
主催 ／ 美しいしずおか景観推進協議会
静岡県

募集 令和元年７月25日(木)まで

（公社）静岡県造園緑化協会 （公社）静岡県山林協会 （公社）静岡県屋外広告協会 静岡県土地改良事業団体連合会
静岡県道路利用者会議 静岡県土地区画整理組合連合会 静岡県河川協会

第11回 最優秀賞 地域で継承！八岳地区の「わさびの郷」づくり

静岡県景観賞第12回

次の時代へ紡ぐ、美しい景観



≪募集対象≫ 人が守り、育て、創ることによって
優れた景観の形成が行われているもので、
次の①、②のいずれにも該当するもの。

①地区又は施設（次のいずれか）①地区又は施設（次のいずれか）

（１）都市景観、歴史文化景観、周辺景観に調和した建造
物や屋外広告物等で良好な景観を形成している地区

（２）田園・農山漁村環境の保全・調和に配慮し、又は
これを積極的に活かした景観が形成されている地区

②② 活活 動動 住民団体、特定非営利活動法人、企業、学校、自治体
等が主体となって良好な景観の形成、又は自然景観の
保全に寄与している活動

≪募集期間≫ 令和元年７月25日（木）まで

≪応募方法≫ 応募は自薦他薦を問いません。

応募用紙に必要事項を記入し、遠景や近景、施設と周
辺景観との関係、景観形成活動の状況などが分かる写
真（概ね３年以内に撮影したもの）を添えて提出して
ください。
応募用紙の配布、応募書類の受付は、県景観まちづく
り課、県土木事務所都市計画課、各市町景観担当課で
行っています。
Ｅメールによる応募もできます。

詳しくは、県ホームページを御覧ください。

≪審 査≫ 書類審査、現地審査により12件以内を選考し、最終
審査を実施

≪取組発表及び表彰式≫
【日 時】令和元年11月28日（木）午後
【場 所】静岡市内
【内 容】応募者又は関係者による取組発表、最終

審査、表彰式
【表彰対象】最優秀賞１件、優秀賞２件以内、奨励賞

≪応募上の注意≫
応募書類の権利は、主催者に帰属します。
応募書類は、原則として返却しません。
建築基準法、都市計画法等の法令に違反しているもの
は、対象から除きます。
なお、応募の際に記載された個人情報は、本事業以外
に使用しません。

≪問合せ先≫ 美しいしずおか景観推進協議会事務局
静岡県交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話 054-221-3702／FAX 054-221-3493
Ｅメール keikan@pref.shizuoka.lg.jp

http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-530b

第第1212回回 静静岡岡県県景景観観賞賞 応応募募要要領領

あなたのお気に入りの景色を教えてください。あなたのお気に入りの景色を教えてください。

第11回 優秀賞 常葉大学静岡草薙キャンパス

第11回 優秀賞 奥大井接岨湖周辺

第11回 奨励賞 佐鳴湖公園

第11回 奨励賞 静岡県富士山世界遺産センター

第11回 奨励賞 磐田卓球場ラリーナ



第 12 回静岡県景観賞候補地区 応募用紙 

                                                                          NO.      

【応募内容】 

 
(ふりがな) 

氏 名  
住 所  

応募者 

電 話  E メール  

 
（ ふ り が な ） 

地区又は施設の 

名称 
 

地区又は施設の 

所在地 
 

 
（ ふ り が な ） 

景観活動団体等の 

名称 
 

景観活動団体等の 

所在地 
 

景観活動団体等の 

電話番号 
 

地区又は施設の 

概要、特徴等 
 

景観活動団体等の

概要、特徴等 
 



写真（※写真枠の大きさは適宜加工してください） 

①「地区又は施設」の状況がわかる近景と遠景写真(周辺の状況がわかるもの)を添付し、説明を添えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「活動」の状況がわかる写真を添付し、説明を添えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提 出 先】県景観まちづくり課、県土木事務所都市計画課、各市町景観担当課の窓口 

