
補足資料２

景観整備機構指定状況一覧（国交省H29.3.31時点）

指定件数 指定年月

1 平成27年3月

1 平成27年8月

平成21年12月

平成22年6月

平成22年3月

平成23年1月

平成22年3月

平成22年3月

1 平成22年4月

平成17年6月

平成17年9月

平成17年7月

平成24年8月

平成24年8月

平成20年11月

平成23年1月

平成24年12月

平成22年6月

平成22年8月

1 平成21年6月

1 平成25年10月

1 平成27年5月

平成20年3月

平成21年11月

平成26年5月

平成25年7月

平成25年7月

平成28年2月

1 平成20年10月

1 平成23年5月

1 平成25年2月

1 平成23年4月

1 平成17年10月

1 平成20年5月

1 平成20年8月

1 平成20年3月

1 平成22年4月

1 平成21年11月

1 平成21年11月

1 平成26年７月

1 平成20年10月

1 平成22年5月

平成18年2月

平成18年9月

平成19年3月

1 平成21年8月

1 平成27年9月

1 平成18年10月

平成22年2月

平成24年2月

1 平成23年4月

1 平成28年4月

1 平成21年3月

平成25年10月

平成26年10月

平成27年8月

平成28年2月

1 平成21年4月

1 平成21年10月

三重県 （一社）三重県建築士会

三重県四日市市 （一社）三重県建築士会

静岡県下田市 （NPO）くらしまち継承機構

愛知県名古屋市 （公財）名古屋まちづくり公社

愛知県岡崎市 4

（NPO）岡崎まち育てセンター・りた

（NPO）21世紀を創る会・みかわ

（公社）愛知建築士会

（公社）愛知建築士事務所協会

静岡県富士市 2
（公社）静岡県建築士会

（一社）富士建築士会

静岡県袋井市 （公社）静岡県建築士会

静岡県浜松市 （公社）静岡県建築士会

静岡市沼津市 （公社）静岡県建築士会

静岡県三島市 （公社）静岡県建築士会

岐阜県岐阜市 （一財）岐阜市にぎわいまち公社

静岡県 3

（公社）静岡県建築士会

（一社）日本造園建設業協会

（公社）静岡県造園緑化協会

長野県安曇野市 （一社）長野県建築士会

長野県高山村 （一社）長野県建築士会

長野県佐久市 （一社）長野県建築士会

長野県千曲市 （一社）長野県建築士会

長野県松本市 （一社）長野県建築士会

長野県飯田市 （一社）長野県建築士会

長野県諏訪市 （一社）長野県建築士会

神奈川県鎌倉市 （一社）ひと・まち・鎌倉ネットワーク

長野県 （一社）長野県建築士会

長野県長野市 （一社）長野県建築士会

東京都 （NPO）渋谷・青山景観整備機構

東京都練馬区 （公財）練馬区都市整備公社（練馬まちづくりセン

神奈川県川崎市 （一社）神奈川県建築士会

千葉県 3

（一社）千葉県建築士会

（一社）千葉県造園緑化工事業協会

（公社）千葉県建築士事務所協会

千葉県柏市 3

（一社）柏の葉アーバンデザインセンター

（一財）柏市みどりの基金

（一社）千葉県建築士会

埼玉県川口市 （一社）埼玉県建築士事務所協会

埼玉県春日部市 （一社）埼玉県建築士事務所協会

埼玉県越谷市 （NPO）越谷市住まい・まちづくりセンター

埼玉県 3

（一社）埼玉県建築士事務所協会

（NPO）都市づくりNPOさいたま

（NPO）越谷市住まい・まちづくりセンター

埼玉県熊谷市 2
（一社）埼玉県建築士事務所協会

（NPO）住まいとまち創り集団木犀（モクセイ）

茨城県 3

（NPO）茨城の暮らしと景観を考える会

（一社）茨城県建築士事務所協会

（一社）茨城県建築士会

栃木県宇都宮市 2
（一社）栃木県建築士会

（NPO）大谷石研究会

岩手県遠野市 （NPO）緑の相談室

岩手県 2
（NPO）緑の相談室

（NPO）いわて景観まちづくりセンター

