
○美しい日本のむら景観百選一覧（平成３年度選定） ※選定当時のものであり、現況と異なる場合があります。

都道府県名 市町村名 選定時の町村名 選定時の集落名 選定時の景観テーマ

北海道 美瑛町 美瑛 大地のうねり

北海道 清里町 清里 斜網地域の大規模畑作地帯

北海道 中標津町 北開陽 耕地防風林の配置された牧草地

北海道 東川町 東川 畦畔を彩る芝桜

北海道 富良野市 麓郷 富良野は感動を思い出すところ

青森県 弘前市 岩木町 宮地 津軽地方秋最大の農村行事「お山参詣」

青森県 八戸市 南郷村 泥障作 みんなのあこがれ健康、文化村

青森県 平川市 尾上町 八幡崎 庭（つぼ）と生垣の美しい町並み

岩手県 奥州市 胆沢町 南都田 屋敷林を持つ散居形態の農村風景

宮城県 蔵王町 蔵王 新緑の蔵王に咲きほこる桃、梨の花園

秋田県 東成瀬村 岩井川 牛とランデブーフライト

秋田県 由利本荘市 由利町 南由利町 農村のやすらぎ　緑、花、子供

秋田県 にかほ市 仁賀保町 伊勢居地 うるおいとやすらぎのある清らかな水環境の町

山形県 金山町 金山 美しい白壁を映し出す清い流れのある風景

山形県 長井市 平野 長井の景観を象徴する平野地区の散居集落

山形県 南陽市 赤湯 白竜湖と周辺に広がる田園風景

福島県 大玉町 小姓内 安達太良山にいだかれた美しい自然

福島県 南相馬市 鹿島町 南屋形 青空の下、子供たちの未来を載せて凧が舞う

福島県 新地町 中島 歴史とふれあい、明日に輝く史跡の町

茨城県 常陸太田市 水府村 御所内 郷愁

栃木県 芳賀町 東水沼 歴史の重みを感じさせる茅葺きの民家

群馬県 館林市 多々良 多々良沼の釣りさん橋

埼玉県 久喜市 所久喜 花と緑と清流に恵まれた愛されるふるさとづくり

埼玉県 蓮田市 上平野 春の訪れを告げる元荒川と川辺の風景

埼玉県 本庄市 都島 水は蘇生し、道は公園と化す

千葉県 大多喜町 上原 風薫るレンゲ畑といすみ鉄道

東京都 青梅市 今寺 転作のレンゲ畑に市民が憩う

神奈川県 相模原市 田名 清流の流れを泳ぐ錦鯉

神奈川県 伊勢原市 子易 鮮やかな柿並木

山梨県 忍野村 内野 富士山とソバ畑

山梨県 富士河口湖町 上九一色村 富士ヶ嶺 富士ヶ嶺の冬じたく

山梨県 都留市 十日市場 水かけ菜と大石金と三ツ峠山

長野県 富士見町 立沢 食文化の変化による都市と農村を結ぶ「おっこと亭」

静岡県 湖西市 市場 黄金のさざ波

静岡県 富士宮市 西富士 牧草地と放牧された牛

静岡県 菊川市 菊川町 富田 グリーンテーストの香り漂うお茶の里

新潟県 新潟市 岩室村 夏井 四季の移ろいを醸し出すナザ木並木

新潟県 柏崎市 高柳町 荻ノ島 かやぶき曲がり家の環状集落「荻ノ島」

新潟県 津南町 結東 先祖が糧と農地の保全のために築いた石垣たんぼ

富山県 南栃市 平村 相倉 豊かな自然にに包まれ温かみのある里

石川県 小松市 日用 日用の町並とこけの里

福井県 越前町 宮崎村 宮崎 土と炎と緑のふるさと

福井県 越前町 梨子ヶ平 斜面に広がる水仙畑と日本海

岐阜県 白川村 荻町 豊かな自然と茅葺き屋根の調和が美しい合掌集落の里

岐阜県 中津川市 加子母村 小郷 豊かな自然の中で生きる我が村「加子母」

愛知県 安城市 明治用水 消える川にやすらぎの場を

三重県 御浜町 阿田和 緑したたる丘陵から生まれる「みかん」
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都道府県名 市町村名 選定時の町村名 選定時の集落名 選定時の景観テーマ

