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第 10 回 美 しい県 土 づくり推 進 大 会 プログラム
日 時 ：11 月 18 日 (水 )
14：00～16：30
( 開 場 ：13:00 )
場 所 ：かいてらす 3F 大 ホール

1 開会 ［14：00］
2 挨拶
美しい県土づくり推進委員長
3 県内の活動事例発表 ［14：05］
「活動賞受賞後の活動状況について」
・山梨家並保存会
・野草のさと大月 加工センター企業組合
・受賞団体の活動状況の紹介 景観づくり推進室
5 県外の先進事例発表 ［14：30～15：00］
「 身近なところで仕掛ける松本の景観づくり 」
都市計画家 倉澤 聡 氏
～ 休 憩 ～ 【15 分】
6 景観セミナー ［15：15～16：15］
「ウィズコロナ時代の景観まちづくりを考える - Stay Home から Stay HomeTown へ - 」
SUGAWARADAISUKE 建築事務所株式会社
代表取締役 菅原 大輔 氏
7 閉会 ［16：30］

1

美しい県土づくり推進会議規約
（設置の目的）
第１条 美しい県土づくりに向けた景観形成の取組みを、県民、事業者、専門家、行政等の多様な主体（以下「団
体等」という。）の協働・連携により、全県的かつ継続的に推進するため、「美しい県土づくり推進会議」（以
下「推進会議」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条 推進会議は、次に掲げる事項について検討し活動するものとする。
（１）本県の景観を保全、継承するための施策の推進
（２）本県の景観を新たに創造するための施策の推進
（３）県民の景観意識を育むための施策の推進
（構 成）
第３条 推進会議は、前条の目的に賛同した団体等により構成する。
２ 推進会議の構成員は別表に掲げる団体等とする。
３ 具体的な検討を行う組織として、推進会議の中に「美しい県土づくり推進委員会」
（以下「委員会」という。）
を設置する。
（代表団体）
第４条 推進会議には、代表団体及び事務局を置くものとする。
２ 代表団体は推進会議を代表し、会務を総理する。
３ 代表団体は山梨県とする。
（事務局）
第５条 推進会議の事務局は、山梨県県土整備部景観づくり推進室に置く。
２ 事務局は、推進会議の運営のために必要な事務を処理する。
（推進会議の総会）
第６条 推進会議の総会（以下「総会」という。）は必要に応じて年１回程度開
催する。ただし、代表団体が必要と認めたときは、その他臨時に開催することができるものとする。
２ 総会は次の事項を審議するものとする。
（１）活動計画
（２）規約の改正
（３）その他重要な事項
３ 総会は代表団体が招集するものとする。
４ 総会の議事は代表団体が総務する。
５ 代表団体は、必要があると認めるときは、団体等以外の者の出席を求めることができるものとする。
６ 総会は、団体等の過半数の出席をもって成立し、出席した団体等の賛同をもって議事を決する。但し、賛同
の確認が困難な場合は、半数以上の挙手により総会の議事を決するものとする。
７ やむ得ない理由のため総会に出席できない団体等は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって賛
否の意思を示し、又は出席する他の団体等に表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の
適用については、出席したものとみなす。
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（委員会）
第７条 委員会は、推進会議の具体的な検討組織として代表団体が設置し、次の各号に掲げる活動を行うものと
する。
（１）推進会議の企画・運営に関すること
（２）美しい県土づくりのための施策全般に対する助言に関すること
（３）その他推進会議の目的を達成するために必要なこと
２ 委員会の委員は８名以内とし、景観に関して造詣の深い県内外の有識者等をもって充てるものとする。
３ 委員の任期は２年とし再任を妨げない。なお、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
４ 委員会に委員長を置く。
５ 委員長は委員の互選により選出し、委員会の会務を総理する。
６ 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
７ 委員会の議長は委員長をもって充てるものとする。
８ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができるものとする。
９ 委員長は特別の事項を調査・検討する必要があるときは、委員会のもとに専門部会を設置することができ
るものとする。
（情報公開）
第８条 推進会議の運営に支障が生じるおそれのない限り、希望する者に、会議の傍聴や写真撮影等を認めるも
のとする。
２ 総会、委員会及び専門部会における会議録を作成した場合は、原則公開するものとするが、発言者の法人名・
個人名は記載しないものとする。
（入会・退会手続き）
第９条 推進会議へ入会しようとする者がある場合は、その者の申し出により、委員会が定める基準に基づき事
務局がこれを承認し、その旨を直近の総会に報告するものとする。
２ 推進会議を退会する場合は、構成員が事務局に申し出ることをもって認め、総会に報告するものとする。
（その他）
第10条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、総会に諮ってこれを定めるものと
する。

