1日にスタートすることか
ら、事業者を対象に届出制度及び風景基準の
説明会を実施する。

16 9 17
多治見市
都市計画部
都市計画課

66 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

16 5 20 ～ 16 7 20
http://www.pref.shiz
uoka.jp/toshi/tj-
01/index.html

静岡県
都市住宅部
　市街地整備室

67 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15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）

16 10 15 ～ 16 10 17
http://www.pref.shiz
uoka.jp/toshi/tj-
01/index.html

静岡県
都市住宅部
　市街地整備室

68
静岡県
県内22市

「屋外広告の日」
違法立看板等の一斉撤去

関係団体と合同で違法屋外広告物を撤去する 16 9 10
静岡県
都市住宅部
　都市計画室

69 静岡市

眺望地点候補地の募集
（「あなたの好きな
　　しずおかの眺め」は
　　　　　　 　どこですか）

静岡市内から、すばらしい眺めを望むことがで
きる場所を見つけ、眺望地点指定の資料とす
る。また、良好な眺望を見つけることにより、景
観の重要性を知ってもらい、景観形成に対す
る住民参加意識の高揚を図る。

16 8 2 ～ 16 11 1

http://www.city.shiz
uoka.shizuoka.jp/dep
s/toshi/koshin/toshi
kei/tyobou/index.ht
m

静岡市
都市計画部
都市計画課

70 藤枝市
都市景観写真募集事業
「ふじえだの美」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
品の中から景観大賞１点、景観賞４点を選び
表彰。すべての応募作品の展示会をＨ１７．２
月に予定。

16 9 1 ～ 16 11 30
静岡県藤枝市
都市建設部
都市計画課

71 掛川市 掛川景観市民講座 景観について考えるワークショップ。 16 12 1 ～ 17 1 28
http://lgportal.city.k
akegawa.shizuoka.jp/
net/tosikei/index.as

掛川市経済建
設部都市計画
課

72 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。 16 10 4 ～ 17 1 28
http://lgportal.city.k
akegawa.shizuoka.jp/
net/tosikei/index.as

掛川市経済建
設部都市計画
課

73 磐田市 屋外広告物クリーン作戦 違反屋外広告物の簡易除却を実施 16 10 4 16 10 4
磐田市
建設部
計画監理課

74 名古屋市
①都市景観セミナー
②都市景観賞パネル展
③景観ウォークラリー

①魅力ある都市の景観づくりについて考えるこ
とを目的に基調講演「美しい風景づくりと景観
法の役割」及びパネルディスカッションを実施
（平成16年10月30日）
②名古屋市都市景観賞受賞作品(20年の歩
み)のパネル展示（平成16年10月20日～31日）
③広小路通沿線の名古屋市都市景観賞受賞
作品、都市景観重要建築物をチェックポイント
とした市民参加ウォークラリー（平成16年10月
23日～24日）

16 10 20 ～ 16 10 31
http://www.city.nago
ya.jp/

住宅都市局都
市計画部都市
景観室

75 春日井市 景観めぐり(春）
都市景観形成建築物等や都市景観賞表彰物
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。

16 5 28 ～ 16 5 28 なし
春日井市
建設部
都市政策課

76 春日井市 景観めぐり(秋）
都市景観形成建築物等や都市景観賞表彰物
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。

16 11 25 ～ 16 11 25 なし
春日井市
建設部
都市政策課

77 春日井市
屋外広告物啓発キャン
ペーン

今年４月1日に愛知県事務処理特例条例の改
正により、「はり札」などの簡易除却の権限が
市に委譲され、単独で除却することができるよ
うになり定期的に除却する。

16 9 10 ～ 16 9 10 なし
春日井市
建設部
都市政策課

78 尾張旭市 街頭啓発活動
駅前で啓発物品を配布、景観に関する呼びか
けを行う

16 10 4 ～ 16 10 4 なし
尾張旭市建設
部
都市計画課
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79 長久手町
緑と花の美しいまちづくり
講演会(都市緑化月間・都
市景観の日連携行事）

緑化と景観に関する講演会
都市緑化月間記念講演会と同時開催

16 10 20 ～ 16 10 20
http://www.town.nag
akute.aichi.jp/

長久手町建設
部
都市整備課

80 犬山市 犬山市都市景観賞

周辺と調和して優れた景観を形成する建築
物、広告物等または犬山を象徴するような印
象的な風景を募集し表彰する。
表彰式は２月の予定

16 9 15 ～ 16 11 1
http://www.city.inuy
ama.aichi.jp/inuyama
/head.html

犬山市都市整
備部建築課

81 半田市
第10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、大
切にしたい身近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
～9月30日・表彰式:11月20日・展示期間11月
12日～23日）