岩手県盛岡市 2
（NPO）緑の相談室

（NPO）いわて景観まちづくりセンター

景観行政団体 団体名

北海道 （一社）北海道建築士会

北海道函館市 （NPO）はこだて街なかプロジェクト

岩手県北上市 2
（NPO）緑の相談室

（NPO）いわてNPO-NET サポート



平成21年9月

平成21年5月

1 平成22年2月

1 平成23年10月

1 平成26年11月

平成17年5月

平成26年8月

平成18年8月

平成19年12月

平成19年12月

平成21年11月

平成21年8月

平成20年7月

平成20年7月

平成20年8月

平成20年8月

平成21年7月

1 平成21年8月

1 平成19年5月

1 平成19年7月

平成20年7月

平成20年7月

1 平成18年8月

1 平成18年10月

平成22年10月

平成23年2月

1 平成24年1月

1 平成27年3月

1 平成27年7月

1 平成25年1月

平成20年7月

平成20年9月

1 平成22年4月

1 平成22年10月

平成20年10月

平成20年11月

1 平成20年12月

1 平成21年7月

1 平成24年9月

1 平成21年12月

平成19年7月

平成19年8月

平成19年7月

平成19年9月

平成21年3月

平成21年3月

1 平成26年3月

平成20年9月

平成20年11月

平成22年10月

1 平成24年8月

【参考】国交省HP

景観法の施行状況(平成29年3月31日時点)　　http://www.mlit.go.jp/common/001139943.pdf

沖縄県浦添市 （公社）沖縄県建築士会

鹿児島県霧島市 （公社）鹿児島県建築士会

沖縄県 3

（公社）沖縄県建築士会

（一社）沖縄県造園建設業協会

（NPO）沖縄の風景を愛さする会

鹿児島県鹿児島市 2
（公社）鹿児島県建築士会

（一社）鹿児島県造園建設業協会

鹿児島県薩摩川内市 2
（公社）鹿児島県建築士会

（一社）鹿児島県造園建設業協会

宮崎県日之影町 （一社）宮崎県建築士会

鹿児島県 2
（公社）鹿児島県建築士会

（一社）鹿児島県造園建設業協会

宮崎県宮崎市 （一社）宮崎県建築士会

宮崎県日向市 （一社）宮崎県建築士会

宮崎県高鍋町 （一社）宮崎県建築士会

大分県 （公社）大分県建築士会

大分県中津市 （NPO）中津まちなみ会

宮崎県 2
（一社）宮崎県建築士会

（一財）宮崎県公園協会

長崎県長崎市 （一社）長崎県建築士会

熊本県 2
（一社）熊本県造園建設業協会

（公社）熊本県建築士会

福岡県久留米市 （公社）福岡県建築士会

佐賀県佐賀市 （一社）佐賀県建築士会

長崎県 （一社）長崎県建築士会

岡山県 （一社）岡山県建築士会

岡山県倉敷市 （一社）岡山県建築士会

福岡県 2
（公社）福岡県建築士会

（NPO）北九州ビオトープ・ネットワーク研究会

鳥取県 （NPO）市民文化財ネットワーク鳥取

鳥取県鳥取市 （NPO）市民文化財ネットワーク鳥取

島根県松江市 2
（NPO）まつえ・まちづくり塾

（一社）島根県建築士会

奈良県 3

（NPO）大和社中

（NPO）住民の力

（NPO）泊瀬門前町再興フォーラム

奈良県明日香村 （NPO）ＡＳＵＫＡ自然塾

大阪府吹田市 2
（公社）大阪府建築士会

（一社）大阪府建築士事務所協会

大阪府箕面市 2
（公社）大阪府建築士会

（一社）大阪府建築士事務所協会

京都府京都市 2
（公財）京都市景観・まちづくりセンター

（NPO）京都景観フォーラム

大阪府大阪市 3

（一社）大阪府建築士事務所協会

（公社）大阪府建築士会

（一財）大阪スポーツみどり財団

三重県松阪市 （一社）三重県建築士会

福井県越前市 （一社）福井県建築士会

滋賀県大津市 （公社）日本建築家協会

三重県伊勢市 2
（一社）三重県建築士会

（公財）伊勢文化会議所