附則 この規約は、平成２３年７月１１日から施行する。
この規約は、平成２４年１月３０日から施行する。
この規約は、平成２５年２月１日から施行する。
この規約は、平成２８年１１月１６日から施行する。

3

㻌
㸦ཧ⪃㸧
           ⨾ࡋ࠸┴ᅵ࡙ࡃࡾ᥎㐍ጤဨጤဨྡ⡙
㸦௵ᮇ௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸧

Ặ ྡ
 㡢㡰 

ᒣ 

ᙺ ⫋ ➼

ഛ ⪃

ᒣᏛ⏕⎔ቃᏛ㒊ᩍᤵ


Ⰽᙬィ⏬ᐙ
ຍ⸨ ᖾᯞ
᭷㝈♫ࢡ࣐ࣜ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ



㸦┴እ㸧

ᮧ ┾୍ ᒣᏛྡᩍᤵ

┿⏣ ⣧Ꮚ

すᮧ ᾈ

ᮾிᕤᴗᏛᏛ㝔
⎔ቃ࣭♫⌮ᕤᏛ㝔ᩍᤵ

ᰴᘧ♫࣮࣡ࢡࣦࢪࣙࣥࢬ
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ

୕᳃ ဴஓ ࣇࢵࢺࣃࢫࡢົᒁ㛗


4



㸦┴እ㸧

㸦┴እ㸧



美しい県土づくり推進会議構成団体
合計 213 団体
専門家
天野 光一
石井 信行
石井 秀幸
大塚 広夫
大山 勲
小野 良平
加藤 幸枝
神谷 博
北村 眞一
久保田 要
後藤 治
真田 純子
島津 勝弘
菅原 大輔
田中 勝
中井 検裕
中村 良夫
西村 浩
樋口 忠彦
堀 繁
前田 昭彦
三森 哲也
箕浦 一哉
宮川 史織
八木 幸二
山畑 信博
吉川 仁
吉田 愼悟
吉村 伸一

ＮＰＯ法人

コロボックル
敷島棚田等農耕文化保存協会
多摩源流こすげ
つなぐ
都留環境フォーラム
都市農村交流支援センター
日本上流文化圏研究所
白州町観光協会
ふえふき旬感ネット
富士川下り研究会
富士山地域創造
富士山麓観光まちづくり研究所
フジヤマフォーラム
文化資源活用協会
HOPE笛吹
緑あふれる街づくり
南アルプスファームフィールドトリップ
未来の荒川をつくる会
八ヶ岳南麓景観を考える会
山中湖姫まりも湖援隊
山梨家並保存会
山梨ガバメント協会
山梨まちづくり研究会

29 名

住民活動団体

44 団体

甘利山倶楽部
市川地区中央部まちづくり懇談会
市川マップの会
NA穂積
大月商店街協同組合
御山倶楽部
かのがわ古道の会
上高砂まちづくりプロジェクト
河口浅間まちづくりの会
公益財団法人キープ協会
甲府駅南口のまちづくり研究会
一般社団法人甲府青年会議所
山賊
塩の山赤松を守る会
自然いろシート普及委員会
精進湖活性化協議会
新世紀甲府城下町研究会
台ケ原ふるさとづくり協議会
西清里区朝日ヶ丘班景観委員会
笛吹川石和鵜飼保存会
富士五湖観光船協会山中湖支部
富士山歴史の道を守る会
有限会社ぶどうばたけ
冨根都クラブ
ふるさとを錦で飾り隊 ｉｎ 中野
ホトリプロジェクト
本町大好きおかみさん会