16 9 1 ～ 16 9 30
http://www.city.hand
a.aichi.jp/

半田市建設部
都市計画課

82 岡崎市
第９回岡崎市都市景観環
境賞

まちの景観に貢献する建築物などを市民に募
集し、優れたものを表彰する。
（募集期間 ： 平成１６年６月１５日～９月３０日
・   表彰式は平成１７年３月の予定）

16 6 15 ～ 16 9 30
http://www.city.okaz
aki.aichi.jp

岡崎市
都市整備部
都市計画課

83 碧南市
寺社の風景と大浜路を写
すフォトコンテスト

てらまちである愛知県碧南市大浜地区にある
神社・仏閣を始め、大浜地区の街並みを中心
に広く一般に紹介するため

16 9 中旬 ～ 16 9 末日

http://www.city.heki
nan.aichi.jp/SHOUK
OKA/416/Haiking_ph
to_contest/416haikin
g_photo.htm

碧南市観光協
会事務局（碧南
市商工課内）

84 碧南市
第１１回へきなん都市デザ
イン文化賞

過去２ヶ年度及び本年度中に市内に建設され
た建造物等で、碧南市の都市美文化と地域活
性化に寄与するものを募集し、優れたものを表
彰する。表彰式は12月の予定。（隔年開催）

16 7 1 ～ 16 9 30 なし
碧南市
経済環境部
商工課

85 蒲郡市 第5回蒲郡都市景観賞
市内在住の小中学生を対象に将来に残したい
蒲郡の風景を募集し、表彰する

16 4 22 ～ 17 2 28

http://www.city.gam
agori.aichi.jp/tosikai/
keikaku/tosikeikan2.
html

都市開発部
計画開発課

86 松阪市 松阪まちづくり景観賞

毎年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部門に分けて募集しているが、４回
目を迎える今回は、市町村合併を１月に控え
ている事から、募集を２ヶ月早めて８月に募
集。
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
いただく契機としたい。
表彰式：平成１６年１１月１２日（予定）
広報松阪１２月号、松阪市ホームページに掲
載予定

16 8 2 ～ 16 8 31
http://www.city.mats
usaka.mie.jp/

松阪市建設部
都市計画課

87 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 16 9 24
鈴鹿市都市整
備部都市計画
課

88 鈴鹿市 景観絵画展

夏休み期間中に，市内の小中学校の児童,生
徒を対象に募集した「わたしの好きな鈴鹿の景
観絵画」の中から優れた作品を市内の大型商
業施設で展示し，表彰する。　表彰式:平成１６
年１０月３日

16 10 1 ～ 16 10 3
鈴鹿市都市整
備部都市計画
課

89 福井市 ０４‘まちづくりフェア-

福井駅周辺の各種事業のパネル、及び過去
の都市景観賞受賞作品のパネル等の展示、
また、まちづくりウオークの実施や都市づくりセ
ミナー’０４の開催、及び第12回福井市都市景
観賞表彰式などを行います。

16 10 23 ～ 16 10 26
http://www.city.fukui
.fukui.jp/rekisi/tosi/i
ndex.html

福井市都市政
策部都市計画
課

90 小浜市 第１０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7/5～9/6,選考委員会
10/5,表彰式10/25,受賞物件写真展示10/18～
10/29

16 10 5 ～ 16 10 29
http://www.city.oba
ma.fukui.jp/

小浜市産業建
設部都市計画
課

91 滋賀県 まちの景観写真展
県内各地区のまちなみ景観等の今昔写真等
を展示

16 10 4 ～ 16 10 15
http://www.pref.shig
a.jp/h/toshi/（予定）

滋賀県土木交
通部都市計画
課

92 大津市 きらッと大津景観絵画展
過去・現代・未来を問わず心に感じた素晴らし
い古都大津の景観を描いた絵画作品の展示と
表彰

16 10 1 ～ 16 10 11
http://www.city.otsu
.shiga.jp/keikan

大津市都市計
画部古都景観
室

93 大津市
古都おおつ景観アドベン
チャー

古都大津を代表する景観である石山寺周辺地
区を湖上から観察し、大津の魅力や古都にふ
さわしい景観の保全や意義について、参加者
(市民)とともに考えるもの

16 11 20 ～ 16 11 20
http://www.city.otsu
.shiga.jp/keikan

大津市都市計
画部古都景観
室

94 長浜市 保存樹見学会
長浜市内の保存樹を樹木医の説明を聞きなが
ら見学する

16 10 9 ～ 16 10 9

http://www.city.naga
hama.shiga.jp/keikak
u/ryokuka/index.htm
l

長浜市役所
都市計画課

95 京都府 まちづくりワークショップ

　亀岡市を対象地区として、「地域の個性を尊
重し、美しい景観を演出するまちづくり」をテー
マに、アイデア提案に基づき、今後のまちづく
りの方向性等について府民を交え議論

