
回
数

西暦 元号 部門の名称 名　称
所在地

（市町村名）

1 1987 S62 景観賞 シーアイハイツ和光 和光市

村立西小学校大内沢分校 東秩父村

高坂駅 東松山市

守屋組社屋 秩父市

銀座、ふじの市ショッピングモール 川口市

星川通り 熊谷市

2 1988 S63 景観賞 要害通り 蕨市

鳩山ニュータウン 鳩山町

緑道公園 松伏町

久喜総合文化会館 久喜市

東野高等学校 入間市

大附休憩所 ときがわ町

3 1989 H元 景観賞 千間台 四季の路 越谷市

陶舗 やまわ 川越市

山村女子短期大学 鳩山町

所沢 松が丘住宅地 所沢市

大宮市盆栽四季の家 さいたま市

久喜地区消防組合消防本部庁舎 久喜市

4 1990 H 2 景観賞 ＪＲ東日本 明覚駅 ときがわ町

日立製作所基礎研究所 鳩山町

極東証券 千間台独身寮 越谷市

川口総合文化センター（愛称 リリア） 川口市

平成ひろば さいたま市

川越市立博物館 川越市

5 1991 H 3 景観賞 芝浦工業大学斎藤記念館 さいたま市

エステ・シティ所沢 所沢市

掬水亭 所沢市

笛木醤油 川島町

狭山市立博物館 狭山市

メモリアルトネ 加須市

特別賞 川口グリーンゴルフ 川口市

徳丸 邸 蕨市

アーバンヒルズ 川口市

富士見市立富士見台中学校 富士見市

嵐山町立鎌形小学校 嵐山町

岩槻市立中央公民館 さいたま市

6 1992 H 4 景観賞 ＪＡ川越市本店事務所 川越市

城西大学清光会館 坂戸市

【彩の国景観賞】受賞作品一覧表
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３６５クリニック 加須市