36 団体

NPO法人おおつきエコビレッジ
芦安ファンクラブ
田舎ぐらしの郷南アルプス
えがおつなげて
乙女高原ファンクラブ
甲斐けもの社中
環境を守る会
協働で素敵にまちづくり
南アルプス共和国
清里観光振興会
黒平自然の森学校
koshuかつぬま文化研究所
甲州元気村
甲府駅北口まちづくり委員会
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一般社団法人山梨県建設コンサルタンツ協会
一般社団法人山梨県建築士会
一般社団法人山梨県建築設計協会
山梨県広告美術業協同組合
山梨県高等学校ＰＴＡ連合会
一般社団法人山梨県産業廃棄物協会
一般社団法人山梨県歯科医師会
山梨県住宅供給公社
山梨県商工会連合会
山梨県職業能力開発協会
山梨県森林組合連合会
一般社団法人山梨県造園建設業協会
山梨県造園建設業協同組合
一般社団法人山梨県測量設計業協会
公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会
山梨県中小企業団体中央会
山梨県道路公社
山梨県都市計画協会
山梨県土地改良事業団体連合会
山梨県農業協同組合中央会
山梨県ＰＴＡ協議会
一般社団法人山梨県薬剤師会
一般社団法人山梨県猟友会
一般社団法人山梨県老人クラブ連合会
山梨広告協会
山梨市商工会
山梨デザイン協会

有限会社まちづくり小淵沢
南アルプス市アヤメを育てる会
門内活性化委員会
八ヶ岳歩こう会
八ヶ岳自然ガイド協会
八ヶ岳南麓風景街道の会
八ヶ岳ネットワーク
山中湖おもてなしの会
山中湖漁業協同組合
やまなかまちづくり実行委員会
一般社団法人 山梨県古民家再生協会
やまなしし朝の市の会
山梨市観光協会
山梨市ボランティア 観光ガイドの会
やまなしフットパスリンク
谷村地域協働のまちづくり推進会
竜王駅魅力発信協議会

公的団体・事業者

97 団体

市川三郷町商工会
上野原市商工会
大月市商工会
河口湖商工会
甲州市商工会
甲府商工会議所
小菅村商工会
昭和町商工会
公益社団法人全日本不動産協会
山梨県本部
丹波山村商工会
多摩川源流研究所
都留市商工会
道志村商工会
南部町商工会
西桂町商工会
韮崎市商工会
笛吹市商工会
富士川町商工会
富士吉田商工会議所
北杜市商工会
南アルプス市商工会
南都留中部商工会
野草のさと大月加工センター企業組合
公益社団法人やまなし観光推進機構
山梨経済同友会
山梨県医師会
公益財団法人山梨県環境整備事業団
山梨県技能士会連合会
山梨県経営者協会
公益財団法人山梨県下水道公社
公益社団法人山梨県建設技術センター
一般社団法人山梨県建設業協会

株式会社ＮＴＴドコモ山梨支店
エフエム富士
株式会社朝日コンサルタント
株式会社ＳＣＣ
株式会社エフエム甲府
株式会社カワイ
株式会社グラウンドコンサルタント
株式会社ケイコンサルタント
株式会社サンポー
株式会社SANRI
株式会社秀建コンサルタント
株式会社ハヤテ・コンサルタント
株式会社富士エンジニアリング
株式会社芙蓉設計事務所
株式会社ブレーンズ
株式会社山梨技術研究所
クヌギ建設コンサルタント株式会社
新都市設計株式会社
株式会社テレビ山梨
東海旅客鉄道株式会社
東京ガス山梨株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社 山梨総支社
東電タウンプランニング株式会社 山梨総支社
東洋コンサルタント株式会社
中日本高速道路株式会社 八王子支社
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日本放送協会甲府放送局
東日本電信電話株式会社 山梨支店
東日本旅客鉄道株式会社 八王子支社
富士急行株式会社
望月編織工業株式会社
一般財団法人山梨県交通安全協会
一般社団法人山梨県タクシー協会
一般社団法人山梨県トラック協会
一般社団法人山梨県バス協会
山梨交通株式会社
株式会社山梨日日新聞社
株式会社山梨放送
雄測量設計株式会社