16 9 21 ～ 16 9 21
http://www.pref.kyot
o.jp/toshi/informatio
n/event/ws.htm

土木建築部都
市計画課
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96 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

16 10 5
京都市都市計
画局都市景観
部都市景観課

97 宇治市 宇治景観十帖募集 宇治市の景観を短歌調で表現 16 10 11 ～ 16 11 12
http://www.city.uji.k
yoto.jp

都市整備部都
市計画課

98 城陽市
屋外広告物法による・実態
調査・簡易除却

１０月４日の週に左記について実施。
市の広報（１０月１日）に都市景観の記事を掲
載。

16 9 13 ～ 16 10 6
都市整備部都
市計画課

99 堺市 堺市景観賞写真展
堺市景観賞の１０年間の実績を振り返り第１回
から第１０回までの受賞作品を写真パネル展
示

16 10 4 ～ 16 10 8

http://www.city.saka
i.osaka.jp/city/info/_
toseibu/matisien/kei
kansyou/index.html

堺市建築都市
局都市計画部
まちづくり支援
課

100 守口市 守口市まちなみ賞
市民等から、すぐれたまちなみや建築物等を
募集し、表彰する。

16 6 1 ～ 16 11 1
守口市都市整
備部建築指導
課

101 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。

16 11 （予定）

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

都市計画課

102 神戸市

第19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（11月頃）
③パネル展（2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。2月にはパネル展
示も。

16

17

７

11

2

１

頃

頃

～

16

17

８

11

2

31

頃

頃

http://www.city.kobe
.jp/cityoffice/33/kei
kan/rlk0001.htm

都市計画総局
計画部地域支
援室

103 神戸市
こうべまちづくり学校
（まちなみゼミ他）

主催者  神戸市
内容  基礎講座，専修講座（7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
を対象としています。

16 5 11 ～ 17 3 頃

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

http://www.kobe-
toshi-
seibi.or.jp/matisen/3j
inzai/gakkou/03sens
yuu.htm

都市計画総局
計画部地域支
援室

104 神戸市
開港５都市景観まちづくり
会議　神戸大会（代表者会
議）

安政の修好通商条約により開港した５都市（函
館，新潟，横浜，神戸，長崎）において身近な
まちなみ・まちづくりに取り組む市民団体が，
開港都市としての歴史や文化を確認しあい，
交流を図るため，平成５年以降，各都市で毎
年開催している。
平成17年度の神戸大会開催に向け，平成16
年度は「代表者会議」を開催する。

16 12 14 ～ 16 12 15 現在はなし
都市計画総局
計画部地域支
援室

105 伊丹市
　景観アドバイザー
　養成カレッジ

 伊丹市の景観形成を市民の立場で考え、提言し、
 実践し、協働参画する新しいスタイルの専門ボラン
 ティアを養成する年間(３５回)の講座です。
　 ・わが国初の「景観法」制定記念
　 ・屋外広告物法改正記念
　 ・伊丹アピールプラン確認・発掘隊
　 ・旧岡田家住宅・酒蔵築330年記念
　 ・都市景観の日記念
 以上、５項目を集約して景観カレッジを企画。

16 7 10 ～ 17 3 26
http://www.city.itami

.hyogo.jp/

都市住宅部
都市計画室
地域計画推進
課

106 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 16 11 14
http://www.city.hime
ji.hyogo.jp/machi/

