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●安来市（9）

蘆和鋼博物館(第1回/公共建築物)
蘆糺市営住宅(第2回/公共建築物)
蘆金屋子神話民俗館及び案内サイン(第4回/一般建築物/優秀賞)
蘆黒田川県単独砂防整備事業(第5回/土木施設/優秀賞)
蘆並河家土蔵改修(第5回/個人住宅/奨励賞)
蘆古代出雲王陵の丘景観づくり活動(第6回/まち・みどり/奨励賞)
蘆後藤家(旧宮田家)(第10回/個人住宅/優秀賞)
蘆ハーモニータウン彩の親水護岸・遊歩道・植樹帯(第11回/土木施
設/優秀賞)
蘆出雲織・のき白鳥の里(第12回/公共建築物/優秀賞)

●江津市（7）

蘆ミルキーウェイ・ホール(第3回/工作物・その他/奨励賞)
蘆今井美術館(第4回/一般建築物/奨励賞)
蘆水ふれあい公園「水の国」(第5回/大賞)
蘆堀江邸(第6回/個人住宅/奨励賞)
蘆総合福祉施設ミレ青山(第8回/民間建築物/奨励賞)
蘆江津道路(第12回/土木施設/奨励賞)
蘆旅館ぬしや(第13回/民間建築物/優秀賞)

●雲南市（10）

蘆三刀屋川河川環境整備事業(第1回/公共土木)
蘆平田市と木次町における公園整備活動(第4回/工作物・その他/特
別賞)
蘆ＪＲ木次線トロッコ列車「奥出雲おろち号」(第7回/工作物・その
他/優秀賞)
蘆アトリエHEARTH(第7回/個人住宅/奨励賞)
蘆出雲湯村温泉元湯公衆浴場(第10回/民間建築物/奨励賞)
蘆多根の茅葺き屋根の民家(第11回/個人住宅/奨励賞)
蘆斐伊川　木次水辺の楽校(第13回/土木施設/奨励賞)
蘆鉄の歴史村の町並み(第14回/まち・みどり/優秀賞)
蘆山王寺の棚田(第15回/まち・みどり/優秀賞)
蘆木次大橋と周辺河川環境(第15回/まち・みどり/奨励賞)

●奥出雲町（3）

蘆一般国道314号　奥出雲おろちループ(第2回/公共土木)
蘆中国デザイン専門学校横田町セミナーハウス(第3回/一般建築物
/奨励賞)
蘆重国住宅団地(第6回/まち・みどり/奨励賞)

●飯南町（5）

蘆東三瓶フラワーバレー事業(第1回/緑化・修景)
蘆ダム建設に伴い、移築された住宅(第6回/大賞)
蘆小田川県単独砂防環境整備事業(第7回/土木施設/優秀賞)
蘆中山間地域研究センター(第11回/公共建築物/奨励賞)
蘆志津見大橋(第13回/土木施設/優秀賞)

●斐川町（9）

蘆斐川町築地松(第2回/緑化・修景)
蘆荒神谷史跡公園(第3回/土木施設/奨励賞)
蘆五右衛門川多自然型川づくり(第6回/土木施設/奨励賞)
蘆出西窯無自性館(第9回/民間建築物/奨励賞)
蘆斐川町田園空間博物館　施設案内版(第9回/工作物・その他/奨励
賞)
蘆原鹿の旧豪農屋敷(第10回/大賞)
蘆斐川町立図書館(第11回/公共建築物/優秀賞)

蘆荒神谷博物館(第13回/公共建築物/優秀賞)
蘆伊藤邸(第14回/個人住宅/奨励賞）

●川本町（1）

蘆悠邑ふるさと会館＋かわもと音戯館(第6回/一般建築物/優秀賞)

●美郷町（4）

蘆大浦橋(第1回/公共土木)
蘆潮谷川砂防工事(第11回/土木施設/奨励賞)
蘆信喜橋(第12回/土木施設/奨励賞)
蘆主要地方道川本波多線 　邑智大橋(第15回/土木施設/優秀賞)

●邑南町（5）

蘆羽須美村立羽須美中学校(第4回/一般建築物/奨励賞)
蘆はすみ文化プラザ(第5回/一般建築物/奨励賞)
蘆石見やかみ地区県営ふるさと水と土ふれあい事業(第7回/土木施
設/奨励賞)
蘆原山　雲海ロード(第9回/まち・みどり/奨励賞)
蘆矢上　鹿子原新堤(第9回/土木施設/奨励賞)

●津和野町（9）

蘆堀家修景事業(第1回/緑化・修景)
蘆津和野川こいの散歩道(第3回/土木施設/優秀賞)
蘆森 外記念館(第3回/一般建築物/優秀賞)
蘆道の駅「シルクウェイにちはら・リバーサイド鮎のよりみち」(第
7回/一般建築物/奨励賞)
蘆津和野郵便局(第7回/一般建築物/奨励賞)
蘆麓耕つつじの里(第8回/まち・みどり/優秀賞)
蘆津和野　殿町通り(第9回/土木施設/優秀賞)
蘆安野光雅美術館(第9回/公共建築物/優秀賞)
蘆津和野の魅力ある夜の景観づくり活動(第15回/工作物その他・
活動/奨励賞)

●吉賀町（1）

蘆大井谷の棚田(第9回/大賞)

●海士町（1）

蘆承久海道キンニャモニャセンター(第10回/公共建築物/奨励賞)

●西ノ島町（2）

蘆隠岐海遊園(第1回/民間建築物)
蘆西ノ島大橋(第13回/土木施設/奨励賞)

●知夫村（1）

蘆赤ハゲ山の野大根(第10回/まち・みどり/奨励賞)

●隠岐の島町（2）

蘆村上家隠岐しゃくなげ園(第3回/まち・みどり/特別賞)
蘆藤野邸(第14回/個人住宅/奨励賞)



　私たちのふるさと島根では、緑織りなす山並みや変化に

富んだ海岸線、日本海に浮かぶ島々などの美しい自然、人々

の営みから創り出された農山漁村の風景、今日まで大切に

守り引き継がれてきた先人の知恵が生かされた歴史的なた

たずまいなど、それぞれに個性豊かな特色ある地域の景観

が育まれ、かたちづくられています。

　県では、このような優れた景観を守り・育てることを通

じ、生活と文化の豊かさが実感できる県土を築いていくた

め、平成３年12月に「ふるさと島根の景観づくり条例」を

制定し、様々な施策を進めて参りました。このうち「しま

ね景観賞」は、魅力ある島根の景観づくりに貢献している

まちなみや建造物及び活動等を表彰することにより、快適

で文化の薫り高い島根の景観を形成していくことを目的

に、平成５年度から実施しております。平成19年度には15

回を数え、これまでに1,692通1,557件の御応募をいただき、

163 件を表彰して参りました。これは、多くの県民の皆様

が景観に対し非常に関心が高かった結果であります。これ

までに受賞されました皆様に、あらためてお祝いを申し上

げますとともに、審査していただきました委員の皆様や、

本賞の趣旨に賛同し、御応募いただきました皆様に対し、

厚くお礼を申し上げます。

　このたび、第１回から第15回までの全受賞物件を一冊に

まとめ、紹介することにより、本賞のあゆみを振り返るこ

とといたしました。じっくりと御覧いただき、機会がござ

いましたら是非現地へお出かけいただきたいと思います。

　景観づくりは、県民の皆様が自ら積極的に地域づくりに

参加し、それぞれの地域の特徴や特色を生かした活動を展

開されることが大切です。そのためには、県民の皆様に日

ごろから周りの景観に関心を持っていただくことが重要で

あります。「しまね景観賞」はそのきっかけになるもので

あるとともに、景観を大切にしたい、守り続けていきたい、

新しいものを創っていきたいという気持ちをもっていただ

けるためのものであると考えております。

　今後とも、島根の魅力ある景観の保全・創造に向けて取

り組んで参りますので、より一層の御理解と御協力をお願

いいたします。

平成20年10月
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しまね景観賞15回を振り返って

　島根県は、美しい自然景観に恵まれ、風土に根ざし、伝

統文化に彩られた個性豊かな歴史的景観が育まれてきた。

　景観は、自然の地形・風土の中で生まれ、人々の営んだ

長い歴史の中で営々と培われてきたものである。それは、

どこまでも碧い海、脈々とつらなる山々、そこにたゆたう

川などの自然の要素と建築物など変化を続ける人為的な要

素の総体である。

　全国的には急速に改変され、地域固有の町並みや自然景

観が損なわれている我が国の状況に対して、島根の景観は

比較的豊かに残されてきた。何とか後世に伝えていきたい

と考えるのは私だけではあるまい。

　島根の景観も古代から見たときには、その佇まいを時代

や技術の進歩とともに変化させているのは当然であるが、

ふるさとの方言が時代の影響を受けながらも、その感性や

感覚が引き継がれていくように、出雲・石見・隠岐のそれ

ぞれの地域における景観を構成する豊かな自然とその自然

と共生する気持ちもまた今日に受け継がれ、景観意識の高

まりとともに、さらに将来へと引き継がれていくのである。

　Āしまね景観賞āの受賞物件を振り返ると、いくつかに分

類できる。伝統的建物の保存、地域の特徴を高める自然や

歴史的景観、まちなみ景観、集落景観、或いは古い様式の

再生、周囲の景観に配慮した建築物、自然を活かした公共

工事、景観にアクセントを与えたもの、新たな景観資源を

創出したもの、そして地域住民による活発な景観づくり活

動など今後の景観づくりのあり方についての示唆に富むも

のが多く、これらの物件は地域における景観づくりの先導

的役割を担っていることと思う。また、受賞物件だけでな

く、これまでに応募された物件も、いずれも質が高く表彰

に値するものばかりであり、景観づくりの着実な拡がりを

実感させてくれる。今後、さらに多くの県民、事業者の皆

様が積極的に景観づくりに取り組まれることを期待すると

ともに、この表彰が多くの人々に支持されるよう、引き続

き私たちも努力していかねばならないと思っている。

平成20年10月
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注）掲載写真の一部は、大賞受賞当時のものです。
　　事業主体、設計者等の名称は大賞受賞当時のものです。
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第3回大賞

矢
や

尾
び

・日
くさ

下
か

景観づくり活動

北山山脈の麓に、山手往還と呼ばれる古い道はかつて、出雲大社に参詣する北路（きたぢ）という路であった。

所在地／出雲市矢尾町、日下町　事業主体／高浜公民館事業実施委員会

DATA

アクセス

平成 5年、「北山の自然と史跡を活かす矢尾・日下景

観づくり協定」締結

協定締結戸数　　　　216 戸

天平古道整備延長　　約 5,000�

矢尾西
集会所

431

大蔵神社

高浜八幡宮

久佐加神社

永泉寺
卍

霊
山
寺
卍

日下西前会館

高浜小

出雲北陵
高・中

たかはま

1

　出雲市の北、鼻高山（はなたかせん）や弥山（みせん）のそびえる北

山山脈の麓に、山手往還と呼ばれる古い道がある。かつて、出雲大

社に参詣する北路（きたぢ）という路であった。この道は矢尾・日下

地区の集落の間を縫うように東西に通じている。自動車がやっと通

れるほどの狭い道だが、道ぞいの民家は石垣とモクセイの生け垣で

美しく囲まれている。道はきれいに整備され、清冽な谷川の水が心

地よい音をたてて流れている。さらに、この山手往還よりもっと山

側に、天平古道という古代の道も残っており、周辺の史跡とともに

整備が進められている。地域ぐるみで景観づくりに努力し、素晴ら

しい成果をあげているモデル地区といえよう。（藤岡大拙）
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第4回大賞