教育機関

小菅村
丹波山村

合計 213 団体

4 団体

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林
富士癒しの森研究所
山梨県立甲府工業高校 建築科
山梨県立富士北稜高校 建築デザイン系列
国立大学法人山梨大学工学部

行政関係

32 団体

国土交通省 関東地方整備局
国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所
山梨県
山梨県教育委員会
山梨県警察本部
甲府市
富士吉田市
都留市
山梨市
大月市
韮崎市
南アルプス市
北杜市
甲斐市
笛吹市
上野原市
甲州市
中央市
市川三郷町
早川町
身延町
南部町
富士川町
昭和町
道志村
西桂町
忍野村
山中湖村
鳴沢村
富士河口湖町

7

美しい県⼟づくり⼤賞 受賞者⼀覧
部⾨

第
1
回
活動賞
H
2
4
年
度
おしゃれな
広告物賞

受賞者（市町村）

活動内容と講評

忍野村

景観計画において⽔辺景観形成の重点地区と位置づけた、忍野⼋海周辺と新名庄
川沿いにおいて、平成１８年度より国の街なみ環境整備事業、平成２３年度より県
の景観形成モデル事業を活⽤して、住⺠との協働による良好な⽔辺景観づくりを積極
的に推進して、他の模範となる顕著な成果をあげている。

NPO法⼈⼭梨家並保存会（甲州市）

甲州市下⼩⽥原の上条集落における、伝統的な建築様式の甲州⺠家を復活して情
報発信基地として利活⽤する取り組みは、歴史的景観の保全と地域全体の景観形成
に寄与するとともに、まちづくりの機運の⾼揚につながるなど、他の模範となる活動を積極
的に推進し顕著な成果をあげている。

やまなしフットパスリンク協議会

県内各地の団体等が設定した、２００を超える周遊のためのルート（フットパス）に
関連する活動を連携、フットパスコースの紹介、フットパスツアーの企画、フットパスを案内
する⼈材の育成等、地域の魅⼒を再確認し景観を楽しむ多様な取り組みを積極的に
推進し顕著な成果をあげている。

該当なし
ＮＰＯ法⼈
棚⽥⾵景の再⽣・保全と東京の⼦どもたちに⽥植え・稲刈り体験や稲刈り後の演奏会
敷島棚⽥等農耕⽂化保存協会（甲斐市） などの活⽤を⻑期に⾏なっている。

活動賞
第
2
回
H
2
5
年
度

第
3
回

おしゃれな
広告物賞

活動賞

H
2
6
年
度

おしゃれな
広告物賞

市川地区中央部まちづくり懇談会
（市川三郷町）

市川らしさのまちづくり整備のために、市川地区中央部の街並み資源を活⽤した「まちか
どスポット」等の整備や「住まいのデザインノート」「ホタルマップ」の作成、地域活性化イベ
ントへの協⼒などを⾏なっている。

笛吹川⽯和鵜飼保存会（笛吹市）

昭和57年から地域の歴史⽂化や暮らしぶりを伝える景観を継承するため笛吹川鵜飼
の企画運営を⾏なっている。

ほうとう不動 東恋路店（富⼠河⼝湖町）
（設計・施⾏者︓株式会社早野組）

店舗の外観イメージと合せて統⼀的なデザインが展開された看板であり、モダンなデザイ
ンであっても親しみやすさが感じられる。

勝沼醸造株式会社（甲州市）
（設計者︓綿貫宏介)

外観の雰囲気に合い時間と⼿間をかけてつくられるワインのように丁寧に設えられた看板
である。

パティスリー ラヴィ（⼭中湖村）ケーキ店
（設計者︓スタジオ・ベルナ）

洋菓⼦店らしい柔らかな雰囲気で全体のバランスがとてもよい、サインの周りに草⽊が豊
富で季節の変化も楽しみな演出がなされている。

ホトリニテ（⼭中湖村）宿泊施設
（設計者︓サインスタジオ オカ）

いさぎよく施設名とロゴのみに絞ったシンプルな表⽰、情報を絞ることで伝えたいことがスト
レートに伝わってくる好例である。

河⼝浅間まちづくりの会（富⼠河⼝湖町）

河⼝浅間神社など地域の歴史的⽂化資源や景観を発掘し、顕在化していくための取
組みを平成２１年頃から実施。地区の歴史や景観への理解を深める勉強会、景観
マップの作成、神社周辺施設の修景、公共事業の整備内容に対する提案、地域イベ
ントによる交流促進・賑わい景観の創出を⾏っている。