都市局計画部
まちづくり指導
課

107 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。

16 11 16 ～ 16 11 17

自治体HP、広報紙
でPR予定
http://www.city.okay
ama.okayama.jp/

都市開発部
都市計画課

108 岡山市
岡山まちづくりシンポジウ
ム

「中心市街地の街づくりと都市景観」をテーマ
に講演会を開催する。

17 2 （予定）

自治体HP、広報紙
でPR予定
http://www.city.okay
ama.okayama.jp/

都市開発部
都市計画課

109 岡山市 ワンデーエクササイズ 県内学生を対象に都市デザインコンペを行う。 16 11 6

自治体HP、広報紙
でPR予定
http://www.city.okay
ama.okayama.jp/

都市開発部
都市計画課

110 津山市
津山・城西まるごと博物館
フェア２００４

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

16 9 19

自治体HP、広報紙
でPR予定
http://www.city.tsuy
ama.okayama.jp/top.
html

都市建設部
建築住宅課

6



No. 自治体名 イベント名 概要等 期 間 情報掲載HP等 問い合わせ先

111 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。今年度は第３回にあたる。

16 10 1 ～ 16 12 15

URL=
http://www.city.hatsuk
aichi.hiroshima.jp/
及び広報等

都市部
都市計画課

112 三次市
広島県景観会議景観づく
り大賞パネル展

広島県景観会議ではふるさと広島の持つ優れ
た景観を伝えるため「景観づくり大賞」を設けて
おり，その受賞作品をパネルにして啓発を図
る。

16 10 9 ～ 16 10 30
建設部
みらい都市室

113 山口県
地域景観セミナー・ワーク
ショップin長門

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（長門市）

16 10 2

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

114 山口県
地域景観セミナー・ワーク
ショップin宇部

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（宇部市）

16 10 16

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

115 山口県
地域景観セミナー・ワーク
ショップin周南

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（周南市）

16 10 23

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

116 宇部市
「彫刻の似合うまちなみ」
パネル展

地域景観セミナー・ワークショップin宇部のＰＲ
を兼ねて、本市の特色である彫刻の似合う景
観のパネルを展示

16 10 4 ～ 16 10 16
http://www.city.ube.
yamaguchi.jp/toshike
i/main.htm

宇部市都市開
発部都市計画
課

117 萩市
「萩都市景観賞」表彰式及
びパネル展示

 今年度の萩市都市景観賞受賞物件の所有者
へ賞状と記念プレートを授与、受賞物件のパ
ネル展示を同時開催する。

16 10 17
http://www.city.hagi.
yamaguchi.jp/hagicit
y/index.html

萩市建設部まち
なみ対策課

118
高知県・
高知市

・景観講演会
・景観パネル展

・俳優の渡辺篤史さんに景観やまちなみにつ
いて講演をいただく。
・高知市の都市美デザイン賞受賞作品のパネ
ル展示

16 10 27 ～ 16 10 27
http://web2.pref.koc
hi.jp/kisya/inet/

高知県土木部
都市整備課

119 北九州市
みんなで考える景観シン
ポジウム（仮称）

地域の景観づくりについての有識者及び地元
代表者等によるシンポジウム

16 11 25
http://www.city.kitak
yushu.jp/̃k1401050/
index_2.html

北九州市建築
都市局計画部
都市計画課

120 福岡市
第１８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
きな景観」

16 12 6 ～ 16 12 6
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

121 福岡市 博多寺町ウォッチング
中世の博多の面影を残す博多区御供所町周
辺を散策する。

16 10 30 ～ 16 10 31
福岡市都市整
備局都市管理
部都市景観室

122 佐賀市
平成16年度佐賀市都市景
観事業イベント

第８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）

16 11 中旬 ～ 16 12 上旬

http://www.city.saga
.saga.jp/oshirase_kei
kan.html

佐賀市建設部
建築課

123 伊万里市 都市景観賞
市民等へ市の都市景観に寄与している景観の
募集を行い、市民及び選考委員による審査会
にて優れた景観を決定し、表彰を行う

16 7 1 ～ 16 11 30
http://www.city.imari
.saga.jp

伊万里市建設
部都市開発課

124 長崎県
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に、「みんなで住み
たい　こんなまち」をテーマとして絵画を募集、
優秀作品の表彰と展示を行う。

16 6 1 ～ 16 10 17
http://www.doboku.p
ref.nagasaki.jp/̃toshi
/index.htm

長崎県
土木部
都市計画課

125 長崎市 都市景観の日イベント
「まちの宝探し～港の魅力、再発見」をテーマ
に、長崎港のクルージング、探索等を行う｡

16 11 6 ～ 16 11 6
長崎市
都市計画部
都市景観課

126 佐世保市
第７回佐世保市景観
デザイン賞

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、表彰する。

16 7 1 ～ 16 9 30

http://www.city.sase
bo.nagasaki.jp/cgi-
bin/odb-
get.exe?WIT_templat
e=AC020000&WIT_oi
d=icityv2::Contents::
3699