しまね景観賞記録集
大賞受賞紹介

モニュメント・ミュージアム来
き

待
まち

ストーン

「地域の歴史と資源を活かした景観」という、むずかしいテーマを成し遂げた地域づくりといえる

所在地／八束郡宍道町大字東来待 1574-1（現松江市）　事業主体／宍道町

DATA

アクセス

設計者／㈱エリアサイエンス

㈱黒川雅之建築設計事務所

㈱乃村工藝社

㈱荒谷建設コンサルタント山陰支社

施工者／㈱増原産業建設、日発工業㈱

㈲大崎工務店、㈲高橋造園

概　要／工房　石の遊具広場　自由広場　入口広場

トンネル　石の広場　ミュージアム

面積　3.4��

完　成／平成8年3月

2

来待ストーン

日吉神社

浜集会所 来待局

宍道町東来待

295

　この事例は審査委員の満票を獲得した文句無しの大賞です。かつ
ての来待石の採石場跡地を再開発した公園で、「地域の歴史と資源
を活かした景観」という、いうにやさしく実現はむずかしいテーマ
を成し遂げた地域づくりといえましょう。
　来待石を実際に触って体験できる工房や駐車場のある石の広場か
ら「来待ストーン」へ通じる神秘的なトンネルを抜けると、そこに
は三方を山に囲まれ、石で構成された異空間が広がっています。こ
の演出は大変巧みなもので、トンネルを出たところに、来待石の衝
立てをたて、ぱっと目に入る空間の広がりをより感じさせるもので
す。造られた石舞台の上に立つと、聖なる感動さえ覚えます。
主役である 20 ｍにもおよぶ、そそり立つ石壁の色を引き立てるた
めに、その空間には新しく建てられたレストランの打ちっぱなしの
コンクリートの色以外、他の色は一切排除してあります。採石場と
しての長い年月と、来待の人々の暮らしの歴史を刻んでいる石壁の
色のコントラストとして唯一、コンクリートの冷たいグレーを対比
させたその手腕は、見事と言う他はありません。二つを対比させる
事で、来待石の温かさ、やわらかさ、やさしさが一層感じられます。
夜間にはライトアップされ、コントラストが一段と冴え幻想的な世
界を醸し出しています。
　島根県の新しい観光スポット、またデートスポットとして、多く
の人が訪れるでしょう。（田村美幸）
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第5回大賞

水ふれあい公園「水の国」

それぞれの要素がインパクトを与えながら統一され、まるで一つの生物のように息づき、演出をされている

所在地／邑智郡桜江町坂本 2025（現江津市）　事業主体／桜江町

DATA

アクセス

設計者／高野デザインプロデュース

施工者／鴻池組・今井産業特別共同企業体

今井産業㈱、㈱乃村工藝社

概　要／展示棟（水物語など）　寂水の庭　中央池　

鉄筋コンクリート造　一部鉄骨造　地上 2階

区域面積 17.863 ㎡
完　成／平成9年3月

3

三江線

江津市

桜江町坂本

295

261

　現地審査に訪れ、その幻想の世界に圧倒され、失礼ながら町当局

の説明も上の空で、夢中でカメラのシャッターを切ったあの興奮は

なんであったのかを考えてみるに、それは、そこに求めていた〈景観〉

をみたからである。

　この〈水の国〉は、〈水〉という素材をサイエンスで楽しめる水の

ミュージアムである。この施設を計画するにあたっては、プロデュー

スをし、全体を総括されたマスターアーキテクトを中心に、建築家、

彫刻家、デザイナー、そして町当局による度重なるワークショップ

によって方向付がなされ、設計が進められたという。完成されたこ

の施設を見た強い印象は、多くの要素をもち、それぞれの要素が個々

には強いインパクトを与えながらも、見事に有機的に統一され、ま

るで一つの生物のように息づき、演出をされていることである。そ

して、その息づきをもった〈水の景観〉が、この山村の V字谷を一

変し、この地方に見受けられる棚田や石垣などに風土性を求めなが

ら幻想の世界を醸し出し、この地の景観に光を与え、引き立ててい

ることである。建築部門の景観形成のあり方の模範として高く評価

をしたい。（矢田清治）
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第6回大賞

しまね景観賞記録集
大賞受賞紹介

ダム建設に伴い、移築された住宅

まるで、はるか以前から建っていたかのように周囲の景観に溶け込んでいる

所在地／飯石郡頓原町大字八神 231（現飯南町）　事業主体／今田昭二

DATA

アクセス

施工者／日新ホーム（株）

概　要／母屋　瓦葺き平家（中2階）土蔵　座敷

江戸末期嘉永年間の木材

明治10年着工

移築／平成5年9月〜平成10年6月

柱　欅、栗　梁・桁　肥松

4

ふれあいのさと
奥出雲公園

志 小々

志津見
飯南町

　ダム建設に伴い、移築された住宅。ただそれだけである。しかし、

すごいことである。

　民家は明治10年の上棟。築120年になる。江戸末嘉永年間に使用

する木材を調達し、30年も寝かせていたというから、木材そのも

のは切り出されて150年になる。移築された住宅の木組みを見せて

いただいたが、大黒柱、副大黒柱、そして土間の上を飛び交う柱、

桁の太さには驚く。今、この民家をつくろうと思ってもとてもでき

ないであろう。実際、移転だけで通常の住宅を新築する場合の2倍

はかかったという。資源を有効利用するというだけでなく、地域の

伝統的民家の形式を後世に伝える実に貴重な試みである。

　とりわけ景観賞に値するのは、移築に当たって、山や川などの周

囲の自然環境、日照や風向きなどの条件が周到に調査され、敷地造

成にも十分意が払われていることである。移築された住宅は、まる

ではるか以前から建っていたかのように周囲の景観に溶け込んでい

る。（布野修司）
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第7回大賞

島根県立美術館・岸公園・宍道湖袖
そで

師
し

親水型湖岸堤

造形には内部空間にいたるまで常に宍道湖が意識されている

所在地／松江市袖師町1番5号、4番地1、7番地　事業主体／島根県、松江市、建設省中国地方建設局出雲工事事務所

DATA

アクセス

5

設計者／㈱菊竹清訓建築設計事務所、㈱アトラス、
日本建設コンサルタント㈱、㈱アプル総合計画事務所

施工者／鴻池組・松江土建特別共同企業体、松江土建㈱、
樹徳産業㈱、松友建設㈱、㈱豊洋建設、㈱広戸組

概　要／建物：建築面積　9,311.92㎡、構造：鉄骨鉄筋コンクリー
ト造一部鉄骨造2階建
公　園：約4,400㎡
植　栽：高中木192本他
湖岸堤：芝生護岸約5,800㎡
遊歩道：約410�

完　成／平成11年3月

来迎寺

松
江
湖
畔
公
園

卍

山陰本線

9

松
江
湖
畔
公
園

　＜県民に開かれた美術館＞、＜水と調和する美術館＞などを基本

テーマとする県立美術館は、その造形には内部空間にいたるまで常

に宍道湖が意識されており、対岸から見る景観も、背後の山並みの

緑の中に、湖面に沿って連続した緩やかな曲線のチタン鋼の屋根が

映え、天候により宍道湖と共に表情をかえる様は正に絶景である。

そして、建設省によって既存のコンクリート護岸を取り払い同時

整備をされた親水型湖岸堤は、人々が散策する水際遊歩道や市民の

憩うテラスや緩やかな勾配の芝生護岸となり、さらにまた、これら

と連続して松江市によって同時整備をされた岸公園により、この袖

師ヶ浦は、美術館を中心に三つの事業が見事に有機的に統一された

水都松江に相応しい高次元の新しい景観に生まれ変わった。

　この建築と土木部門が一体化し、三つの行政機関が協調した事業

展開は、審査委員会でも高く評価され、満票で今年度の大賞に決定

された。（矢田清治）
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第8回大賞

しまね景観賞記録集
大賞受賞紹介

カラコロ工房

スクラップ・アンド・ビルドの時代から再活用するストックの時代を象徴する先進事例

所在地／松江市殿町 43 番地　事業主体／松江市

DATA

アクセス

設計者／㈿建築技術センター

施工者／金見・松尾・伊藤　特別共同企業体

概　要／鉄筋コンクリート造　一部鉄骨造・木造

地下 1階　地上 3階

建築面積　1,333.54 ㎡

延床面積　2,514.78 ㎡

完　成／平成12 年1月

6

島根県庁
サンラポー
むらくも

堀川めぐり発着所

大念寺

松
江

湖
畔
公
園

卍

　旧日本銀行松江支店のリニューアル（更新）計画である。スクラッ

プ・アンド・ビルド（建てては壊す）の時代から既存の建築資産、都

市資産を再活用するストックの時代を象徴する先進事例として高く

評価したい。もとの設計は長野宇平治、夏目漱石の同級生で全国的

に知られた建築家である。しかし、こうした著名な建築家の作品で

あれ、建築史的価値というだけで保存される例はほとんどなかった。

親しまれた街並み景観への要素を維持しながら、新たな機能を付加

するのがこれからの手法である。

　本館に接して増設された工房棟の中庭のスケールがいい。板張り

の床がカラコロ鳴るのもいい。工房という設定が成功の要因かも

しれない。今のところ予想を超えた利用がなされていると聞いた。

銀行の本館地下金庫のギャラリーも不思議な空間に再生されてい

る。 （布野修司）
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第9回大賞

大
おお

井
い

谷
だに

の棚田

人々がもつ原風景を呼び覚まし、感動と安らぎを与えてくれる

所在地／鹿足郡柿木村白谷（現吉賀町）　事業主体／助はんどうの会

DATA

アクセス

概　要／面積　8.2��

棚田の枚数　639枚

助はんどうの会：

平成10年4月9日から活動開始、

会員 20戸、64名

棚田米の販売、棚田オーナー制度、

棚田トラスト制度等を実施

7

大鹿山

吉賀町

柿木村下須

柿木公民館分館

原手

大井谷 187

　この大井谷地区は、8�� 程度の土地に 600 枚以上の小さな水田が

広がり、その平均勾配もかなり急で、典型的な山間型の棚田を有し

ている。この棚田は、室町時代末期から江戸時代の近世につくられ

たもので、自然に対する人々の営々とした働きかけにより生み出さ

れてきた雄大な景観を呈して、見る者を圧倒する。幾重にも重なる

棚田は、自然と石積みの畦畔の巧みさとが調和して、人々がもつ原

風景を呼び覚まし、感動と安らぎを与えてくれる。さらに、棚田は、

農業生産の場だけでなく、国土保全や環境保全などの多面的な機能

をもっていて、まさに地域の景観資源であり、歴史的文化遺産とし

ての価値も高い。しかし、地域住民からすると、生産性の低さや重

労働、生活環境などの問題が重くのしかかり、近年耕作放棄が進ん

できて、棚田のもつ景観資源の価値や多面的機能の低下が危惧され

ていた。平成 10 年以降、柿木村および地域住民の熱心な保全活動

により、棚田オーナー制度などがスタートして都市と地域との交流

を通して、この棚田の景観が蘇るようになった。この内発的な取組

みがあって、今後ともこの素晴らしい景観資源が保全活用されるこ

とになり、地域の保全活動を含めて大賞として評価したい。

（藤居良夫）
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しまね景観賞記録集
大賞受賞紹介

第10回大賞

原
はら

鹿
しか

の旧豪農屋敷

随所に出雲的ディテールをみることができる、出雲平野の象徴的景観となっている

所在地／簸川郡斐川町大字原鹿　事業主体／斐川町

DATA

アクセス

設計者／㈱みずほ設計

施工者／㈲佐藤洋行工務店、㈲高橋工務店、玉木建設

㈲松石産業斐川営業所、㈲高橋造園

概　要／主　屋　木造 1 階建、新座敷　木造 2 階建、

門座敷　木造 1 階建、

敷地面積　4,380.38 ㎡

建築面積　　580.37 ㎡

延床面積　　614.71 ㎡

完　成／平成14年 3 月

8

覚専寺
卍

原鹿

JA斐川久木研修センター

島田研修センター

　斐川町では、出雲平野の築地松が残る散居景観の地域全体を「田

園空間博物館」としてとらえ、この旧豪農屋敷をその中核施設とし

て整備をした。

　この出雲地方を代表する歴史的建造物は、主屋を正方形の敷地の

中心に南入り南向きに配置し、西側と北側を築地松で囲う当地方の

典型的な屋敷構えである。そのつくりには、出雲地方独特の来待石

の棟石や、今や貴重となった桟が反対側にある「出雲瓦」の既存再

用など随所に出雲的ディテールをみることができる。

　今回の修復にあたっては、建物とともに、主庭である「出雲流庭

園」や前面道路沿いの堀の復元、築地松を含む約 1000 ㎡にも及ぶ

屋敷林の修復整備が行われた。特にこの屋敷林は、出雲地方でも類

のない規模のもので、田園空間博物館構想のコア施設にふさわしく、

出雲平野の象徴的景観となっている。

　このように、斐川町は田園空間博物館構想に基づく景観行政の一

環として、廃墟同然に荒廃していた旧豪農屋敷を見事に修復整備を

し、密度の高い出雲の原風景を蘇らせた。この貴重な遺産の保全は、

斐川町当局の姿勢を含め大賞受賞にふさわしい景観形成として高く

評価されるものである。（矢田清治）
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第11回大賞

高瀬川周辺の整備事業

この通りの創りだす空間は、美しく、楽しく、そして何より魅力的で、いつ行っても気分がよい

所在地／出雲市今市町　事業主体／出雲市

DATA

アクセス

設計者／㈱古川コンサルタント、㈱みずほ設計

中電技術コンサルタント㈱

施工者／㈱内藤組、㈱谷本組、㈱大東亜建設、㈱中筋組、

山陰冷暖㈱、大栄電設㈲、㈲川跡電気設備、

総合電気工事㈱、緑化建設興業㈲

概　要／街路：Ｌ＝ 300�、Ｗ＝ 18�

親水護岸：Ｌ＝ 15�、2ヵ所、八雲橋：Ｗ＝ 8.5�

八雲公園：面積 624 ㎡

整備期間／平成 9年度〜平成 14 年度

9

NTT
出雲中央通局

高瀬川

出雲市役所

出雲市民病院

JR出雲市駅

電鉄
出雲市駅

今市小

市分庁舎

9

　出雲市駅から北に伸びる「くにびき中央通り」を東西に横切って、

高瀬川が浅い底を見せながら流れている。川の北側には、ショッピ

ングセンターがあり、その南側一帯が「三京さくら通り」として整

備されている。

　「さくら通り」の名のとおり、やがて並木となるはずの桜の木々が、

対岸の柳の木々に対峙して植えられている。季節ともなればさぞ美

しい眺めになるだろう。白木が美しい八雲神社を中心に整備された

「八雲公園」は、小さな朱塗りの「八雲橋」が気の効いたアクセント

になっており、広々とした清々しい空間は、とても気持ちがいい。

境内は、普段は静かな憩いの空間だが、時には神楽、盆踊り、燈籠

流しなどの催しで大いに賑わう。また水辺のウッドデッキと椅子の

組み合わせも、ステキな空間を演出している。

　軒の低い家並みや商店、そして喫茶店。若者達の賑やかな語らい

が聞こえてくるようだ。この通りの創りだす空間は、美しく、楽し

く、そして何より魅力的で、いつ行っても気分がよい。この景観の

中で、高瀬川と柳の持つ大きな力を改めて実感する。（山谷裕子）
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しまね景観賞記録集
大賞受賞紹介

第13回大賞

田
た

和
わ

山
やま

遺跡と共存する松江市保健医療福祉ゾーン
（松江市立病院・松江市保健福祉総合センター）

環境への配慮や、施設を利用する人々が様々なロケーションを楽しめる工夫が施してある

所在地／松江市乃白町　事業主体／松江市

DATA

アクセス

設計者／㈱石本建築事務所

施工者／大林組・鴻池組・カナツ技建工業・まるなか建設

幸陽建設・林谷工業特別共同企業体、松浦造園㈱、

㈱田部

概　要／ 松江市立病院：免震RC造地上8階・塔屋1階・地下1階

建築面積：　9,813.76 ㎡、

延床面積：35,973.21㎡、病床数：470 床

松江市保健福祉総合センター：RC 造地上 3 階

建築面積：2,243.32 ㎡、延床面積：5,126.21㎡

完　成／平成 17 年 3 月

10

宍
道
湖

田和山史跡公園田和山史跡公園

島
根
県
立
大
学

短
期
大
学
部

松
江
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ャ
ン
パ
ス

松江商業高校

松江農林高校

乃木小

JR乃木駅

9

松江中央IC

松江西IC

　田和山遺跡に隣接し、島根女子短大、松江商業高校、湖南中学など
多くの学校に囲まれた文教地区にある松江市保健医療福祉ゾーン。
　田和山遺跡の空間を活かしたやさしいフォルム、自然素材の質感
を大切にした本館やストリートファニチュア等のデザイン、それぞ
れに細やかな気配りがなされている。周辺の植裁では、すでに市有
地であった緑地帯を自然なかたちで残し、桜やハナミズキの並木道、
落葉樹と常緑樹の配置バランスで季節が感じられるよう、文教地区
という地域性を考慮した設計となっている。また、屋上緑化の将来
にわたる維持などの課題が存在するものの、環境への配慮も十分
感じられた。そして、田和山遺跡をはじめ松江市街地や宍道湖、遠
くは大山まで一望できる立地を活かし、この施設を利用する人々が
様々なロケーションを楽しめる工夫をいたるところに施してあるの
は見事である。
　夜になると、まるでホテルをイメージさせる光の演出は、昨今の
社会情勢から賛否は分かれるところではあるが、街路を明るく照ら
すことで文教地区の安全性を保ち、山陰道を通る車に現在地松江を
知らせるランドマークとなっている。
　単に医療福祉施設の機能を追求するだけでなく、利用者、周辺地
域の人々、そして、市街地や山陰道といった離れた位置にいる人々
など、施設を見る（施設から見る）あらゆる目を意識し、出来る限
りの配慮を行ったデザインは、まさに大賞にふさわしいといえよう。 

（淺田純作・平本映子）
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第14回大賞

水仙の花咲く里づくり

日本で最大の水仙園が近い将来出来上がり、さらに拡大していくことを願う

所在地／益田市西平原町　事業主体／鎌手ふるさとおこし推進協議会

DATA

アクセス

概　要／平成 4 年唐音海岸に植え付け開始

小・中学生、老人クラブも世代間交流の場と

して参加し、毎年10� 余りの植え付けを行い、

平成18年には1.9�� となった。

11

益田市

西平原町

JR鎌手駅

鎌手小

鎌手中

鎌手連絡所

唐
音
の
蛇
岩

土
田

海
水
浴
場

9
308

　日本海の美しい海岸が連なる、島根の中でも人目を惹きつける、

天然記念物に指定された有数の海岸である。唐音の蛇岩、なるほど、

溶岩の跡が連なって、蛇のように見える。奇景、というか、自然の

不思議な美学を感じる。ここは、磯釣りのメッカでもあるという。

普段は人が訪れなかったこの美しい海岸に、水仙の花咲く園が毎年、

毎年広がりつつある。鎌手の小学、中学の卒業生が、地域の人たち

と共に毎年水仙を 3 万球ずつ植えていく、そうした取り組みは 10

年近くにもなり、これからさらに続いていく仕組みが出来上がって

いるのが素晴らしい。

　水仙は、もともとここに自生していたと言うが、『出雲風土記』

に水仙は出てこない。日本には朝鮮半島を通じて、平安時代にもた

らされたと考えられる。北限は越前、太平洋岸だと千葉という。淡

路島など、水仙園の先達はあるが、全国でも有数の水仙園になりつ

つある。山は全て民有地である。土地所有者の理解も徐々に拡がり、

花咲く季節に訪れる人々も増えつつある。

　日本で最大の水仙園が近い将来出来上がり、さらに拡大していく

ことを願う。（布野修司）
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しまね景観賞記録集
大賞受賞紹介

第14回大賞

島根県芸術文化センター グラントワ

石州瓦の家並みが並ぶ美しいしまねの景観を第一に意識した表現に、まずは敬意を表したい

所在地／益田市有明町　事業主体／島根県

DATA

アクセス

設計者／㈱内藤廣建築設計事務所

施工者／大成建設・大畑建設・日興建設特別共同企業体、

大畑建設・日興建設特別共同企業体、㈱田部益

田営業所、大畑建設㈱

概　要／島根県立石見美術館、島根県立いわみ芸術劇場

構造　RC造、一部 PC、S造

地上 2階・地下 1階建

建築面積　14,068.15 ㎡

延床面積　19,252.45 ㎡

完　成／平成17年9月

12

昭和町

赤城町

有明町

JR益田市駅

益田市役所

益田
赤十字病院

市立図書館

合同庁舎

市
立
雪
舟
の
郷

記
念
館

9

　石見待望の芸術文化の拠点である。出雲にはない先端施設の誕生

である。無窓で巨大な量塊は、落ち着いた町にはいささか威圧感が

あるが、市街地景観の核となる。大きい屋根（グラントワ）とネー

ミングされたこの施設が豊かな果実を産んでいくことを期待した

い。

　石州瓦を28万枚使ったというグラントワは、まさに瓦の建築で

ある。焼きが足りなくて黒ずむなど、時間の経過と共に味がでる瓦

の魅力を意識して、五種の色の瓦を用意して混ぜ葺きするなど、意

が匠まれている。石州瓦の家並みが並ぶ美しいしまねの景観を第一

に意識した表現に、まずは敬意を表したい。

　大ホール、小ホール、美術館、スタジオなど多彩なプログラムも、

立ち上がりは素晴らしく、何よりも、薄く水を引いた（雨水利用）

中庭の空間が、様々に利用可能で面白い。建築としても、床のレヴェ

ルを揃える（バリアフリー）などそつはない。瓦、打放しコンクリー

ト、木というのもシンプルで安定している。壁には瓦を用いない手

法もあったと思うが、このグラントワを景観の核として、益田の街

がより一層すばらしいものになることを願う。（布野修司）
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第15回大賞

