
第７回一関市景観まちづくり表彰募集要領

１ 募集目的 

  一関市景観まちづくり条例第 23 条の規定に基づき、地域の魅力ある景観を守り育て、次世代

へ継承するため、優れた景観形成に貢献している建造物等及び市民等の景観まちづくりに寄与す

る活動等に「一関市景観まちづくり賞」を贈ってこれを表彰し、それに携わる人々の努力をたた

えることで、市民、事業者の景観まちづくりに対する意識の高揚と景観の質の向上を図るととも

に、景観まちづくり活動を促進することを目的に実施するものです。 

２ 募集対象 

 ◆景観部門 

周辺景観と調和し、優れた景観の形成に寄与している建築物、工作物、外構、緑化、屋外広告

物その他の物件又はこれらの複合体 

※建築物等の完成年度、工法は問いません。 

※過去に表彰を受けたものは除きます。 

■応募の例 

 ・様々な工夫を凝らされ、地域にふさわしい景観の形成に寄与している建築物等 

 ・個々が連帯し、統一感のある街並みを形成することで地域の価値を高めることに貢献している

建築物等 

 ・協定などにより、街並みに配慮した優れた景観を創出している一連の住戸開発等 

 ・外構を含め既存の街並みや周辺の景観に配慮した建築物等 

 ・改修や再生により、地域の景観的拠り所となっている歴史的建築物等 

 ・地域の優れた景観に寄与し、良好な状態で保存され、歴史や文化の雰囲気が醸し出されている

建築物等 

 ・街並みに安らぎや潤いを与えている庭、花壇、広場等 

 ・植栽や生垣などの緑化等と様々な工夫が凝らされた外構が調和し、緑豊かな潤いのある空間を

創出している庭、花壇、広場等 

◆まちづくり活動部門 

地域の特性を生かした良好な景観の創出や保全などを行い、景観形成に貢献していると認めら

れる活動や行為を主体的に行っている個人又は団体 

※概ね３年以上継続して取り組んでいる活動であること。 

※過去に表彰を受けたものは除きます。 

■応募の例 

 ・参加者や活動範囲などに広がりのある景観まちづくり活動 

 ・良好な景観が形成されている地域の保全活動 

 ・良好な景観形成に向けた地域の景観まちづくり活動 

 ・景観やまちづくりに関する教育や普及啓発活動 

 ・景観まちづくりに関連する文化の創造や歴史研究的な活動 

 ・公共の場所の清掃や街路樹や花壇整備などの維持保全活動 

 ・歴史的建造物の保存・再生や活用した活動 

 ・地域の自然景観の維持保全や景観を生かした活動 

３ 応募資格 

自薦・他薦を問わず、どなたでも応募可 

４ 応募・推薦の方法 

応募・推薦用紙に必要事項を記入の上、写真（景観部門は、全景及び応募するものと周辺との

関係が分かるもの。まちづくり活動部門は、活動の様子や成果が分かるもの。）を添えて受付窓口



まで直接持参若しくは郵送（当日消印有効）により応募してください。 

５ 受付期間 

平成 30 年４月２日（月）～平成 30 年５月 31 日（木） 

６ 審査・選考 

  応募、推薦された物件等についての審査・選考は一関市景観審議会委員が行います。 

※被推薦者が辞退したもの、場所や表彰相手が特定できないもの、関係法令に違反しているも

のは審査・選考の対象になりません。 

７ 選考基準 

  (１) 周囲の街並みや自然環境との調和を図り、地域の優れた景観づくりに寄与しているもの 

(２) 創意工夫、努力により優れた景観を創出しているもの 

(３) 歴史や文化が感じられ、地域に親しまれているもの 

(４) 景観づくりに対して先導的な役割を果たしているもの 

(５) その他景観まちづくりに特に寄与しているもの 

８ 表彰 

  ・景観部門は事業者又は所有者へ表彰状及び記念品、設計者、施工者へ表彰状を授与します。 

  ・まちづくり活動部門は、活動している個人又は団体へ表彰状を授与します。 

  受賞物件及び活動の発表 

受賞物件等は平成 30 年度内に発表、表彰する予定です。 

９ その他 

  ・応募いただいた書類及び写真等は返却いたしませんので、ご了承下さい。 

・提出いただいた写真等は、市の景観まちづくりの普及啓発に活用させていただくことがあり

ますので、あらかじめご了承下さい。 