佐世保市
都市整備部
まちづくり課

127 大村市 大村市都市景観賞
大村市における都市景観の向上に寄与してい
る建物を募集し、選考、表彰する。

16 6 7 ～ 16 10 10
http://www.city.omu
ra.nagasaki.jp/index.a
sp

大村市
都市整備部
都市計画課

128 大村市
大村市都市景観
写真コンクール

大村市の美しい都市景観に関する写真を募集
し、優秀作品の表彰と展示を行う。

16 6 7 ～ 16 12 14
http://www.city.omu
ra.nagasaki.jp/index.a
sp

大村市
都市整備部
都市計画課

129 森山町 もりやまフォトコンテスト
「あなたが残したい森山の風景」をテーマとし
て、町内外から写真を募集。優秀作品の表彰
と展示を行う。今年で５回目。

15 10 1 ～ 16 11 8
http://www.town.mo
riyama.nagasaki.jp

森山町
企画課

130 森山町
合併記念
森山町絵画コンテスト

小・中・高校生を対象に、「ふるさとの風景～あ
なたが大好きなもりやま」をテーマとして絵画を
募集。優秀作品の表彰と展示を行う。

16 8 1 ～ 16 11 8
http://www.town.mo
riyama.nagasaki.jp

森山町
企画課

131 森山町
コンテナガーデンコンテス
ト

花のまちづくりに取り組んでいる家庭や地域団
体のコンテナガーデンを展示し、優秀作品の
表彰を行う。

16 10 26 ～ 16 11 4
http://www.town.mo
riyama.nagasaki.jp

森山町
企画課

132 熊本市 景観パネル展
熊本市内に残る歴史的建造物などのパネルを
展示

16 10 4 ～ 16 10 8
都市整備局開
発部都市整備
指導課
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133 大分県 街並み景観写真展
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。

16 9 1 ～ 16 9 30
http://www.pref.oita.
jp

大分県土木建
築部都市計画
課

134 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。

16 11 13 ～ 16 11 21 なし
佐伯市建設部
都市計画課

135 日田市 第１回街並み景観写真展 大分県と共催 16 10 4 ～ 16 10 8
日田市都市計
画課

136 竹田市 街並み景観写真展
歴史的街並み、新しい街並み、ユニークな街
並みの写真を募集し、展示する。

16 10 4 ～ 16 10 8 竹田市建設課

137
宮崎県
日南市

景観まちづくりシンポジウ
ム２００４ｉｎ日南

基調講演、事例発表、パネルディスカッション 16 10 22
土木部都市計
画課

138
宮崎県
日南市

景観デザイン展 in 宮崎
（油津）

○　全国及び九州内の景観に配慮した
　事例写真パネルの展示
○　まちづくり市民活動発表展示

16 10 15 ～ 16 10 25
土木部都市計
画課

139 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（２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

16 6 18 ～ 17 2 末
www.city.miyazaki.mi
yazaki.jp/

都市整備部
都市計画課
都市景観係

140 都城市 景観図画展
　市内の小中学校生を対象に景観に関する図
画を募集した作品の展示

16 10 23 ～ 16 10 24
都城市土木部
まちづくり政策
課

141 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

16 10 13 ～ 16 10 20

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

142 日向市 まちづくり座談会
　「建築と都市景観」をテーマとして、学識経験
者と地元の建築士、木材関係者、商店街事業
者において意見交換を行う。

16 10 21
日向市市街地
開発課

143 日向市 まちづくり課外授業
　中心市街地が校区の小学６年生を対象とし
て、まちづくりや街なみ景観に関する「課外授
業」を都市デザイナー等が行なう。

16 9 ～ 17 3
日向市市街地
開発課

144 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。

16 10 4 ～ 16 10 8
http://www.city.kago
shima.lg.jp/wwwkago.
nsf

鹿児島市都市
計画課

145 那覇市
平成１６年度
景観賞表彰式

今年度選定作品の表彰式 16 10 4
http://www.city.naha
.okinawa.jp/tokei/ind
ex.htm

都市計画課都
市デザイン室

146 那覇市 景観賞パネル展
平成１６年度景観賞に選定された作品のパネ
ル展示

16 10 4 ～ 16 10 8
http://www.city.naha
.okinawa.jp/tokei/ind
ex.htm

都市計画課都
市デザイン室

（平成16年9月現在：国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課調べ）
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