【提出方法】郵送による場合：〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６  

美しいしずおか景観推進協議会事務局（静岡県景観まちづくり課）あて 

     E-mail による場合：keikan@pref.shizuoka.lg.jp 



電話番号 郵便番号　住所

静岡県　交通基盤部 景観まちづくり課 054-221-3702 〒420-8601　静岡市葵区追手町9番6号

静岡県　下田土木事務所 都市計画課 0558-24-2110 〒415-0016　下田市中531-1

静岡県　熱海土木事務所 都市計画課 0557-82-9185 〒413-0016　熱海市水口町13-15

静岡県　沼津土木事務所 都市計画課 055-920-2222 〒410-0055　沼津市高島本町1-3

静岡県　富士土木事務所 都市計画課 0545-65-2898 〒416-0906　富士市本市場441-１

静岡県　静岡土木事務所 都市計画課 054-286-9335 〒422-8031　静岡市駿河区有明町2-20

静岡県　島田土木事務所 都市計画課 0547-37-4181 〒427-0019　島田市道悦５丁目7-１

静岡県　袋井土木事務所 都市計画課 0538-42-3292 〒437-0042　袋井市山名町2の1

静岡県　浜松土木事務所 都市計画課 053-458-7276 〒430-0929　浜松市中区中央１丁目12-1

下田市 建設課 0558-22-2219 〒415-8501　下田市東本郷１丁目5-18

南伊豆町 地域整備課 0558-62-6277 〒415-0392　賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1

河津町 建設課 0558-34-1952 〒413-0595　賀茂郡河津町田中212-2

松崎町 企画観光課 0558-42-3964 〒410-3696　賀茂郡松崎町宮内301-１

西伊豆町 産業建設課 0558-55-0212 〒410-3514　賀茂郡西伊豆町仁科401-１

東伊豆町 建設課 0557-95-6303 〒413-0411  賀茂郡東伊豆町稲取 3354

熱海市 まちづくり課 0557-86-6389 〒413-8550　熱海市中央町1-1

伊東市 都市計画課 0557-32-1782 〒414-8555　伊東市大原２丁目1-1

沼津市 まちづくり指導課 055-934-4762 〒410-8601　沼津市御幸町16-1

三島市 都市計画課 055-983-2631 〒411-8666　三島市北田町4-47

裾野市 まちづくり課 055-995-1829 〒410-1192　裾野市佐野1059

御殿場市 都市計画課 0550-82-4231 〒412-8601　御殿場市萩原483

伊豆市 都市計画課 0558-83-5206 〒410-2592　伊豆市八幡500-1

伊豆の国市 都市計画課 055-948-2909 〒410-2211 伊豆の国市長岡340-1

長泉町 建設計画課 055-989-5520 〒411-8668　駿東郡長泉町中土狩828

清水町 都市計画課 055-981-8225 〒411-8605　駿東郡清水町堂庭210-1

函南町 都市計画課 055-979-8117 〒419-0192　田方郡函南町平井717-13

小山町 都市整備課 0550-76-6104 〒410-1395　駿東郡小山町藤曲57-2

富士宮市 都市計画課 0544-22-1408 〒418-8601　富士宮市弓沢町150

富士市 建築指導課 0545-55-2909 〒417-8601　富士市永田町１丁目100

静岡市 建築総務課 054-221-1049 〒420-8602　静岡市葵区追手町5番1号

島田市 都市政策課 0547-36-7177 〒427-8501　島田市中央町1-1

藤枝市 都市政策課 054-643-3373 〒426-8722  藤枝市岡出山１丁目11-1

焼津市 都市計画課 054-626-2160 〒425-8502　焼津市本町５丁目６番１号　アトレ庁舎２階

牧之原市 都市計画課 0548-53-2633 〒421-0592　牧之原市相良275

吉田町 都市環境課 0548-33-2161 〒421-0395　榛原郡吉田町住吉87

川根本町 くらし環境課 0547-56-2236 〒428-0313　榛原郡川根本町上長尾627

磐田市 都市計画課 0538-37-4907 〒438-8650　磐田市国府台３-１

掛川市 都市政策課 0537-21-1151 〒436-8650　掛川市長谷１丁目１-１

袋井市 都市計画課 0538-44-3122 〒437-8666　袋井市新屋１丁目１-１

菊川市 都市計画課 0537-35-0932 〒439-8650　菊川市堀之内61

御前崎市 都市政策課 0537-29-8732 〒437-1692　御前崎市池新田5585

森町 建設課 0538-85-6322 〒437-0293　周智郡森町森2101-１

浜松市 土地政策課 053-457-2642 〒430-8652  浜松市中区元城町103-2

湖西市 都市計画課 053-576-3117 〒431-0492　湖西市吉美3268

受付窓口

第12回 静岡県景観賞　応募窓口