  ・推薦者等の個人情報は一関市景観まちづくり表彰の目的にのみ利用いたします。 

10 応募・問合せ先 

  〒021-8501 一関市竹山町７番２号 

   一関市 建設部 都市整備課 景観まちづくり表彰担当 

     ℡：0191-21-8543 

   fax：0191-21-8800 E-mail:toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp 



第１回一関市景観まちづくり賞 

（募集期間 平成 22 年 12 月 20 日～平成 23 年 2 月 10 日） 

◆景観部門受賞物件（敬称略）

名  称 所在地 用 途 事業主 設計者 施工者 完成年

㈱亀の子せんべい本舗

大浪上の橋店

大手町

2-12 

菓 子 販

売 店 舗
(株)亀の子せんべい本舗大浪

平野組建築設計監

理事務所
(株)平野組 平成 15 年

◆まちづくり活動部門受賞活動（敬称略）

名  称 活動主体 活動場所 活動歴

レオクラブ活動 一関二高レオクラブ ＪＲ一ノ関駅 ４年

春一番の景観まちづくり猿沢スイセンロード 佐藤友信 大東町猿沢 23 年

桜の保全などの環境保全活動 有限会社尾形建設 千厩町 ５年

吸川遊歩道周辺のまちづくり活動 吸川遊歩道ふれあい広場管理運営協議会 吸川遊歩道周辺 ３年

錦町水天宮通りの景観まちづくり 錦町青年会 錦町水天宮通り 80 年

本寺地区の地域づくり活動 本寺地区地域づくり推進協議会 厳美町本寺地区 ６年

せんまやひなまつり 千厩ひなまつり実行委員会 千厩町 ４年

第２回一関市景観まちづくり賞 

（募集期間 平成 23 年 12 月 19 日～平成 24 年 3 月 23 日） 

◆景観部門受賞物件

応募なし

◆まちづくり活動部門受賞活動

応募なし

第３回一関市景観まちづくり賞 

（募集期間 平成 25 年１月 25 日～平成 25 年 3 月 25 日） 

◆景観部門受賞物件

応募なし

◆まちづくり活動部門受賞活動（敬称略）

名  称 活動主体 活動場所 活動歴

地域貢献活動 株式会社金澤電気工業所 儛草神社外 18 年

上油田笠松の保存活動 上油田３区笠松会 花泉町油島 40 年

一杯清水の環境保全活動 一杯清水を守る会 千厩町小梨 ４年

第４回一関市景観まちづくり賞 

（募集期間 平成 26 年 8 月 18 日～平成 27 年 2 月 18 日） 

◆景観部門受賞物件

応募なし

◆まちづくり活動部門受賞活動

応募なし



第５回一関市景観まちづくり賞 

（募集期間 平成 28 年１月 11 日～平成 28 年３月 18 日） 

◆景観部門受賞物件（敬称略）

名  称 所在地 用 途 事業主 設計者 施工者 完成年

えんどう歯科クリニック
千厩町千厩字

町浦１５－３
診療所

えんどう歯科クリニ

ック 院長 遠藤塁
平岡建築デザイン 今野ハウジング 平成 27 年

◆まちづくり活動部門受賞活動（敬称略）

名  称 活動主体 活動場所 活動歴

磐井清水若水送り環境保全活動 磐井清水若水送り実行委員会 東山町松川字卯入道平７５－４ ２４年

岩手県指定有形文化財「村上家住宅」を

軸にしたかやぶき民家の保存活動
かやぶき民家を残す会 千厩町小梨字落合２４４－１ ２２年

第６回一関市景観まちづくり賞 

（募集期間 平成 29 年２月 10 日～平成 29 年３月 31 日） 

◆景観部門受賞物件（敬称略）

名  称 所在地 用途 事業主 設計者 施工者 完成年 

村上邸 
大東町大原字 

中島 26-2 
住宅 村上聖之 (株)三衡設計舎 (株)友誠 平成 22 年

ショッピングセンター 

サンフラワー 
大町 2-54 

店舗、 

飲食店 
(株)互興商事

一級建築士事務所

村上設計研究所 

Ⅰ期工事：菱和建設(株) 

Ⅱ期工事：(株)アルファ建設
平成 24 年

◆まちづくり活動部門受賞活動（敬称略）

名  称 活動主体 活動場所 活動歴 

長者マップと広場 長者自治会 大東町摺沢字南長者 157 ９年 

飛ヶ森キャンプ場管理活用活動 飛ヶ森キャンプ場をきれいにする会 千厩町奥玉字飛ヶ森 11-10 40 年 