原茂ワイン株式会社（甲州市）

ワイナリーと観光農園を⼀体的に利⽤することで葡萄産地らしい果樹景観を創出。
⾃社施設にとどまらず、ワイン樽を利⽤したサイン、葡萄棚⽀柱のへの⾊彩配慮、葡萄
繊維を利⽤した塗り壁など⼯夫を凝らした試みにより、地域の景観形成にも影響を与え
るなど、周辺ワイナリーの模範的存在となっている。

上⾼砂区⾃治会及び上⾼砂まちづくりプロ
ジェクト（南アルプス市）

｢釜無川の上⾼砂堤防並⽊｣の歴史を伝えるため、景観重要樹⽊指定に尽⼒するとと
もに、保全に向けて維持管理を⾏うための取組を⾏っている。
また、その他、かいみミント街道の環境美化活動や景観を楽しむフットパス事業など、
様々な観点に⽬を向けて景観啓発活動を積極的に実施。

ＩＬ POGGIO（市川三郷町）飲⾷店

⾃然素材を⽤いたり、植栽を施すなどにより、⾃然景観と調和したファサードを演出して
いる。

丸藤葡萄酒⼯業株式会社（甲州市）

⽩い壁⾯サインに花や草⽊の⾃然⾊で華やかさを演出、建物とも⼀体感があり、⾵情
ある外観を演出している。

⼭梨銘醸株式会社（北杜市）

昔からの看板が、歴史ある建築物、蔵元ならではの杉⽟、植栽と⼀体となって、歴史あ
る街道景観を形成している。
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美しい県⼟づくり⼤賞 受賞者⼀覧
部⾨

第
4
回
H
2
7
年
度

第
5
回
H
2
8
年
度

受賞者（市町村）

活動内容と講評

ＴＤＫ株式会社甲府⼯場
（南アルプス市）

バラの花を活かして「花のある⼯場」、「美しい地域景観」づくりの取組みを推進してい
る。周辺地域へバラを普及させるため、資料展⽰と育成⽅法の指導を実施したり、周
辺道路の清掃活動や駐⾞場を⼀般開放したイベントの開催等の地域貢献活動を⾏っ
ていることが評価された。

機⼭洋酒⼯業株式会社（甲州市）

地域に根ざしたワイン造りという考え⽅のもと研究会活動やワインツーリズム活動を実施
している。研究会で地域の独⾃マップやフットパスのマップを作成したり、フットパス、講演
会、ワインツーリズムを通じて地域の賑わいを創出していることが評価された。

忍野村（忍野村）
（設計者︓株式会社サンニチ印刷）

統⼀的な素材・デザイン・⾊彩により、視認性が⾼く⾒やすい表⽰。周辺景観にも馴染
んだ配⾊としている。

ワイン⺠宿 鈴⽊園（甲州市）

古⺠家を利⽤した施設とその周辺のサインは落ち着きがありつつ、⼤変シンプルでわかり
やすい表⽰としている。

ロリアンワイン⽩百合醸造（甲州市）
（設計者︓吉岡寛之建築設計事務所）

サイン計画全体のバランスや制御の程度が⼤変洗練されており、是⾮訪れてみたいとい
う気持ちにさせる外観である。

⻄清⾥区朝⽇ヶ丘班景観委員会（北杜
市）

住⺠参加型により景観委員会を設⽴運営し、地域の景観に関する規約類を新規移
住者建設施主へ啓発協⼒依頼を⾏っている。また、沿道に草花を植えたプランターの
設置、酪農に基づく景観をイメージとする「牧柵」の設置と管理、沿道の樹⽊の枝整備
など安全管理を⾏っている。

