
◆中部における景観法施行状況

○景観行政団体及び景観計画 （令和3年3月31日時点　中部における景観行政団体：89団体（※静岡県は全市町が移行済の為除く）、景観計画策定団体：65団体）

都道府県 政令市 中核市
市町村

（政令市・中核市以外）
景観行政団体

移行日
景観計画

策定（告示）年月日

岐阜市 -
平成21年10月5日

（平成24年10月1日変更）
（平成31年4月1日変更）

各務原市 平成17年2月7日
平成18年3月31日

（令和元年6月28日変更）

多治見市 平成17年2月25日
平成21年3月31日

（平成28年2月16日変更）

中津川市 平成17年3月30日
平成19年7月1日

（平成31年3月1日変更）

美濃市 平成17年6月20日 平成22年1月6日

可児市 平成17年11月11日 平成20年12月19日

下呂市 平成18年1月27日
平成20年3月31日

（平成21年4月1日変更）
（平成29年4月1日変更）

大垣市 平成18年3月27日
平成20年12月26日

（平成26年2月5日変更）

高山市 平成18年7月21日

平成18年12月22日
（平成21年12月1日変更）
（平成29年3月31日変更）
（平成31年3月29日変更）

白川村 平成19年6月27日 -

飛騨市 平成19年9月28日 -

美濃加茂市 平成21年5月1日 平成22年4月1日

恵那市 平成21年5月11日 平成24年3月22日

瑞穂市 平成22年1月1日 -

郡上市 平成22年6月1日
平成23年4月1日

（平成25年10月25日変更）

本巣市 平成24年2月1日 平成27年3月30日

坂祝町 平成24年3月1日 -

瑞浪市 平成24年3月15日 平成27年12月22日

土岐市 平成24年4月1日 平成25年3月27日

池田町 平成24年4月16日 -

関市 平成24年5月1日 平成27年3月26日

川辺町 平成26年1月6日 -

羽島市 平成26年3月31日 平成30年12月11日

山県市 平成26年3月31日 -

関ケ原町 平成30年6月1日 -

静岡市 -
平成20年4月1日

（令和元年8月8日変更）

浜松市 -
平成20年11月4日

（平成26年12月11日変更）

熱海市 平成17年5月2日 平成19年3月22日

富士市 平成17年6月15日
平成21年7月1日

（平成27年5月1日変更）

三島市 平成18年2月1日

平成21年3月1日
（平成24年2月9日変更）
（平成27年5月11日変更）
（平成31年4月22日変更）

伊東市 平成18年10月25日
平成23年12月1日

（令和元年6月3日変更）

沼津市 平成19年4月1日
平成22年12月15日

（平成25年12月3日変更）
（平成27年2月16日変更）

湖西市 平成19年4月1日 平成21年12月17日

岐阜県

静岡県



富士宮市 平成19年8月1日

平成21年10月26日
（平成23年9月26日変更）
（平成25年3月29日変更）
（平成28年4月1日変更）
（平成30年8月13日変更）

袋井市 平成20年4月1日
平成21年9月30日

（平成29年3月31日変更）
（令和元年9月1日変更）

掛川市 平成20年5月1日
平成22年10月1日

（平成26年1月20日変更）

牧之原市 平成21年11月1日 -

裾野市 平成22年5月1日 平成25年4月1日

下田市 平成22年7月1日
平成21年12月17日

（平成27年6月30日変更）

島田市 平成23年4月1日

平成25年10月1日
（平成27年3月31日変更）
（平成30年3月27日変更）
（平成31年3月28日変更）

伊豆の国市 平成23年10月1日

平成26年6月30日
（平成28年5月16日変更）
（平成29年8月23日変更）
（令和2年5月1日変更）

御殿場市 平成24年3月15日 平成25年12月10日

磐田市 平成24年12月1日 平成26年5月22日

伊豆市 平成25年1月1日
平成29年3月31日

（平成30年3月30日変更）
（令和2年3月31日変更）

長泉町 平成25年12月1日 平成27年12月15日

焼津市 平成26年3月1日
平成30年8月29日

（令和元年3月31日変更）

藤枝市 平成26年4月1日 平成28年10月3日

小山町 平成26年7月1日 平成27年12月17日

清水町 平成27年5月1日 平成29年6月22日

川根本町 平成28年12月1日 平成30年10月1日

函南町 平成29年4月1日 平成31年3月15日

森町 平成29年11月1日 -

松崎町 平成29年12月1日 -

南伊豆町 平成30年7月2日 令和3年2月1日

菊川市 平成31年4月1日 -

御前崎市 令和2年4月1日 -

東伊豆町 令和2年4月1日 -

河津町 令和2年4月1日 -

西伊豆町 令和2年4月1日 -

吉田町 令和2年4月1日 -

名古屋市 -

平成19年3月30日
（平成20年4月1日変更）
（平成21年12月1日変更）
（平成23年9月1日変更）
（平成29年1月12日変更）
（平成30年10月12日変更）

豊橋市 - -

岡崎市 -

平成24年2月6日
（平成29年3月28日変更）
（平成30年4月2日変更）
（令和2年3月2日変更）

豊田市 - 平成20年3月27日

一宮市 平成20年11月1日 -

犬山市 平成17年3月24日 平成20年4月1日

静岡県

愛知県



長久手市 平成17年9月1日 令和3年1月1日

瀬戸市 平成19年11月1日 平成22年10月1日

半田市 平成20年5月1日 平成22年7月6日

常滑市 平成20年8月1日 平成22年4月1日

みよし市 平成22年9月1日 平成23年4月1日

碧南市 平成23年2月27日 -

春日井市 平成23年7月1日 -

東浦町 平成24年12月25日 平成29年3月29日

田原市 平成25年8月20日 -

蒲郡市 平成29年6月20日 平成31年3月27日

- - - -
平成19年12月4日

（平成27年1月9日変更）
（平成29年1月6日変更）

伊賀市 平成18年12月1日 平成20年12月26日

四日市市 平成19年10月10日
平成20年2月22日

（平成30年2月28日変更）

松阪市 平成19年12月1日

平成20年10月31日
（平成24年4月1日変更）
（平成25年4月1日変更）
（平成26年4月1日変更）

伊勢市 平成20年3月1日

平成21年5月1日
（平成25年1月30日変更）
（平成29年11月1日変更）
（平成30年11月1日変更）

鈴鹿市 平成21年1月1日
平成22年10月1日

（平成28年12月15日変更）

桑名市 平成22年7月1日
平成23年4月1日

（平成27年7月17日変更）

亀山市 平成22年10月25日 平成23年7月1日

志摩市 平成24年8月1日
平成25年4月1日

（平成31年4月1日変更）

津市 平成25年7月1日
平成25年12月20日

（平成28年4月1日変更）
（平成31年4月1日変更）

鳥羽市 令和2年5月1日 令和2年10月2日

三重県

愛知県



○景観協議会 （令和3年3月31日時点）

都道府県 市町村 名称 設立時期

岐阜県 各務原市

愛知県 犬山市

○景観地区 （令和3年3月31日時点）

都道府県 景観行政団体名 地区名 指定年月日

テクノプラザ景観地区 平成19年3月31日

グリーンランド柄山景観地区 平成20年4月1日

沼津市 沼津市アーケード街美観地区
昭和28年4月7日

（美観地区）

熱海市 熱海市東海岸町景観地区 平成19年12月28日

三重県 伊勢市 内宮おはらい町地区 平成21年10月1日

木曽川景観協議会 平成21年5月26日

岐阜県 各務原市

静岡県