島根県立古代出雲歴史博物館

現代建築でこれほど“出雲的”を表現した建築物はないのではないか

所在地／出雲市大社町杵築東　事業主体／島根県

DATA

アクセス

設計者／㈱槇総合計画事務所
施工者／大林組・中筋組・岩成工業特別共同企業体

中筋組・岩成工業特別共同企業体
出雲土建㈱、㈱福島造園、㈲池田造園

概　要／〈構造〉鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
〈階数〉地上 2 階、一部 3 階、一部地下 1 階
〈建築面積〉 9,444.5 ㎡（本館：9,051.5 ㎡、

体験工房：266.9 ㎡、その他：126.1㎡）
〈延床面積〉 11,854.8 ㎡（本館：11,575.1㎡、

体験工房：155.1㎡、その他：124.6 ㎡）
完　成／平成19年3月

13

いずも
たいしゃまえ

出雲大社奉納山

大社小 堀川

中
国
自
然
歩
道

大社中

大社文化プレイス
うらら館

9

　深い歴史性と、そこから湧出する調和の精神を出雲的なものの神

髄とすれば、この建築物ほどそのことを巧みに表現した例は、現代

建築ではないのではないか。大規模な建物でありながら、弥山を中

心とする背後の山々に比べ低くおさえてあり、まったく威圧感がな

い。色彩的にも、透明なガラス張りとコルテン鋼の茶褐色の屋根が、

背景の山の緑と際立った調和をみせている。一見、注意していない

と通り過ぎるほど目立たない控え目な建物だが、そのことが、いっ

たん入館したとき、内部の豪華さを一段と引き立たせる効果となっ

ている。まさにそこのところが出雲的だ。また、夕闇の北山のシル

エットのなかに、内部の照明がガラスごしに淡く光るのは、この上

もなく幻想的である。（藤岡大拙）
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しまね景観賞記録集
大賞受賞紹介

第15回大賞

宍
し ん

道
じ

湖
こ

夕日スポット

宍道湖のボリュームとのスケール感や自然材と光沢材のバランスが心地よい

所在地／松江市袖師町〜嫁島町　事業主体／国土交通省中国地方整備局松江国道事務所、NPO法人まちづくりネットワーク島根（ボランティア美化活動）

DATA

アクセス

設計者／㈱竹下技術コンサルタント、㈱三谷設計

施工者／カナツ技建工業㈱、㈱フクダ

概　要／工事延長（湖岸側）：約 450�

〈歩　　　道〉幅 3�、延長 760�

〈水 際 歩 道〉幅 3�、延長 400�

〈夕日テラス〉幅 4�、延長 110�

〈地下道上屋〉240 ㎡

完　成／平成 19年3月

14

袖師町

幸町
嫁が島

松江署松江署

松江合同青果

松徳学院

日本海テレビ

県立美術館

9

　斐伊川を源流とする宍道湖。静かで美しい。
　遠くかすむ山々の紫、萌える草の芽、夕焼けの茜色の空、何時見
ても飽きることは無い。宍道湖周辺に暮らす多くの人々は、「今日
は夕日が綺麗でしたね」「夕日見ましたか」などと日常の挨拶代わり
に交わすほど、親しみ慈しんでいる。
　この度、念願の夕日スポットが完成した。時分時ともなるとカメ
ラを持った人達が何処から現れるのか、湧いて出てくる感じ。100
人とも 200 人とも。その光景は異様なほどの賑わい。
　私の小学校時代は、泳いだり、藻葉や蜆（しじみ）を採って遊ん
だものだが、50 年も前のことである。ランドスケープとなってい
るお地蔵さんは何代目であろうか、健在で、スポットのシンボルと
して、写真に納まるのは嬉しい。
　地域の人々や、松江市デザイン委員会の方、各方面の NPO から
の様々なアイデアや提案を国土交通省がまとめられ出来上がったと
聞く。宍道湖のボリュームとのスケール感や、自然材と光沢材のバ
ランスも心地よい。横断地下道の明るさ、ゆったりとした空間、テ
ラスのシンプルさ、など細部にわたり暖かいデザインに仕上がって
いる。
　周辺の清掃には多くの企業、団体の方々が名乗りをあげ活動を始
められた様子。また、今後コンサートや市民ギャラリーで賑わうこ
とでしょう。（平本映子）
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受賞一覧 優秀賞 / 奨励賞 / 特別賞