ＮＡ穂積（富⼠川町）

妙法寺をあじさい寺として盛り上げる活動から始まり、「やまなし⼟⽊施設環境ボランティ
ア」として県道の除草や美化活動を⾏うほか、柚⼦の⽣産・加⼯販売を⼿掛ける「⽇出
づる⾥活性化組合」など、様々な取り組みに関わり、あじさいの⾥、ゆずの⾥という穂積
の魅⼒ある農村景観を形成する上で⼤きな貢献を果たしている。

antique （甲州市）美容室
（設計者︓スタジオ・ベルナ）

素材を活かし、外構計画と⼀体となった屋外広告物の「魅せ⽅」に優れた事例である。

蔵の宿 松屋（富⼠河⼝湖町）
（設計者︓スタジオ・ベルナ）

広告物⾃体が主張しているのではなく、建物の外観や植栽、さらには、周囲の⾵景など
環境全体が調和し、⼀体感をつくり出している。

甲州 完熟屋（甲州市）飲⾷店

⾃然素材を活かした屋外広告物は、統⼀的なイメージを持ち、施設全体に展開されて
いる。

活動賞

おしゃれな
広告物賞

活動賞

おしゃれな
広告物賞

第
６
回

やまなかまちづくり実⾏委員会
景観活動賞
（⼭中湖村）

平成19年に組織を発⾜し、⾏政と連携して整備した⼝留め番所跡や⼭中地区の⼭
中湖へ降りていく道幅の狭い「たてみち」の有効性について調査し、整備のアイデアを⾏
政と協議し最終的に道路整備した。さらに、多数のフットパスコース、マップづくり、まちあ
るきイベントの開催などを通して⼭中湖周辺の魅⼒の再発⾒につなげた。

H
２
９
年
度

ＭＧＶｓ ワイナリー（甲州市）
（設計者︓株式会社エムテド）
（設計者︓株式会社アクシス）
広告景観賞 （施⼯者︓植野興業株式会社）

既存設備（半導体部品製造⼯場）である窒素のタンクを広告物で活⽤するなど、随
所に⼯夫された質の良いデザインが⾒られる。

三浦料理店（富⼠河⼝湖町）飲⾷店
（設計者︓株式会社滝⼝建築）

第
7
回
H
3
0
年
度

外装のコンクリート壁⾯にスチール切⽂字という素材の組み合わせ、夜に点灯する照明
もおもむきがあり、外観全体の上品なまとまりが好印象を与えている。

平成11年1⽉に設⽴された。遊休農地の解消に向けて、野草・薬草等の⽣産・加⼯・
野草のさと⼤⽉ 加⼯センター企業組合（⼤ 販売・研究を⾏い、農業を基礎に⼯業・商業・観光業によって地域の活性化を図りな
⽉市）
がら、7haの遊休農地を⽣産栽培可能農地に変えた。秋ウコンや薬⽤桃、各種ハーブ
の農園は四季を通じて癒し・憩いを与え、毎年約4000⼈が来園している。
景観活動賞
⼭中湖畔まちづくり委員会
（⼭中湖村）

屋外広告物に関する独⾃のルールを策定し、世界⽂化景観形成⽀援事業の地区指
定を受け、店舗及び屋外広告物の修景を実施した。平成26年に策定した「⼭中地区
屋外広告物規則」は、⼭梨県屋外広告物条例よりもさらに充実したルールとなってい
る。⼭中湖村におけるモデル地区として、更なる景観の質の向上に寄与した。
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美しい県⼟づくり⼤賞 受賞者⼀覧
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1
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受賞者（市町村）

