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静岡市都市景観表彰事業 

 

 

静岡市まちかどコレクションとは 

静岡市の、“まちかど”に存在する魅力的な都市景観を「見つけて」、「集めて」、「広める」取り組

みが「静岡市まちかどコレクション」です。 

 取り組みをとおして、景観資源の保全・活用や市民が身近なレベルで景観まちづくりに参加でき

る機会の創造を行います。 

市民の景観に対する意識の向上や景観資源の保全・活用を図り、国内はもとより世界に向けて発

信できるような良好な景観形成の推進を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集するもの 

 「静岡市まちかどコレクション」では、下記の部門において“まちかど”の情報を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

応募するためには 

 応募用紙に必要事項を記入し、応募内容が分かる写真を添付して郵送で提出してください。 

スケジュール 

 「静岡市まちかどコレクション」は、下記の日程にて応募、審査、表彰を行います。 

 

 

 

今後の「静岡市都市景観表彰事業」の展開 

 

 

 

 

資料１ 
問い合せ先 建築総務課 都市景観推進係 

054-221-1123（内線：81-3223） 

「見つけて」 「集めて」 「広める」 

表彰式の実施 

コレクションの作成 

“まちかど”の 

探索、発見・発掘 
情報の募集、審査 

景観資源の保全・活用 市民参画の機会の創造 

良好な景観形成の推進 

本事業は、今後隔年で実施し、表彰部門についても見直しを行い

実施します。 

また、良好な景観形成には、行政や市民だけではなく、民間事業

者の役割がとても重要になることから、実施主体を行政主導から民

間主導の景観形成へ体制を移行し、実施します。 

官 
民 

部門１ まちかど賑わいコレクション 

まちの賑わいやふれあいを生み出している、建物のデザインなど・・・ 

部門２ まちかど緑コレクション 

緑によって、まちの潤いを生み出している、お店やお家、オフィスなど・・・ 

部門３ まちかど看板コレクション 

まちの魅力を高めているおしゃれな広告や看板など・・・ 
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旧静岡市・旧清水市 景観賞の取り組みとその活用 

景観賞の取り組み 

目   的：都市景観の形成に対する市民意識の高揚及び都市景観の向上を図る。 

実 施 期 間：旧静岡市 第１回（平成４年度）～第８回（平成 14年度） 

旧清水市 第 1回（平成 4年度）～第 3回（平成 14年度） 

応募総数等：旧静岡市 応募総数 2,464点  応募者数：1,727人  受賞点数：89点 

      旧清水市 応募総数  275点  受賞点数： 14点 

 

景観賞の活用 

 景観賞では、新たな景観資源の発見・発掘をとおして、景観に対する市民意識の向上、人材の育

成、景観資源の保全・活用を行ってきました。 

市民意識の向上、人材の育成では、受賞による地域住民の意識の高揚により、まちづくり活動が

活発化され、「景観計画重点地区」指定、「地区計画」策定につながっています。 

 景観資源の保全・活用では、「景観重要建造物」、「地域景観資源」、「国宝」、「登録有形文化財」、「指

定有形文化財」等の指定につながっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市では、平成 20年度に景観計画及び景観条例を施行し、今日まで良好な景観形成の推進を行っ