第1回

・所 在 地　鹿足郡津和野町大字邑輝

・事業主体　㈲堀庭園

・所 在 地　松江市北堀町、奥谷町

・事業主体　松江市

第2回 公共土木事業部門

一般国道314号 奥出雲おろちループ
・所 在 地　仁多郡横田町大字八川（現奥出雲町）

・事業主体　建設省

・設 計 者　復建調査設計㈱

・施 工 者　トピー工業ă三井造船ă高田機工特別共同企業体

㈱中筋組、大豊建設㈱広島支店、住友建設㈱広島支店

（以上三井野大橋 1 号橋）、㈱錢高組広島支店

松江土建㈱、カナツ技建工業㈱（以上ループ 7 号橋）

第2回 公共建築物部門

糺
ただす

市営住宅
・所 在 地　安来市安来町 1293 番地

・事業主体　安来市

・設 計 者　田中正夫建築設計事務所・有限会社西賀

建築設計特別共同企業体

・施 工 者　丸永建設・平井建設特別共同企業体

第2回 まちなみ部門

塩
しお

見
み

縄
なわ

手
て

地区

第2回 公共土木事業部門

宍
しん

道
じ

湖
こ

ふれあいパーク
・所 在 地　八束郡玉湯町大字林村（現松江市）

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈳  島根県観光開発公社

㈱  LAT 環境設計事務所

・施 工 者　㈳  島根県観光開発公社、松江土建㈱

緑化・修景部門

東三
さん

瓶
べ

フラワーバレー事業
・所 在 地　飯石郡頓原町大字志津見（現飯南町）

・事業主体　志津見ダム対策同盟会

第1回 緑化・修景部門

堀家修景事業

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第1回 まちなみ部門

大森町町並み保存事業
・所 在 地　大田市大森町

・事業主体　大森町町並み保存対策協議会

第1回 まちなみ部門

高瀬川沿い町並み整備事業
・所 在 地　出雲市今市町

・事業主体　出雲高瀬川燈ろう流し協議会

第1回 公共土木事業部門

大浦橋
・所 在 地　邑智郡大和村大字長藤（現美郷町）

・事業主体　大和村

・設 計 者　セントラルコンサルタント㈱　広島支店

・施 工 者　㈱春本鐡工所

第1回 公共土木事業部門

三
み

刀
と

屋
や

川河川環境整備事業
・所 在 地　飯石郡三刀屋町大字三刀屋（現雲南市）

・事業主体　三刀屋町

・設 計 者　㈱ワールド測量設計

・施 工 者　梅木建設㈱

第1回 公共建築部門

出雲文化伝承館
・所 在 地　出雲市浜町

・事業主体　出雲市

・設 計 者　㈱馬庭建築設計事業所

・施 工 者　清水・御船特別共同企業体

第1回 公共建築部門

和鋼博物館
・所 在 地　安来市安来町

・事業主体　安来市

・設 計 者　㈲宮脇檀建築研究室

・施 工 者　清水建設・丸永建設特別共同企業体

第1回 民間建築物部門

浅野小児科医院
・所 在 地　松江市末次町

・事業主体　浅野小児科医院

・設 計 者　㈲環境計画建築研究所

・施 工 者　㈱伊藤工務店

第1回 民間建築物部門

隠
お き

岐海遊園
・所 在 地　隠岐郡西ノ島町大字美田

・事業主体　つる丸汽船観光㈲

・設 計 者　㈱寺本建築・都市研究所

・施 工 者　カナツ技建工業㈱

第1回 工作物部門

大社町サイン整備事業
・所 在 地　簸川郡大社町（現出雲市）

・事業主体　大社町

・設 計 者　島根大学教育学部　教授 石野　眞

・施 工 者　㈲ぼっくす

第1回 工作物部門

THE WEST HORIZON
・所 在 地　浜田市野原町

・事業主体　島根県

・設 計 者　東京芸術大学美術学部

美術学部長 澄川　喜一

・施 工 者　黒髪石材㈱
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受賞一覧

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第2回 公共建築物部門

益田パルカディア・インテリジェン
スセンター（益田市立図書館）
・所 在 地　益田市常磐町8番6号

・事業主体　益田市
・設 計 者　益田パルカディアăインテリジェンスセンター設計プ

ロジェクトチーム（万建築計画室・岡崎建築設計事
務所・増野建築設計事務所・大石建築設計事務所・佐々
木建築設計事務所・㈱総合技研設計）

・施 工 者　清水建設・豊國建設特別共同企業体

第2回 工作物部門

くにびきメッセ　モニュメント
・所 在 地　松江市西川津町3669番地

・事業主体　島根県

・設 計 者　倉澤　實

・施 工 者　㈱オブジェ

第2回 緑化・修景部門

島根医科大学築
つい

地
じ

松
まつ

・所 在 地　出雲市塩冶町 89 番地 1

・事業主体　島根医科大学

第2回 緑化・修景部門

斐川町築
つい

地
じ

松
まつ

・所 在 地　簸川郡斐川町全域

・事業主体　斐川町

第3回 まち・みどり部門奨励賞

松江大橋川沿いの柳並木通り
・所 在 地　松江市東本町

・事業主体　松江市

・設 計 者　益美測量設計㈱

・施 工 者　㈱庭の川島

第3回 まち・みどり部門特別賞

村上家隠岐しゃくなげ園
・所 在 地　隠岐郡五箇村大字郡（現隠岐の島町）

・事業主体　村上八束

第3回 土木施設部門優秀賞

白潟公園
・所 在 地　松江市灘町

・事業主体　松江市

・設 計 者　㈱  LAT 環境設計事務所

・施 工 者　松江土建㈱

㈲みどり建設

㈲岡本石材店

第3回 土木施設部門優秀賞

津和野川こいの散歩道
・所 在 地　鹿足郡津和野町大字後田

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱大建コンサルタント

・施 工 者　㈱ 栗栖組

第3回 土木施設部門奨励賞

くすのき広場
・所 在 地　出雲市大津町

・事業主体　出雲市

・設 計 者　㈲ナック建築事務所

・施 工 者　㈱タケダ造園

第3回 土木施設部門奨励賞

荒
こう

神
じん

谷
だに

史跡公園
・所 在 地　簸川郡斐川町大字神庭

・事業主体　斐川町

・設 計 者　㈱景観設計研究所

㈱コスモ建設コンサルタント

・施 工 者　㈱フクダ

第3回 一般建築物部門優秀賞

八
や

束
つか

町庁舎
・所 在 地　八束郡八束町大字波入 2060（現松江市）

・事業主体　八束町

・設 計 者　㈲ナック建築事務所

・施 工 者　清水建設・松江土建特別共同企業体

第3回 一般建築物部門優秀賞

森 外記念館
・所 在 地　鹿足郡津和野町大字町田

・事業主体　津和野町

・設 計 者　㈱宮本忠長建築設計事務所

・施 工 者　㈱森本建設

第3回 一般建築物部門奨励賞

中国デザイン専門学校
横田町セミナーハウス
・所 在 地　仁多郡横田町大字稲原 2074-2（現奥出雲町）

・事業主体　中国デザイン専門学校

・設 計 者　㈲楢村徹設計室

・施 工 者　㈱安部建設

第3回 個人住宅部門奨励賞

高橋正訓邸
・所 在 地　松江市上乃木 1-22-22

・事業主体　高橋正訓

・設 計 者　㈱寺本建築・都市研究所

・施 工 者　㈱増原産業建設

第3回 工作物・その他部門優秀賞

ぐるっと松江・レイクライン
・所 在 地　松江市

・事業主体　松江市

・設 計 者　日野自動車販売㈱

第3回 工作物・その他部門奨励賞

ミルキーウェイ・ホール
・所 在 地　江津市江津町 1110-17

・事業主体　江津市

・設 計 者　高松伸建築設計事務所

・施 工 者　㈱中電工

19



受賞一覧優秀賞/奨励賞 /特別賞

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第4回 まち・みどり部門優秀賞

京店周辺整備事業
・所 在 地　松江市末次本町外 3町

・事業主体　松江市

・設 計 者　中電技術コンサルタント㈱

・施 工 者　清水建設・カナツ技建特別共同企業体

第4回 まち・みどり部門優秀賞

佐田すばるプラン

須
す さ

佐神話ゾーン整備事業
・所 在 地　簸川郡佐田町大字原田 737（現出雲市）

・事業主体　佐田町

・設 計 者　㈲チーム、ズー鰐、㈱馬庭建築設計事務所、島建コ

ンサルタント㈱

・施 工 者　佐田建設㈲、今岡工業㈱、岩崎建設㈲

第4回 一般建築物部門優秀賞

メテオプラザ
（七類港多目的ターミナルビル）
・所 在 地　八束郡美保関町大字七類 3246−1（現松江市）

・事業主体　美保関町、島根県

・設 計 者　高松伸建築設計事務所

・施 工 者　㈱竹中工務店広島支店

第4回 一般建築物部門優秀賞

金
かな

屋
や ご

子神話民俗館及び案内サイン
・所 在 地　能義郡広瀬町西比田 213-2（現安来市）

・事業主体　広瀬町

・設 計 者　㈱寺本建築・都市研究所

・施 工 者　松江土建㈱

㈱響コーポレーション

第4回 一般建築物部門奨励賞

浜田市世界こども美術館
・所 在 地　浜田市野原町 859 −1

・事業主体　浜田市

・設 計 者　高松伸建築設計事務所

・施 工 者　㈱鴻池組

第4回 一般建築物部門奨励賞

羽
は

須
す

美
み

村立羽須美中学校
・所 在 地　邑智郡羽須美村大字阿須那 123（現邑南町）

・事業主体　羽須美村

・設 計 者　㈲ナック建築事務所

・施 工 者　鴻池組・日高工務店特別共同企業体

第4回 一般建築物部門奨励賞

今井美術館
・所 在 地　邑智郡桜江町大字川戸 472−1（現江津市）

・事業主体　今井産業㈱

・設 計 者　㈱尾川建築設計事務所

・施 工 者　今井産業㈱

第4回 個人住宅部門奨励賞

西林木の家
・所 在 地　出雲市西林木町 35−3

・設 計 者　龜谷清＋㈲ナック建築事務所

・施 工 者　㈲石川工務店

第4回 工作物・その他部門特別賞

平田市と木次町における公園整
備活動
・財団所在地　大原郡木次町大字山方 271−13

（現雲南市）

・事業主体　㈶ホシザキグリーン財団

第5回 まち・みどり部門優秀賞

馬木北町まちなみづくり活動
・所 在 地　出雲市馬木北町

・事業主体　馬木北景観保全組合

第5回 土木施設部門優秀賞

玉湯川県単独砂防環境整備事業
・所 在 地　八束郡玉湯町玉造（現松江市）

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱日本海技術コンサルタンツ

・施 工 者　まるなか建設㈱

湖南土建㈱

第5回 土木施設部門優秀賞

黒田川県単独砂防整備事業
・所 在 地　能義郡広瀬町西比田（現安来市）

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱ワールド測量設計

・施 工 者　㈲山本工業

㈲足立組

第5回 土木施設部門奨励賞

白潟天満宮前ロータリー広場
・所 在 地　松江市天神町

・事業主体　松江市

・設 計 者　松江市

・施 工 者　樹徳産業㈱

松浦造園㈱

第5回 一般建築物部門優秀賞

林間劇場しいの実シアター
・所 在 地　八束郡八雲村大字平原 481−1（現松江市）

・事業主体　八雲村

・設 計 者　㈲峯建築設計事務所

・施 工 者　一畑工業㈱

第5回 一般建築物部門奨励賞

はすみ文化プラザ
・所 在 地　邑智郡羽須美村大字阿須那 153 番地 1（現邑南町）

・事業主体　羽須美村

・設 計 者　飯田善四郎建築設計室

・施 工 者　今井産業・日高工務店特別共同企業体

第5回 工作物・その他部門優秀賞

出雲国風土記道しるべ事業
・所 在 地　出雲部

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱エムシー・スクエア

・施 工 者　㈱エムシー・スクエア
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受賞一覧

第5回 個人住宅部門奨励賞

並河家土蔵改修
・所 在 地　安来市安来町西小路 1689

・事業主体　並河　勉

・設 計 者　建築設計事務所飴屋工房

・施 工 者　㈱ビー・アール・シーさんそ

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第5回 個人住宅部門奨励賞

中島邸
・所 在 地　出雲市東林木町 473−5

・事業主体　中島俊夫

・設 計 者　宇佐美建築設計室

・施 工 者　㈱御船組、㈲宇佐見組

第5回 工作物・その他部門奨励賞

自動販売機等修景
・所 在 地　大田市大森町駒の足ハ 187

・事業主体　玉留屋　渡加一生

・設 計 者　大田市

・施 工 者　田中建設

第6回 まち・みどり部門奨励賞

松江大橋南詰め（八軒屋）公園
（通称：源助公園）

・所 在 地　松江市八軒屋町

・事業主体　松江市

・設 計 者　㈲ランドシステム計画研究所

・施 工 者　㈲みどり建設

第6回 まち・みどり部門奨励賞

古代出雲王陵の丘景観づくり活動
・所 在 地　安来市荒島町字造山・向山

・事業主体　荒島地区活性化推進協議会

第6回 まち・みどり部門奨励賞

重
しげ

国
くに

住宅団地
・所 在 地　仁多郡横田町大字下横田（現奥出雲町）

・事業主体　横田町大市重国常会

第6回 まち・みどり部門特別賞

舟つきの松とその周辺
・所 在 地　松江市南田町 151

・事業主体　野津茂人

第6回 土木施設部門奨励賞

五右衛門川多自然型川づくり
・所 在 地　簸川郡斐川町直江・上直江

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱コスモ建設コンサルタント

㈱M環境設計室

・施 工 者　㈱フクダ、㈲飯塚組、

㈲協立工業、飯野建設、

ヒカワ工業㈲、㈲坂田土建、㈲高橋造園、

寿産業㈱、南風園

第6回 一般建築物部門優秀賞

大田市立図書館
・所 在 地　大田市大田町大田イ 113―2

・事業主体　大田市

・設 計 者　㈲ナック建築事務所

・施 工 者　青木組・はたの産業特別共同企業体、はたの産業㈲

山陰スプリット工業㈲

第6回 一般建築物部門優秀賞

悠
ゆう

邑
ゆう

ふるさと会館＋かわもと音
おと

戯
ぎ

館
かん

・所 在 地　邑智郡川本町大字川本 332―15

・事業主体　邑智郡町村総合事務組合、川本町

・設 計 者　㈱新居千秋都市建築設計事務所

・施 工 者　大林組・今井産業特別共同企業体

㈲大国造園土木、㈱大林組

第6回 個人住宅部門奨励賞

堀江邸
・所 在 地　江津市浅利町 141 番地

・事業主体　堀江　一

・設 計 者　㈲山田建築事務所事務所

・施 工 者　今井産業㈱

第6回 個人住宅部門奨励賞

城市家
・所 在 地　益田市七尾町 10―39

・事業主体　城市陽子

・設 計 者　㈲万設計

・施 工 者　大畑建設㈱

第6回 工作物・その他部門優秀賞

山代二子塚古墳
・所 在 地　松江市山代町 470―1

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱文化財保存計画協会

・施 工 者　島根県住宅供給公社

第6回 工作物・その他部門優秀賞

堀川遊覧
・所 在 地　松江市黒田町　ほか

・事業主体　松江市

第7回 土木施設部門優秀賞

小田川県単独砂防環境整備事業
・所 在 地　飯石郡赤来町大字小田（現飯南町）

・事業主体　島根県

・設 計 者　日発技研㈱

・施 工 者　松田建設㈱

㈲渡辺建設

第7回 工作物・その他部門優秀賞

JR木次線トロッコ列車
「奥出雲おろち号」
・運行区間　JR木次線木次駅〜備後落合駅間 60.8��

・事業主体　西日本旅客鉄道㈱米子支社、木次線強化促進協議会

・設 計 者　島根デザイン専門学校　加本千佳講師
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受賞一覧優秀賞/奨励賞 /特別賞