活動内容と講評

NODO（甲府市） 飲⾷店
（設計者︓株式会社DEPOT）
（施⼯者︓株式会社DEPOT）
（施⼯者︓⻄織物店）

控えめながら存在感のあるのれんや看板により、⼤きな庭と⽴派な⾨を持つ古⺠家の雰
囲気を壊さず、上品に演出することに成功している。

⼭中湖 笑⽉（⼭中湖村） 飲⾷店
（設計者︓⾼村広芸社）
（施⼯者︓⾼村広芸社）

美しい書の作品ような仕上げとした広告物が、和⾵建築の店舗や⼿⼊れの⾏き届いた
庭園と調和し、来訪者に容易に「和⾷・⽇本料理」を連想させることに成功している。

広告景観賞

景観活動賞 （株）ブレーンズ

広告景観賞

県内各地の地域住⺠によるまちづくり活動を盛り上げる⽀援を約20年にわたって継続
的に⾏ってきた。住⺠参加という意識が希薄な時代から、業務の範囲にとどまらず、地
域住⺠を巻き込んだ景観まちづくり活動に発展させ、さらに発⾜された住⺠団体に対し
て継続的に⽀援し、地域の景観づくりに成果を挙げてきたことが評価された。

凜花（⼭中湖村）
（設計者︓サインスタジオ・オカ）
（施⼯者︓サインスタジオ・オカ）

⼩規模な店舗でありながら「必要な⼈に的確に情報を提供する」ために、さまざまな⼯
夫が凝らされている。例えば壁⾯の⼀部には、空のワインボトルをディスプレイできる棚を
設置し、直観的にワインショップであることを認識できる。

⽩州・尾⽩の森名⽔公園 べるが（北杜
市）
（設計者︓株式会社DEPOT）
（施⼯者︓有限会社ハギハラ⼯房）
（施⼯者︓中澤建築⼯房）

施設や周辺環境の特性を活かした独⾃のサイン計画に基づき、統⼀的に広告物を設
置し、質の⾼いデザインと機能的なわかりやすさとがバランスよく融合している点が評価で
きる。

※平成29年度から賞の名称を「活動賞」→「景観活動賞」、「おしゃれな広告物賞」→「広告景観賞」に改めました。
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令和 2 年度第 10 回 美しい県⼟づくり推進⼤会

新型コロナウイルス感染症予防のためのお願い
・会場を含む建物内では必ずマスクを着⽤してください。なお、マスクは各⾃持参してください（会場では
配布をいたしません。）
・建物⼊⼝や会場⼊⼝備付けのアルコール消毒液にて⼿指を消毒してください。
・受付に並ぶ際には、他の来場者から最低１ｍの距離を確保してください。
・こまめな⼿洗いにご協⼒ください。
・⿐⽔や唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に密閉して捨ててください。
・次のいずれかに該当する場合は、ご来場をお控えください。
① 発熱、あるいは咳・咽頭痛等の症状がある場合
② 過去 14 ⽇以内に感染が継続拡⼤している国・地域への訪問歴がある場合
③ 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることが判明した場合
④ 過去 14 ⽇以内に⼊国制限等のある国・地域からの渡航者・在住者との
濃厚接触がある場合
・体調がすぐれないときは、直ちに受付または会場スタッフにお申し出ください。
・会場内での飲⾷は原則禁⽌といたしますが、適宜⽔分はとっていただいてかまいません。
・接触確認アプリ「COCOA」のインストールをお願いいたします。

皆様のご理解・ご協⼒をお願いいたします。

美しい県⼟づくり推進⼤会事務局
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会 場
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甲州市

会 場

農村⾵景写真コンクール
（耕地課）

インフラ
魅⼒
発信

美しい県⼟づくり
⼤賞の概要紹介

出⼊⼝

建築⽂化賞
（建築住宅課）

世界⽂化遺産
景観整備⽀援事業
(景観づくり推進室)

⼋ヶ岳南麓⾵景街道

甲府市

富⼠癒しの森研究所

⾃然いろシート・ネット
普及研究会

やまなかまちづくり
実⾏委員会

「美しいやまなし」まちづくりの会
地域景観リーダー研究会
（景観づくり推進室）

(有)まちづくり⼩淵沢
⼭梨県建築⼠会⻘年部

⼭梨家並保存会

過去の受賞者展⽰
（活動賞・広告賞）

新世紀甲府城下町
研究会
野草のさと⼤⽉
加⼯センター企業組合
無電柱化
の⽇
(道路整備課)

－ ポスターセッション 配置図 －

受 付
出⼊⼝