滋賀県 東近江市 五個荘町 金堂 人間性豊かな水と緑に囲まれた歴史の息づく町づくり

滋賀県 甲良町 下之郷 みず見える町づくり

京都府 亀岡市 千歳 国分寺の里

京都府 京都市 北嵯峨 日本最古の庭湖風景

京都府 京丹後市 丹後町 袖志 心の旅・丹後

大阪府 能勢町 大里 のどかな田園を活かし全町公園化めざした風景

兵庫県 佐用町 南光町 中三河 ヒマワリの里みかわ

奈良県 明日香村 稲渕 歴史と文化の里づくりをめざして

和歌山県 紀の川市 桃山町 元 活力にみち、うるおいとやすらぎのある桃源郷

和歌山県 有田川町 清水町 西原 目に映える、残された自然科学のステージ

和歌山県 かつらぎ町 四郷 和泉山系のすばらしい自然と紅葉がマッチする串柿の里四郷

鳥取県 米子市 淀江町 高井谷 名水と緑と史跡のまち

鳥取県 伯耆町 岸本町 大原千町 ふるさとの自然－大原千町の四季

鳥取県 湯梨浜町 東郷町 東郷池 梨の花、湯の華薫る湖畔の町

島根県 出雲市 斐川町 黒目 築地松の散居集落

岡山県 総社市 三須作山 草の刈り取り

広島県 東広島市 吉川 水田に散らばる赤瓦の家屋

広島県 安芸太田町 戸河内町 寺領 秋の軒先

山口県 萩市 むつみ村 伏馬 健康いきいきひまわりロード

山口県 田布施町 砂田 ふるさとの川

山口県 平生町 名切 あたたかい人間性をはぐくむハートランドひらお

徳島県 美波町 日和佐町 赤松 活性化のある住みよい村

香川県 観音寺市 豊浜町 豊浜 豪華絢爛「ちょうさ祭り」に燃える町

愛媛県 内子町 石畳 清流麓川源流域の谷間山村集落

愛媛県 宇和島市 遊子 宇和海のピラミッド水荷浦の段々畑

愛媛県 伊予市 中山町 栃谷 ホタルの住む里づくりをめざす町

愛媛県 伊予市 中山町 高岡 山々に一面に広がるたばこ畑

高知県 梼原町 神在居 急峻な山肌に、脈々と息づく千枚田

福岡県 苅田町 等覚寺 千年の時の流れ・・・今も息づく伝統の祭

佐賀県 吉野ヶ里町 東脊振村 下石動 天満宮と古木

佐賀県 小城市 小城町 江里山 ふるさとの面影残す棚田の里

佐賀県 唐津市 呼子町 加部島 農道架橋により蘇った玄界灘に浮かぶ離島農村

長崎県 雲仙市 小浜町 木指 棚田はいつまでも輝いて

長崎県 対馬市 厳原町 椎根 厳しい冬風にも耐える石屋根のある農村

熊本県 山都町 矢部町 白糸 通潤橋を中心としたふれあいの場の創造

熊本県 阿蘇市 阿蘇町 小野寺 阿蘇谷の圃場整備

大分県 豊後大野市 緒方町 上自在 家並みと清流と水車の風景

宮崎県 国富町 高田原 澄んだ空と千切り棚のコントラストが醸しだす美しさ

宮崎県 美郷町 西郷村 峰 一千年の響きを伝えるおんださんの里

宮崎県 日之影町 戸川 「石垣の村」にみる生活の歴史と農業

鹿児島県 喜界町 嘉鈍 サンゴ礁による防風垣

沖縄県 竹富町 竹富 伝統性豊かな家並みと白砂の道

沖縄県 竹富町 大富 自然と調和のとれた河川と集落

沖縄県 伊平屋村 我喜屋 沖縄最北端の米所とその田園風景
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