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第7回 土木施設部門奨励賞

石
いわ

見
み

やかみ地区県営ふるさと水と
土ふれあい事業
・所 在 地　邑智郡石見町大字矢上（現邑南町）

・事業主体　島根県

・設 計 者　島根県土地改良事業団体連合会

・施 工 者　㈱溝辺組

第6回 一般建築物部門奨励賞

道の駅「シルクウェイにちはら・
リバーサイド鮎のよりみち」
・所 在 地　鹿足郡日原町大字池村 1997 番地 4（現津和野町）

・事業主体　日原町、島根県

・設 計 者　㈱丹青社

・施 工 者　大畑建設㈱、堀建設㈱

第7回 一般建築物部門奨励賞

津和野郵便局
・所 在 地　鹿足郡津和野町大字後田ロ 297

・事業主体　中国郵政局

・設 計 者　中国郵政局

・施 工 者　大畑建設㈱

第7回 個人住宅部門奨励賞

橋本家住宅
・所 在 地　松江市石橋町 193

・事業主体　橋本広幸

・設 計 者　飯田善四郎建築設計室

・施 工 者　㈲石川工務店

第7回 個人住宅部門奨励賞

アトリエＨＥＡＲＴＨ
・所 在 地　大原郡大東町大字新庄 411−12（現雲南市）

・事業主体　村上修二

・設 計 者　村上建築設計事務所

・施 工 者　㈲大社建設

第7回 工作物・その他部門特別賞

高津川の水制工作物「聖牛」
・所 在 地　益田市高津川奥田地区（安富・神田地区）

・事業主体　建設省中国地方建設局浜田工事事務所

・設 計 者　建設省中国地方建設局浜田工事事務所

・施 工 者　日新建設㈱

第8回 まち・みどり部門優秀賞

麓
ろくごう

耕つつじの里
・所 在 地　鹿足郡津和野町大字耕田

・事業主体　津和野町麓耕自治会景観整備実行委員会

第8回 まち・みどり部門優秀賞

美保関青石畳通り
・所 在 地　八束郡美保関町美保関（現松江市）

・事業主体　美保関町商工会

まち・みどり部門奨励賞

町道岐
き く

久海岸線の土留擁壁及び
切土法面緑化
・所 在 地　簸川郡多伎町（現出雲市）

・事業主体　多伎町

・設 計 者　㈱藤井基礎設計事務所

・施 工 者　今岡工業㈱、㈲立脇土建、㈱中筋組

第8回 土木施設部門優秀賞

沖泊漁港漁業集落道
・所 在 地　八束郡島根町沖泊地内（現松江市）

・事業主体　島根町

・設 計 者　（財）漁港漁村建設技術研究所

・施 工 者　カナツ技建工業㈱

第8回 土木施設部門奨励賞

ウォーキング・トレイルはにわロード
・所 在 地　松江市佐草町〜大庭町

・事業主体　松江市

・設 計 者　㈱ LAT環境設計事務所山陰支店

・施 工 者　㈲松雲建設興業

第8回 公共建築物部門優秀賞

大社文化プレイス
・所 在 地　簸川郡大社町杵築南（現出雲市）

・事業主体　大社町

・設 計 者　㈱伊藤豊雄建築設計事務所

・施 工 者　鴻池組山陰支店・中筋組・岩成工業特別共同企業体

第8回 民間建築物部門奨励賞

みずほ楽器
・所 在 地　浜田市浅井町

・事業主体　㈲みずほ楽器

・設 計 者　村上徹建築設計事務所

・施 工 者　今井産業㈱

第8回 民間建築物部門奨励賞

総合福祉施設ミレ青山
・所 在 地　江津市二宮町神主

・事業主体　社会福祉法人いわみ福祉会

・設 計 者　㈱沖本初建築設計事務所

・施 工 者　㈱原工務所

第7回 まち・みどり部門奨励賞

忌
いん

部
べ

花街道
・所 在 地　松江市忌部地区

・事業主体　忌部まちづくり推進委員会

第7回 まち・みどり部門奨励賞

松江市立第一中学校周辺の
並木及び石積み整備
・所 在 地　松江市外中原町 46 番地

・事業主体　松江市

・設 計 者　松江市

・施 工 者　㈱庭の川島

㈲永野造園
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受賞一覧

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第10回 まち・みどり部門奨励賞

赤ハゲ山の野大根

・所 在 地　隠岐郡知夫村

・事業主体　知夫村畜産婦人部

第9回 個人住宅部門奨励賞

小村邸
・所 在 地　平田市平田町（現出雲市）

・事業主体　小村俊美

・設 計 者　石川建築設計事務所

・施 工 者　井上建築

第9回 工作物・その他部門奨励賞

斐川町田園空間博物館
施設案内板
・所 在 地　簸川郡斐川町内

・事業主体　斐川町

・設 計 者　㈱エムシー・スクエア

・施 工 者　川賀石材店

第9回 民間建築物部門奨励賞

出
しゅっさい

西窯
がま

無
む

自
じ

性
しょうかん

館
・所 在 地　簸川郡斐川町出西

・事業主体　企業組合出西窯

・設 計 者　㈲江角建築事務所

・施 工 者　㈲高橋工務店

第9回 民間建築物部門奨励賞

松江北堀美術館
・所 在 地　松江市北堀町

・事業主体　松江北堀美術館

・設 計 者　㈲ナック建築事務所

・施 工 者　相互建設㈱

第9回 土木施設部門奨励賞

匹見川　床止工
・所 在 地　（右岸）益田市横田町地先

（左岸）益田市神田町地先

・事業主体　国土交通省中国地方整備局浜田工事事務所

・設 計 者　㈱建設技術研究所中国支社

・施 工 者　開成建設㈱

第9回 土木施設部門奨励賞

矢
や

上
かみ

　鹿
かね

子
こ

原
ばら

新
しんづつみ

堤
・所 在 地　邑智郡石見町矢上（現邑南町）

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱荒谷建設コンサルタント

・施 工 者　㈲左右田建設、今井産業㈱

公共建築物部門優秀賞

安
あん

野
の

光
みつ

雅
まさ

美術館
・所 在 地　鹿足郡津和野町後田

・事業主体　津和野町

・設 計 者　㈱番匠設計

・施 工 者　戸田建設、松本建設特別共同企業体

公共建築物部門奨励賞

石
せきしょう

正美術館
・所 在 地　那賀郡三隅町古市場（現浜田市）

・事業主体　三隅町

・設 計 者　金多　潔

・施 工 者　㈱大本組山陰営業所、第一建設工業㈱

第9回

第9回

第9回 まち・みどり部門奨励賞

原山　雲海ロード
・所 在 地　邑智郡石見町矢上（現邑南町）

・事業主体　原山山野草グループ

第9回 土木施設部門優秀賞

津和野　殿町通り
・所 在 地　鹿足郡津和野町後田

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱ウエスコ島根支社

・施 工 者　㈲山田土木、大成電気水道工業㈱

第8回 個人住宅部門奨励賞

曽田邸
・所 在 地　八束郡美保関町大字千酌（現松江市）

・事業主体　曽田康男

・設 計 者　建築設計事務所飛鳥工房

・施 工 者　㈱タニシ

第8回 工作物・その他部門奨励賞

ヘルンの道整備　文豪記念碑サイン
・所 在 地　松江市内中原町

・事業主体　松江市

・設 計 者　㈱アテナ

・施 工 者　㈱庭の川島

第10回 民間建築物部門優秀賞

なかむら館
・所 在 地　大田市大森町

・事業主体　中村ブレイス㈱

・施 工 者　㈲中島工務店

第10回 個人住宅部門優秀賞

後藤家（旧宮田家）
・所 在 地　能義郡伯太町大字母里（現安来市）

・事業主体　後藤喜郎

・施 工 者　㈲後藤屋

第10回 工作物・その他部門優秀賞

熊
く ま が た に

ケ谷棚田
・所 在 地　那賀郡旭町大字都川（現浜田市）

・事業主体　藤澤　守
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受賞一覧 優秀賞 / 奨励賞 / 特別賞

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第10回 公共建築物部門奨励賞

承
じょうきゅう

久海
かいどう

道キンニャモニャセンター
・所 在 地　隠岐郡海士町大字福井

・事業主体　海士町

・設 計 者　㈱アズテック建築設計研究室

・施 工 者　松江土建㈱

第10回 民間建築物部門奨励賞

出雲湯村温泉元湯公衆浴場
・所 在 地　大原郡木次町大字湯村（現雲南市）

・事業主体　㈲湯乃上館

・設 計 者　㈲山久瀬建築設計事務所

・施 工 者　㈲伊達建設

第11回 まち・みどり部門優秀賞

城山稲荷参道前の通り
・所 在 地　松江市殿町

・事業主体　松江市殿町城山区自治会

第11回 土木施設部門優秀賞

ハーモニータウン汐彩の
親水護岸・遊歩道・植樹帯
・所 在 地　安来市汐手が丘

・事業主体　国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所、安来市、

島根県土地開発公社

・設 計 者　㈱シマダ技術コンサルタント

・施 工 者　平井建設㈱、りんかい日産建設㈱島根営業所

土木施設部門奨励賞

潮
うしおだに

谷川砂防工事
・所 在 地　邑智郡大和村大字長藤（現美郷町）

・事業主体　島根県、大和村

・設 計 者　イズテック㈱

・施 工 者　漆谷建設㈱

第11回 公共建築物部門優秀賞

斐川町立図書館
・所 在 地　簸川郡斐川町大字直江町

・事業主体　斐川町

・設 計 者　㈲藤原建築アトリエ

・施 工 者　㈱フクダ、㈱ヒカワ工業、㈲高橋造園

第11回 公共建築物部門奨励賞

中山間地域研究センター
・所 在 地　飯石郡赤来町上来島（現飯南町）

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱久米設計  広島事務所

・施 工 者　梅木建設㈱、㈱都間土建、㈱後藤建設、㈱田部

第11回 民間建築物部門奨励賞

一畑電鉄大津町駅
・運行開始　出雲市大津町

・事業主体　一畑電気鉄道㈱

・設 計 者　㈲奥原設計事務所

・施 工 者　一畑工業㈱

第11回 民間建築物部門奨励賞

松江しんじ湖温泉駅
・所 在 地　松江市中原町

・事業主体　一畑電気鉄道㈱

・設 計 者　田中正夫建築設計事務所

・施 工 者　一畑工業㈱

第11回 個人住宅部門奨励賞

多根の茅葺き屋根の民家
・所 在 地　飯石郡掛合町多根（現雲南市）

・事業主体　白築茂輝

第11回 工作物・その他部門奨励賞

美保関の屋号由来板
・所 在 地　八束郡美保関町美保関 青石畳通り（現松江市）

・事業主体　美保関町商工会

第11回 公共建築物部門優秀賞

仁摩町生涯学習センター・
仁摩図書館
・所 在 地　邇摩郡仁摩町大字仁万町（現大田市）

・事業主体　仁摩町

・設 計 者　㈱寺本建築・都市研究所

・施 工 者　㈱青木組

第12回 公共建築物部門優秀賞

出雲織・のき白鳥の里
・所 在 地　安来市沢町

・事業主体　安来市

・設 計 者　㈲ケーアイ建築設計安来支店

・施 工 者　㈱田中建設

第10回 土木施設部門奨励賞

軍
ぐんぺいだに

平谷東
ひがしだにがわ

谷川火山砂防工事
・所 在 地　大田市三瓶町大字志学

・事業主体　島根県

・設 計 者　日発技研㈱

・施 工 者　㈲志学建設

土木施設部門奨励賞

匹見川護岸工事
・所 在 地　益田市神田町

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱エイトコンサルタント

・施 工 者　㈱双葉工業

㈲石川建設

第10回 まち・みどり部門奨励賞

浜田美都線
「ハートフルロードしまね」

・所 在 地　那賀郡弥栄村大字野坂〜木都賀（現浜田市）

主要地方道浜田美都線（十国トンネル〜杵束保育所）4 ㎞

・事業主体　杵束地区コミュニティ活動活性化協議会
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受賞一覧