アルーサ北与野地区 さいたま市

高坂丘陵地区センター 東松山市

松伏町中央公民館 （田園ホールエローラ） 松伏町

7 1993 H 5 景観賞 河村屋総本店 さいたま市

カトリック川越教会 川越市

（株）佐々木テーラー幸町店 川口市

せせらぎの小径（こみち） 志木市

飯能市立吾野小学校 飯能市

忍城通り 行田市

8 1994 H 6 景観賞 目白大学 さいたま市

日本基督教団本庄教会 本庄市

ヴィレッジ サン・フェリーチェ 草加市

川里村ふるさと館 鴻巣市

一番街電線地中化事業 川越市

会の川親水公園 加須市

特別賞 越谷市日本文化伝承の館「こしがや能楽堂」 越谷市

提案競技方式による街づくり 久喜市

鴨川みずべの里 さいたま市

わくわくどーむ 朝霞市

坂戸市西清掃センター 坂戸市

岡内科クリニック 本庄市

9 1995 H 7 景観賞 東京電機大学理工学部本館 鳩山町

「金笛」笛木醤油 川越市

内藤邸（西川杉の家） 本庄市

児玉町文化会館・中央公民館・図書館 本庄市

庄和町役場庁舎 春日部市

浦和くらしの博物館民家園 さいたま市

奨励賞 カタクリとオオムラサキの林休憩所兼展示場 小川町

東上セレモニーホール志木 志木市

シックプラザ 熊谷市

栗橋町総合文化会館「イリス」 久喜市

佐谷田川（ムサシトミヨ増殖池） 熊谷市

富士見町地下道 春日部市

10 1996 H 8 景観賞 ヤマキ醸造株式会社本社工場 神川町

松韻坂地区住宅地 鳩山町

ワタキューセイモア株式会社東京支店 越谷市

こまどり荘 秩父市

和光市中央公民館 和光市

あいあい橋 日高市
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奨励賞 服部民族資料館 川越市

金山町の家 所沢市

川口緑化センター 川口市

名栗村カヌー工房 飯能市

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 さいたま市

西武学園文理中学校・高等学校キャンパス 狭山市

11 1997 H 9 景観賞 扇町屋１丁目の街並み 入間市

ルストホフ志木 志木市

須之部邸「ツェルコヴァ」 さいたま市

あけぼの子どもの森公園 飯能市

朝霞市博物館 朝霞市

葛西用水 草加市

奨励賞 きまま工房「木楽里」 飯能市

日本キリスト教会神学校・教会事務所 川越市

東武鉄道東武竹沢駅駅舎 小川町

メモリアル彩雲 熊谷市

「四季楽」～メイドイン宮代トイレ～ 宮代町

上尾仲町愛宕地区共同建て替え事業によるコミュニティー
道路・緑地

上尾市

12 1998 H10 景観賞 大野屋 川越市

立教大学新学部関連施設 新座市

県央みずほ斎場 鴻巣市

熊谷文化創造館さくらめいと 熊谷市

大宮市氷川の杜文化館 さいたま市

見沼通船堀の復元 さいたま市

奨励賞 小宮山印刷（株 ） 川里工場 鴻巣市

ＬＡＭＺＡ（ラムザ） さいたま市

太陽生命大宮ビル さいたま市

吉田町元気村 秩父市

さわらびの湯 飯能市

天王川コミュニティ緑道 さいたま市

13 1999 H11 景観賞 西武ドーム 所沢市

ケアハウス           リバティーガーデン 越谷市

東原親水公園 ふじみ野市

市役所通線立体交差 熊谷市

吉川市民交流センター「おあしす」 吉川市

桶川市民ホール「響の森」 桶川市

奨励賞 行田市中心商店街景観事業 行田市

ガーデンアベニュー志木幸町 志木市

松本醤油商店 店蔵 川越市
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日高市総合福祉センター「高麗の郷」 日高市