てきました。その過程で、静岡市景観大賞で発見・発掘された景観資源は、さまざまな制度を用い

て保全・活用が行われています。 

 今後も、静岡市景観大賞を機会に機運が高まったまちづくり活動の推進や発見・発掘された貴重

な景観資源の保全・活用を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

景観資源の発見・発掘 
地区計画 まちづくり協議会 

市民意識の向上、人材の育成 

景観資源の保全・活用 

景観計画重点地区 景観重要建造物 

地域景観資源（建造物、樹木） 

文化財 



旧静岡市・旧清水市実施 景観賞実績 

旧静岡市実施 景観賞 受賞地区一覧

■第１回 （平成 ４年度） 

01 最優秀賞 七間町名店街/七ブラシネマ通り 

02 優秀賞 宇津ノ谷家並み 

03 〃 大谷駿河台団地 

04 〃 青葉シンボルロード､常盤公園 

05 ファッショナブル再興賞 エンポリオ･アルマーニ 

06 青葉オープンギャラリー賞 アオバ･パーキング 

07 伝統建築保存賞 静岡銀行本店営業部本館 

08 やすらぎ･みどり賞 静岡県護国神社 

09 自然とパートナー賞 麻機遊水地のオオオニバス 

10 東海道歩きま賞 駿河大橋歩道橋 

11 花さか名人賞まちのやさしさ発見賞 アパートの花鉢 

12 ふるさとづくり活動賞 城山梅園づくり活動 

■第２回 （平成 ５年度） 

13 最優秀賞 たつきウッドタウン 

14 優秀賞 鷹匠中央通り､つつじ通り 

15 〃 大道芸ワールドカップｉｎ静岡 

16 〃 待月楼 

17 〃 建通新聞社ビル 

18 時を感じる舞台賞 久能山東照宮石段 

19 まちのオアシス賞 ハス池の水と緑 

20 やさしい道とまちづくり賞 なかよし橋とふれあい広場中吉田 

21 夢のかけはし賞 静岡大橋 

22 まちのアーチスト賞 富士ロジテック倉庫壁画 

23 ふれあい建築賞 市立南部図書館･視聴覚センター 

24 ほのぼのユーモア賞静岡再発見賞 ゴミ収集車のデザイン 

25 静岡再発見賞 安倍川のムシトリナデシコ 

■第３回 （平成 ６年度） 

26 最優秀賞 清水山公園 

27 優秀賞 エクセルワード静岡ビル 

28 〃 静岡茶市場 

29 〃 南アルプス井川観光会館 

30 〃 安倍川花火大会 

31 まちかど懐古賞 小林建築計画工房と住宅 

32 民家の歴史賞 明治～平成の民家と橋 

33 環境創出賞 静岡県立大学 

34 ふれあい水辺賞 ニツ池 

35 洋館物語賞 旧マッケンジー邸 

36 里の四季彩賞 洞慶院 

37 万葉のふるさと賞 木枯らしの森 

■第４回 （平成 ７年度） 

38 最優秀賞/静岡再発見賞 民家と茶畑 

39 優秀賞 呉六名店街 

40 〃 駿府公園東御門 

41 〃 旧エンバーソン邸 

42 奨励賞 坂本川整備 

43 〃 安田屋本店 

44 〃 夜のメディアシティ静岡 

45 〃 けやき通り 

46 〃 静岡ガスポケットパーク 

47 〃 中勘助文学記念館･杓子庵 

48 奨励賞､静岡再発見賞 ビルの谷間のメタセコイア 

 