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第12回 民間建築物部門優秀賞

ブラハウスワークステーション
・所 在 地　大田市大森町

・事業主体　㈱石見銀山生活文化研究所

・設 計 者　㈱尾川建築設計事務所

・施 工 者　㈱竹中工務店広島支店

第12回 まち・みどり部門奨励賞

鷺
さ ぎ う ら

浦の集落
・所 在 地　簸川郡大社町鷺浦（現出雲市）

・事業主体　大社町鷺浦地区

まち・みどり部門奨励賞

青木にじが丘
・所 在 地　八束郡八雲村大字西岩坂（現松江市）

・事業主体　八雲村

第12回 土木施設部門奨励賞

信
し き

喜橋
・所 在 地　邑智郡美郷町信喜・潮

・事業主体　美郷町

・施 工 者　㈱鴻池組山陰支店

第12回 土木施設部門奨励賞

江津道路
・所 在 地　江津市

・事業主体　国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所

日本道路公団中国支社広島工事事務所

第12回 土木施設部門奨励賞

宍道湖ネイチャーランド湖岸堤
・所 在 地　平田市園町（現出雲市）

・事業主体　国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所

・設 計 者　㈶ホシザキグリーン財団、㈱古川コンサルタント

・施 工 者　㈱伏光組

・特別協力者　NPO 法人斐伊川流域環境ネットワーク（斐伊川く

らぶ）、平田市立平田小学校、平田市立東小学校、

平田市立檜山小学校、平田市立灘分小学校、平田

市立国富小学校、島根町立野波小学校

第12回 公共建築物部門奨励賞

海辺の多伎図書館
・所 在 地　簸川郡多伎町大字小田（現出雲市）

・事業主体　多伎町

・設 計 者　日建設計・三谷設計共同企業体

・施 工 者　㈱中筋組

第13回 まち・みどり部門優秀賞

木綿街道の町並み
・所 在 地　出雲市平田町

・事業主体　出雲市、高松奈津子、新町町内会、片原町町内会、

宮之町町内会、木綿街道の会、木綿街道商業振興会

・設 計 者　石川建築設計事務所、㈲江角建築事務所

・施 工 者　㈲持田建築、昭和開発工業㈱

第13回 土木施設部門優秀賞

志
し

津
つ

見
み

大橋
・所 在 地　飯石郡飯南町志津見

・事業主体　国土交通省中国地方整備局斐伊川・

神戸川総合開発工事事務所

・設 計 者　アジア航測㈱松江営業所

・施 工 者　志津見ダム志津見大橋上部工事オリエンタル建設・

富士ピー・エス特定建設工事共同企業体、㈱中筋組、

㈱トガノ建設、今井産業㈱

第13回 公共建築物部門優秀賞

荒
こう

神
じん

谷
だに

博物館
・所 在 地　簸川郡斐川町大字神庭

・事業主体　斐川町

・設 計 者　㈱トータルメディア開発研究所

・施 工 者　㈱フクダ

第13回 公共建築物部門優秀賞

旧割元庄屋　美濃地屋敷
・所 在 地　益田市匹見町道川

・事業主体　益田市

・設 計 者　㈱共同企画

・施 工 者　㈱大本組山陰営業所

第13回 民間建築物部門優秀賞

旅館ぬしや
・所 在 地　江津市有福温泉町

・事業主体　㈲ぬしや

・設 計 者　相生設計㈲

・施 工 者　今井産業㈱

第13回 まち・みどり部門奨励賞

中
な か  が う ち

垣内の棚田
・所 在 地　益田市中垣内町

・事業主体　中垣内中間の棚田を守る会

第13回 土木施設部門奨励賞

西ノ島大橋
・所 在 地　隠岐郡西ノ島町大字美田〜浦郷

・事業主体　島根県

・設 計 者　㈱千代田コンサルタント広島支店

・施 工 者　オリエンタル建設・鴻池組特別共同企業体 Ă 鴻池組・

金田建設特別共同企業体 Ă ㈱金田建設、㈱朝山組

第13回 土木施設部門奨励賞

斐伊川　木次水辺の楽校
・所 在 地　雲南市木次町新市

・事業主体　国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所、、雲南市

・設 計 者　㈱荒谷建設コンサルタント山陰支社

・施 工 者　大福工業㈱、今井産業㈱、山陰建設工業㈱

第13回 個人住宅部門奨励賞

高野の家
・所 在 地　浜田市長浜町

・事業主体　竹下由美子

・設 計 者　竹下純治

・施 工 者　宮田建設工業㈱

第12回
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第15回 民間建築物部門優秀賞

蔵 （々くらくら）

・運行開始　松江市殿町

・事業主体　角　輝夫

・設 計 者　㈱寺本建築・都市研究所

・施 工 者　㈱松工建設

第15回 まち・みどり部門奨励賞

上乃木のけやき通り
・所 在 地　松江市上乃木

・事業主体　西ノ原自治会、上乃木 2 区自治会連合会

受賞一覧 優秀賞 / 奨励賞 / 特別賞

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第13回 工作物その他・活動部門奨励賞

宍道湖景観を守るための嫁が島
保全管理活動
・所在地　松江市（嫁が島）

・事業主体　 NPO 法人まちづくりネットワーク島根

（ボランティアの方々）

第13回 工作物その他・活動部門奨励賞

花とヨシに託す宍道湖岸の
景観づくり
・所 在 地　松江市大垣町

・事業主体　 NPO法人斐伊川流域環境ネットワーク（斐伊川くらぶ）、

松江市立秋鹿小学校、松江市立中島小学校、

秋鹿地区布川寿会、松江市秋鹿公民館

第14回 まち・みどり部門優秀賞

鉄の歴史村の町並み
・所 在 地　雲南市吉田町吉田

・事業主体　吉田町まち並委員会

第14回 土木施設部門優秀賞

寺町地区のまちなみ環境整備
事業
・所 在 地　松江市寺町

・事業主体　松江市

・設 計 者　㈱ LAT 環境設計事務所山陰支店

・施 工 者　㈱松陽建設、㈲大正土木、東建設㈱、太陽工業㈲、

㈲大喜土建、日発工業㈱

第14回 公共建築物部門優秀賞

松江市営住宅　荻田団地
・所 在 地　松江市宍道町佐々布

・事業主体　松江市

・設 計 者　㈱寺本建築・都市研究所

・施 工 者　カナツ技建工業㈱、㈱増原産業建設

第14回 工作物その他・活動部門優秀賞

掛戸松島の一本松再生
・所 在 地　大田市久手町波根西

・事業主体　 久手町自治会連合会、久手町商工振興会、

久手町観光開発協会、久手公民館

・施 工 者　小谷造園

第14回 まち・みどり部門奨励賞

パークタウン出雲
・所 在 地　出雲市今市町

・事業主体　島根県住宅供給公社

第14回 土木施設部門奨励賞

江島大橋
・所 在 地　松江市八束町〜鳥取県境港市
・事業主体　国土交通省中国地方整備局境港湾・空港整備事務所
・設 計 者　㈱日本港湾コンサルタント、㈱日本構造橋梁研究所大阪支社
・施 工 者　五洋・東亜・佐伯特定建設工事共同企業体、東洋・若築・りんかい特定建

設工事共同企業体、鹿島・ピーエス・川田特定建設工事共同企業体、大林・住友・安
部特定建設工事共同企業体、鴻池・日産・日本ピーエス特定建設工事共同企業体、オリ
エンタル建設㈱広島支店、㈱淺沼組広島支店、松尾建設㈱広島支店、大豊建設㈱広
島支店、㈱青木建設広島支店、不動建設㈱広島支店、㈱新井組広島支店、極東・富士・
ドーピー特定建設工事共同企業体、大成・竹中・大日本特定建設工事共同企業体

第14回 民間建築物部門奨励賞

A��� 山陰
・所 在 地　松江市西津田

・事業主体　山陽自動車㈱

・設 計 者　永森建築事務所

・施 工 者　㈱鴻池組山陰支店

第14回 民間建築物部門奨励賞

荒木文之助商店
・所 在 地　松江市天神町

・事業主体　㈲荒木文之助商店

・施 工 者　カナツ技建工業㈱

第14回 個人住宅部門奨励賞

藤野邸
・所 在 地　隠岐郡隠岐の島町久見

・事業主体　藤野孝夫

・設 計 者　㈱吉崎工務店

・施 工 者　㈱吉崎工務店

第14回 個人住宅部門奨励賞

伊藤邸
・所 在 地　簸川郡斐川町大字荘原町

・事業主体　伊藤文子

・設 計 者　設計トトロ

・施 工 者　㈲高橋工務店

第15回 まち・みどり部門優秀賞

山
さん

王
のう

寺
じ

の棚田
・所 在 地　雲南市大東町山王寺

・事業主体　山王寺本郷棚田実行委員会（委員数16人）

第15回 土木施設部門優秀賞

主要地方道川本波
は た

多線邑
おお

智
ち

大橋
・所 在 地　邑智郡美郷町粕渕

・事業主体　島根県

・設 計 者　セントラルコンサルタント㈱西日本支社

・施 工 者　オリエンタル建設㈱松江営業所、㈱江ノ川開発、

大社建設㈱、今井産業㈱
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受賞一覧

注）受賞物件の写真は、受賞時に撮影されたものです。事業団体、設計者等の名称は受賞当時のものです。

第14回 まち・みどり部門奨励賞

木次大橋と周辺河川環境
・所 在 地　雲南市木次町里方〜下熊谷

・事業主体　雲南市

第15回 民間建築物部門奨励賞

路庵（ろあん）
・所 在 地　大田市温泉津町温泉津

・事業主体　㈲小川商店

・設 計 者　ARCHIT-LINE D���
� O		���

・施 工 者　茅島工務店

第15回 工作物その他・活動部門奨励賞

松江城二ノ丸のなんじゃもんじゃと
松江洞陀羅会（どうだらかい）
・所 在 地　松江市殿町

・事業主体　松江洞陀羅会（会員数：46 名）

第15回 工作物その他・活動部門奨励賞

津和野の魅力ある夜の
景観づくり活動
・所 在 地　鹿足郡津和野町後田

・事業主体　あれとい屋（会員数：40 名）

第15回 公共建築物部門特別賞

松江高専「学びの庭」
・所 在 地　松江市西生馬町

・事業主体　独立行政法人国立高等専門学校機構

松江工業高等専門学校

・設 計 者　㈱ NTT ファシリティーズ中国支店

・施 工 者　㈱鴻池組山陰支店
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●松江市（48）

蘆浅野小児科医院(第1回/民間建築物)
蘆塩見縄手地区(第2回/まちなみ）
蘆宍道湖ふれあいパーク(第2回/公共土木)
蘆くにびきメッセモニュメント(第2回/工作物)
蘆白潟公園(第3回/土木施設/優秀賞)
蘆八束町庁舎(第3回/一般建築物/優秀賞)
蘆ぐるっと松江・レイクライン(第3回/工作物・その他/優秀賞)
蘆松江大橋川沿い柳並木通り(第3回/まち・みどり/奨励賞)
蘆高橋正訓邸(第3回/個人住宅/奨励賞）
蘆モニュメント・ミュージアム　来待ストーン(第4回/大賞)
蘆京店周辺整備事業(第4回/まち・みどり/優秀賞)
蘆メテオプラザ(七類港多目的ターミナルビル)(第4回/一般建築物
/優秀賞)
蘆玉湯川県単独砂防環境整備事業(第5回/土木施設/優秀賞)
蘆林間劇場しいの実シアター(第5回/一般建築物/優秀賞)
蘆出雲国風土記　道しるべ事業(第5回/工作物・その他/優秀賞）
蘆白潟天満宮前ロータリー広場(第5回/土木施設/奨励賞)
蘆山代二子塚古墳(第6回/工作物・その他/優秀賞)
蘆堀川遊覧(第6回/工作物・その他/優秀賞)
蘆松江大橋南詰め(八軒屋)公園(通称：源助公園)(第6回/まち・みど
り/奨励賞)
蘆舟つきの松とその周辺(第6回/まち・みどり/特別賞)
蘆島根県立美術館・岸公園・宍道湖袖師親水型湖岸堤(第7回/大賞)
蘆忌部花街道(第7回/まち・みどり/奨励賞)
蘆松江市立第一中学校周辺の並木及び石積み整備(第7回/まち・み
どり/奨励賞)
蘆橋本家住宅(第7回/個人住宅/奨励賞)
蘆カラコロ工房(第8回/大賞)
蘆美保関青石畳通り(第8回/まち・みどり/優秀賞)
蘆沖泊漁港 漁業集落道(第8回/土木施設/優秀賞)
蘆ウォーキング・トレイル はにわロード(第8回/土木施設/奨励賞）
蘆曽田邸(第8回/個人住宅/奨励賞)
蘆ヘルンの道整備 文豪記念碑サイ(第8回/工作物・その他/奨励賞)
蘆松江北堀美術館(第9回/民間建築物/奨励賞)
蘆城山稲荷参道前の通り(第11回/まち・みどり/優秀賞)
蘆松江しんじ湖温泉駅(第11回/民間建築物/奨励賞)
蘆美保関の屋号由来板(第11回/工作物・その他/奨励賞)
蘆青木にじが丘(第12回/まち・みどり/奨励賞)
蘆田和山遺跡と共存する松江市保健医療福祉ゾーン(松江市立病
院・松江市保健福祉総合センター)(第13回/大賞)
蘆宍道湖景観を守るための嫁が島保全管理活動(第13回/工作物そ
の他・活動/奨励賞)
蘆花とヨシに託す宍道湖岸の景観づくり(第13回/工作物その他・
活動/奨励賞)
蘆寺町地区のまちなみ環境整備事業(第14回/土木施設/優秀賞)
蘆松江市営住宅荻田団地(第14回/公共建築物/優秀賞)
蘆江島大橋(第14回/土木施設/奨励賞)
蘆Audi山陰(第14回/民間建築物/奨励賞)
蘆荒木文之助商店(第14回/民間建築物/奨励賞)
蘆宍道湖夕日スポット(第15回/大賞)
蘆蔵々(第15回/民間建築物/優秀賞)
蘆上乃木のけやき通り(第15回/まち・みどり/奨励賞)
蘆松江城二ノ丸のなんじゃもんじゃと松江洞陀羅会(第15回/工作
物その他・活動/奨励賞)
蘆松江高専「学びの庭」(第15回/公共建築物/特別賞)