所沢市立中富小学校特別教室棟 所沢市

せせらぎホール都幾川 ときがわ町

14 2000 H12 景観賞 さいたま新都心駅 さいたま市

サンクス川越時の鐘店 川越市

コモンシティ伊奈学園都市 伊奈町

桶川市べに花ふるさと館 桶川市

童謡のふる里「アスタホール」 加須市

リリアパーク駐輪場 川口市

奨励賞 市宿通りまちづくり規範 さいたま市

松本教室 秩父市

狭山ニュータウン柏原住宅地 狭山市

一番街創作門松 川越市

郷路館 秩父市

浦和伝統文化館「恭慶館」 さいたま市

15 2001 H13 景観賞 松原団地西口公園 草加市

さいたま新都心東西連絡路大宮（ほこすぎ橋） さいたま市

小川町立図書館 小川町

飯能信用金庫本店 飯能市

サミー（株）川越工場 川越市

満る岡 行田市

奨励賞 はだかの家 川越市

ふるさとの森公園 本庄市

羽生市三田ヶ谷農林公園（愛称「キャッセ羽生」） 羽生市

大正浪漫通り 川越市

田園文化都市吉川きよみ野 吉川市

簡易保険総合健康増進センター「ラフレさいたま」 さいたま市

16 2002 H14 景観賞 坂戸ニューシティにっさい 坂戸市

鴻巣市文化センター（クレアこうのす） 鴻巣市

シーズウィッシュ志木のランドスケープ 志木市

学校法人若山学園　森の詩幼稚園 北本市

安行花と緑を愛する会 安行まちづくり協議会 川口市

与野の家 さいたま市

庄和町総合公園 春日部市

みさと団地屋外リニューアル事業（再整備） 三郷市

奨励賞 都市公団賃貸住宅「アーベイン大宮」６・７号棟 さいたま市

思い出の里市営霊園屋内墓地 さいたま市

アケボノクリスタルウイング 羽生市

まつぶし幼稚園・こどもの森保育園 松伏町

17 2003 H15 景観賞 Ｆ　Ｇallery 川越市

みどりの特
別賞
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ビッグヒルズ飯能美杉台 飯能市

パストーン浅間台 上尾市

羊山公園芝桜 秩父市

所沢市東部クリーンセンター 所沢市

志木小学校スカイガーデン 志木市

奨励賞 秩父市歴史文化伝承館 秩父市

入間市文化創造アトリエ　ＡＭＩＧＯ！ 入間市

立正幼稚園 熊谷市

18 2004 H16 景観賞 学校法人三室戸学園　東邦音楽大学グランツザール 川越市

キャメリア 川口市

大利根町童謡のふる里図書館「イノエ」 加須市

太陽軒 川越市

北部拠点宮原地区のまちなみ さいたま市

見沼自然公園 さいたま市

なんぽの道 ふじみ野市

川の小径 川越市

見沼ファーム２１の市民参加の米づくり さいたま市

深谷オープンガーデン 深谷市

有限会社龕建築デザイン 狭山市

19 2005 H17 Honda和光ビル 和光市

秩父吉田宿 旧武毛銀行本店 秩父市

北本みなみ幼稚園 北本市

戸田市立芦原小学校 戸田市

草加市立病院 草加市

花まる歯科クリニック さいたま市

みどり部門 巾着田曼珠沙華公園 日高市

ちちぶ花銀行 花いっぱい作戦 秩父市

西中央公園 ふじみ野市

新座リバーサイド集会所 新座市

コンフォール東鳩ヶ谷と「住塚」 川口市

ヒアシンスハウス さいたま市

20 2006 H18 加須市立東部コミュニティセンター 加須市

林・読売新聞販売店 さいたま市

川口市立アートギャラリー“アトリア”とリボンシティの緑計
画

川口市

朝霞市溝沼保育園・みぞぬま児童館・溝沼老人福祉セン
ター複合施設

朝霞市

ココネ上福岡 ふじみ野市

立教大学　新座キャンパス 新座市

みどり部門 朝霞市立朝霞第一中学校　屋上庭園 朝霞市

みどりの特
別賞

みどりの特
別賞

たてもの・まち
なみ部門

心に潤い部
門

たてもの・まち
なみ部門

心に潤い特
別賞
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上尾丸山公園 上尾市

Ｍ’ｓ cafe（エムズ カフェ） さいたま市

川越市の違反広告物簡易除去活動 川越市

スクールメモリーズ（コンフォール上野台） ふじみ野市

21 2007 H19 川越一番街商店街 街路灯 川越市

國嶋邸 吉見町

競進社模範蚕室 本庄市

佐藤医院と佐藤邸 八潮市

クラリオン本社事務所・技術センター さいたま市

宮代町庁舎 宮代町

一石三鳥！ボランティアによる景観間伐inちちぶ 秩父市

星渓園 熊谷市

川越市 森のさんぽ道 川越市

東松山市の落書き消し活動 東松山市

久喜市 香取公園 久喜市

宮代町 新しい村 宮代町

22 2008 H20 鴻巣市花と音楽の館かわさと「花久の里」 鴻巣市

ほっとすぽっと秩父館 秩父市

児玉高窓の里 本庄市

Ｐｏｒａｍ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ さいたま市

秩父市立秩父第一中学校 秩父市

山吉ビル 川越市

荒幡富士の清掃活動 所沢市

花ロード美女木 戸田市

越辺川の八幡橋 坂戸市

みやしろの顔・進修館四季の丘 宮代町

坂戸市成願寺 稲荷神社の修復活動 坂戸市

横瀬町寺坂棚田の保存活動 横瀬町

23 2009 H21 阿左美冷蔵寶登山道店 長瀞町

淑徳与野中学校 さいたま市

伊奈町立北保育所 伊奈町

ふじみ野市福岡河岸記念館 ふじみ野市

川越市鏡山酒造跡地施設 川越市

山本屋又右衛門 上尾市

北本中央緑地 北本市

狭山茶 鈴木園 川越市

行田の足袋蔵 行田市

札場河岸公園 草加市

こしがや 四季の路 越谷市

ホタルの里 蓮田市

たてもの・まち
なみ部門

たてもの・まち
なみ部門

心にうるお
い部門

心に潤い部
門

心にうるお
い部門

たてもの・まち
なみ部門

心にうるお
い部門
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24 2010 H22 埼玉りそな銀行 さいたま研修センター さいたま市

ＰＩＺＺＥＲＩＡ武蔵野山居 所沢市

浅間町ハウス さいたま市

横瀬町立横瀬小学校 横瀬町

あじさいの小径 本庄市

コンフォール鶴瀬「住民と協働した自然環境の保全」 富士見市

大血川周辺の眺望空間整備 秩父市

狭山市逃水の森と伝統的地割 狭山市

古代蓮の里 ホタルの川 行田市

ポピーハッピースクエア 鴻巣市

心にうるお
い部門

たてもの・まち
なみ部門
（屋外広告物
も対象に）

彩の国景観賞は、２０１１年以降「休止」しております。