■第５回 （平成 ８年度） 

 ふれあい景観の部  

49 最優秀賞 呉服町名店街､呉服町一丁目１班発展会 

50 優秀賞 茅葺き兜づくりの民家 

51 〃 屋上庭園のある家 

52 奨励賞 静岡市立芹沢銈介美術館 

53 〃 リンク西奈 

54 〃 足久保川砂防公園 

55 〃 手作りの貼り絵窓 

 サイン･看板の部  

56 最優秀賞､静岡再発見賞/  銅匠の看板 

57 優秀賞 アスティ静岡の店舗看板 

58 〃 服飾雑貨店の看板 

59 奨励賞 東海道歴史の道 道しるべ 

60 〃 用宗漁港観光案内版 

61 〃 鰻屋の暖簾 

62 〃 新聞店の屋上広告板 

■第６回 （平成 10年度） 

63 最優秀賞 本覚寺の白壁とクスノキ 

64 優秀賞 もぐさ屋の看板 

65 〃 大谷洋光台の緑のまちかど 

66 部門賞/ここちよいまち･景観賞 西草深町の洋館 

67 〃 門屋のなまこ壁と周辺 

68 〃 門屋浄水場 

69 部門賞/粋活き看板賞 丸子路の店の看板とのれん 

70       〃 漢方薬店の銅看板 

71 部門賞/花と緑の景観賞 山伏岳木道 

■第７回（平成 12年度） 

72 最優秀賞 相俣の茶部屋 

73 優秀賞 鷹匠公園北側通り 

74 奨励賞 クレディアビルと彫刻 

75  〃 静岡英和女学院礼拝堂 

76  〃 静岡県立大学短期大学部 

77 季節の景観賞 蓮永寺 

78    〃 石垣と民家 

79    〃 新間谷川の春 

80 未来に伝えたい景観賞 竜爪街道の洋館 

■第８回（平成 14年度） 

81 最優秀賞 玉川の自然と民家 

82 優秀賞 満寿一酒造 

83 優秀賞 青嶋ホール 

84 奨励賞 小坂路 

85 奨励賞 大河内小学校周辺 

86 奨励賞 紅葉山庭園 

88 奨励賞 駿府公園 土手の桜並木道 

89 優秀賞 サールナートホール 

 

●応募総数  2,464点 

●応募者数  1,727人 

●受賞点数    89点 

※現存しないものも含まれます。 

資料３ 



旧清水市実施 景観賞 受賞地区一覧 

■第１回 （平成 ４年度） 

01 最優秀賞 ㈱清水銀行 入江岡寮 

02 優秀賞 ㈱富士ﾛｼﾞﾃｯｸ新港町ｻｲﾛ壁画 

03 奨励賞 サンライス店舗 

04 〃 スターシップ店舗 

05  〃 ㈱ｱｲｴｲｱｲ広瀬本社工場 

■第２回 （平成 12年度） 

06 最優秀賞 ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸとｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ 

07 優秀賞 清水港線（自転車歩行者専用道） 

08  〃 御穂神社「神の道」 

09 審査員特別賞 袖師第一埠頭 

■第３回 （平成 14年度） 

10 一般の部 特選 港橋付近「巴川の情景」 

11 一般の部 入選 日の出埠頭「ﾃﾙﾌｧｰの夜明け」 

12     〃 御穂神社「神の道」 

13 こども写真賞（小学生） 但沼「親王囃」 

14 こども写真賞（中学生） 草薙神社「御神木」 

 

●応募総数  275点 

●受賞点数   14点 

※現存しないものも含まれます。 

 

 

 

■受賞物件の活用 

旧静岡市第１回 

（平成４年度） 

02 宇津ノ谷家並み 市景観計画重点地区（平成 20 年 10 月） 

03 大谷駿河台団地 地区計画決定（平成 21 年 12 月） 

05 エンポリオ･アルマーニ（矢澤煉瓦蔵） 景観重要建造物（平成 23 年９月） 

07 静岡銀行本店営業部本館 景観重要建造物（平成 23 年９月） 

登録有形文化財（平成 10 年４月） 

旧静岡市第２回 

（平成５年度） 

16 待月楼 丸子泉ヶ谷まちづくり協議会（重点地区候補） 

18 久能山東照宮石段 国宝（平成 22 年 12 月） 

旧静岡市第３回 

（平成６年度） 

35 旧マッケンジー邸 地域景観資源（平成 23 年９月） 

登録有形文化財（平成 9 年 12 月） 

旧静岡市第４回 

（平成７年度） 

40 駿府公園東御門 市景観計画重点地区（平成 22 年３月） 

41 旧エンバーソン邸 市指定有形文化財（平成 21 年 8 月） 

旧静岡市第５回 

（平成８年度） 

50 茅葺き兜づくりの民家  景観重要建造物（平成 23 年９月） 

旧静岡市第６回 

（平成 10 年度） 

63 本覚寺の白壁とクスノキ  地域景観資源（候補） 

旧清水市第３回 

（平成 14 年度） 

11 清水港テルファー 景観重要建造物（平成 23 年 9 月） 

 