●浜田市（7）

蘆THE WEST HORIZON(第1回/工作物)
蘆浜田市世界こども美術館(第4回/一般建築物/奨励賞)
蘆みずほ楽器(第8回/民間建築物/奨励賞)

蘆石正美術館(第9回/公共建築物/奨励賞)
蘆熊ケ谷棚田(第10回/工作物・その他/優秀賞)
蘆浜田美都線「ハートフルロードしまね」(第10回/まち・みどり
/奨励賞)
蘆高野の家(第13回/個人住宅/奨励賞)

●出雲市（22）

蘆高瀬川沿い町並み整備事業(第1回/まちなみ)
蘆出雲文化伝承館(第1回/公共建築物)
蘆大社町サイン整備事業(第1回/工作物)
蘆島根医科大学築地松(第2回/緑化・修景)
蘆矢尾・日下景観づくり活動(第3回/大賞)
蘆くすのき広場(第3回/土木施設/奨励賞)
蘆佐田すばるプラン須佐神話ゾーン整備事業(第4回/まち・みどり
/優秀賞)
蘆西林木の家(第4回/個人住宅/奨励賞)
蘆平田市と木次町における公園整備活動(第4回/工作物・その他/特
別賞)
蘆馬木北町まちなみづくり活動(第5回/まち・みどり/優秀賞)
蘆中島邸(第5回/個人住宅/奨励賞)
蘆大社文化プレイス(第8回/公共建築物/優秀賞)
蘆町道岐久海岸線の土留擁壁及び切土法面緑化(第8回/まち・みど
り/奨励賞)
蘆小村邸(第9回/個人住宅/奨励賞)
蘆高瀬川周辺の整備事業(第11回/大賞)
蘆一畑電鉄大津町駅(第11回/民間建築物/奨励賞)
蘆鷺浦の集落(第12回/まち・みどり/奨励賞)
蘆宍道湖ネイチャーランド湖岸堤(第12回/土木施設/奨励賞)
蘆海辺の多伎図書館(第12回/公共建築物/奨励賞)
蘆木綿街道の町並み(第13回/まち・みどり/優秀賞)
蘆パークタウン出雲(第14回/まち・みどり/奨励賞）
蘆島根県立古代出雲歴史博物館(第15回/大賞)

●益田市（9）

蘆益田パルカディア・インテリジェンスセンター(第2回/公共建築
物)
蘆城市家(第6回/個人住宅/奨励賞)
蘆高津川の水制工作物「聖牛」(第7回/工作物・その他/特別賞)
蘆匹見川床止工(第9回/土木施設/奨励賞)
蘆匹見川護岸工事(第10回/土木施設/奨励賞)
蘆旧割元庄屋　美濃地屋敷(第13回/公共建築物/優秀賞)
蘆中垣内の棚田(第13回/まち・みどり/奨励賞)
蘆水仙の花咲く里づくり(第14回/大賞)
蘆島根県芸術文化センターグラントワ(第14回/大賞)

●大田市（9）

蘆大森町町並み保存事業(第1回/まちなみ)
蘆自動販売機等修景(第5回/工作物・その他/奨励賞)
蘆大田市立図書館(第6回/一般建築物/優秀賞)
蘆なかむら館(第10回/民間建築物/優秀賞)
蘆軍平谷東谷川火山砂防工事(第10回/土木施設/奨励賞)
蘆仁摩町生涯学習センター・仁摩図書館(第12回/公共建築物/優秀
賞)
蘆ブラハウスワークステーション(第12回/民間建築物/優秀賞)
蘆掛戸松島の一本松再生(第14回/工作物その他・活動/優秀賞)
蘆路庵(第15回/民間建築物/奨励賞)

受賞一覧
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●安来市（9）

蘆和鋼博物館(第1回/公共建築物)
蘆糺市営住宅(第2回/公共建築物)
蘆金屋子神話民俗館及び案内サイン(第4回/一般建築物/優秀賞)
蘆黒田川県単独砂防整備事業(第5回/土木施設/優秀賞)
蘆並河家土蔵改修(第5回/個人住宅/奨励賞)
蘆古代出雲王陵の丘景観づくり活動(第6回/まち・みどり/奨励賞)
蘆後藤家(旧宮田家)(第10回/個人住宅/優秀賞)
蘆ハーモニータウン彩の親水護岸・遊歩道・植樹帯(第11回/土木施
設/優秀賞)
蘆出雲織・のき白鳥の里(第12回/公共建築物/優秀賞)

●江津市（7）

蘆ミルキーウェイ・ホール(第3回/工作物・その他/奨励賞)
蘆今井美術館(第4回/一般建築物/奨励賞)
蘆水ふれあい公園「水の国」(第5回/大賞)
蘆堀江邸(第6回/個人住宅/奨励賞)
蘆総合福祉施設ミレ青山(第8回/民間建築物/奨励賞)
蘆江津道路(第12回/土木施設/奨励賞)
蘆旅館ぬしや(第13回/民間建築物/優秀賞)

●雲南市（10）

蘆三刀屋川河川環境整備事業(第1回/公共土木)
蘆平田市と木次町における公園整備活動(第4回/工作物・その他/特
別賞)
蘆ＪＲ木次線トロッコ列車「奥出雲おろち号」(第7回/工作物・その
他/優秀賞)
蘆アトリエHEARTH(第7回/個人住宅/奨励賞)
蘆出雲湯村温泉元湯公衆浴場(第10回/民間建築物/奨励賞)
蘆多根の茅葺き屋根の民家(第11回/個人住宅/奨励賞)
蘆斐伊川　木次水辺の楽校(第13回/土木施設/奨励賞)
蘆鉄の歴史村の町並み(第14回/まち・みどり/優秀賞)
蘆山王寺の棚田(第15回/まち・みどり/優秀賞)
蘆木次大橋と周辺河川環境(第15回/まち・みどり/奨励賞)

●奥出雲町（3）

蘆一般国道314号　奥出雲おろちループ(第2回/公共土木)
蘆中国デザイン専門学校横田町セミナーハウス(第3回/一般建築物
/奨励賞)
蘆重国住宅団地(第6回/まち・みどり/奨励賞)

●飯南町（5）

蘆東三瓶フラワーバレー事業(第1回/緑化・修景)
蘆ダム建設に伴い、移築された住宅(第6回/大賞)
蘆小田川県単独砂防環境整備事業(第7回/土木施設/優秀賞)
蘆中山間地域研究センター(第11回/公共建築物/奨励賞)
蘆志津見大橋(第13回/土木施設/優秀賞)

●斐川町（9）

蘆斐川町築地松(第2回/緑化・修景)
蘆荒神谷史跡公園(第3回/土木施設/奨励賞)
蘆五右衛門川多自然型川づくり(第6回/土木施設/奨励賞)
蘆出西窯無自性館(第9回/民間建築物/奨励賞)
蘆斐川町田園空間博物館　施設案内版(第9回/工作物・その他/奨励
賞)
蘆原鹿の旧豪農屋敷(第10回/大賞)
蘆斐川町立図書館(第11回/公共建築物/優秀賞)

蘆荒神谷博物館(第13回/公共建築物/優秀賞)
蘆伊藤邸(第14回/個人住宅/奨励賞）

●川本町（1）

蘆悠邑ふるさと会館＋かわもと音戯館(第6回/一般建築物/優秀賞)

●美郷町（4）

蘆大浦橋(第1回/公共土木)
蘆潮谷川砂防工事(第11回/土木施設/奨励賞)
蘆信喜橋(第12回/土木施設/奨励賞)
蘆主要地方道川本波多線 　邑智大橋(第15回/土木施設/優秀賞)

●邑南町（5）

蘆羽須美村立羽須美中学校(第4回/一般建築物/奨励賞)
蘆はすみ文化プラザ(第5回/一般建築物/奨励賞)
蘆石見やかみ地区県営ふるさと水と土ふれあい事業(第7回/土木施
設/奨励賞)
蘆原山　雲海ロード(第9回/まち・みどり/奨励賞)
蘆矢上　鹿子原新堤(第9回/土木施設/奨励賞)

●津和野町（9）

蘆堀家修景事業(第1回/緑化・修景)
蘆津和野川こいの散歩道(第3回/土木施設/優秀賞)
蘆森 外記念館(第3回/一般建築物/優秀賞)
蘆道の駅「シルクウェイにちはら・リバーサイド鮎のよりみち」(第
7回/一般建築物/奨励賞)
蘆津和野郵便局(第7回/一般建築物/奨励賞)
蘆麓耕つつじの里(第8回/まち・みどり/優秀賞)
蘆津和野　殿町通り(第9回/土木施設/優秀賞)
蘆安野光雅美術館(第9回/公共建築物/優秀賞)
蘆津和野の魅力ある夜の景観づくり活動(第15回/工作物その他・
活動/奨励賞)

●吉賀町（1）

蘆大井谷の棚田(第9回/大賞)

●海士町（1）

蘆承久海道キンニャモニャセンター(第10回/公共建築物/奨励賞)

●西ノ島町（2）

蘆隠岐海遊園(第1回/民間建築物)
蘆西ノ島大橋(第13回/土木施設/奨励賞)

●知夫村（1）

蘆赤ハゲ山の野大根(第10回/まち・みどり/奨励賞)

●隠岐の島町（2）

蘆村上家隠岐しゃくなげ園(第3回/まち・みどり/特別賞)
蘆藤野邸(第14回/個人住宅/奨励賞)
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