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日本風景選集より

「出雲　安来清水」
大正15（1926）年　多色木版・紙
（島根県立美術館収蔵）

安来清水寺は、用明天皇2（587）年、尊隆上人によって開かれた

天台宗の古刹。本作は川瀬巴水が日本各地を取材し、名所風景を

あらわした《日本風景選集》（36図）のうちのひとつ。雪の舞い散

る真冬の清水寺を主題とし、画面からは凍てつくような寒さと、

山陰随一の三重塔の凛とした美しさが伝わる。巴水は風景を描

写する際、その場所がもっとも魅力的にみえる季節や時間帯を

選んだ。巴水の目の奧には、白い雪に映える塔の赤が色濃く印象

に残ったことが伺える。

川瀬巴水（かわせ はすい） 明治16（1883）年～昭和32（1957）年
東京芝に生まれる。洋画と日本画を学び、1910年、鏑木清方に入門。
「巴水」の号を与えられる。1918年、伊東深水の木版画《近江八景》を
見て版画への関心を寄せ、同年、塩原に題材をとった3点の版画作品
を発表して以降、1957年に没するまで、風景版画に情熱を燃やし続
けた。浮世絵版画の伝統手法を生かしつつも、新しい版画の可能性を
見いだし、詩情豊かな風景版画の名作を数多く生み出した。

●表紙のご紹介
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所 在 地／出雲市大社町杵築東
事業主体／島根県
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裃（本館：9,051.5裃、体験

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

体験工房：155.1裃、その他：124.6裃）
完　　成　平成19年3月

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

島根県立
古代出雲歴史博物館

大　賞
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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）

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袤

〈歩道〉幅3袤、延長760袤
〈水際歩道〉幅3袤、延長400袤
〈夕日テラス〉幅4袤、延長110袤
〈地下道上屋〉240裃

完　　成／平成19年3月

宍道湖夕日スポット大　賞
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山王寺の棚田

時間が止まっているような情景には
初めて訪れた私も
どこか懐かしさを憶えた

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）
概　　要／〈面積〉約19ha

〈水田枚数〉約200枚
〈傾斜度〉約1/9
平成11年7月「日本の棚田百選」に認定された
のを機に、平成15年度から「棚田祭り」、平成
18年度から「田んぼの学校」を開催。
休耕田の復旧など島根の象徴的な農村景観を守
り育てる活動を行う。

優秀賞
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彩色を避けた色調が
あたり一面に違和感なく映え
凛として納まっている

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㈱
概　　要／〈橋長〉270.0袤　〈全幅〉9.7m

〈橋梁形式〉4径間連続波形鋼板ウェブPCラーメ
ン箱桁橋

完　　成／平成19年3月

主要地方道川本波多線

邑智大橋
優秀賞
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さりげなくデザインされた外観は
シンプルではあるが
存在感を漂わせている

所 在 地／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
概　　要／〈構造〉木造、一部鉄筋コンクリート造

〈階数〉地上2階、建築面積：75.3裃
〈延床面積〉139.8裃

完　　成／平成19年2月

蔵 （々くらくら）優秀賞
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地区住民の強い思いや協力により
松江市内でも有数の
ケヤキ並木通りに成長

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
概　　要／〈けやき並木〉延長：約1袰、本数：約80本

平成11年より落ち葉拾いを実施、参加者は約
500人（上乃木2区自治会連合会）
平成16年より花壇づくりを実施、参加者は約
25人（西ノ原自治会）

上乃木のけやき通り奨励賞
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近くで見るとその迫力に感動し
遠くから見ると淡いピンクの花霞と
なって人々を酔わせる

所 在 地／雲南市木次町里方～下熊谷
事業主体／雲南市
概　　要／〈木次大橋〉2径間連続斜張橋、延長：162.8袤

〈潜水橋（下熊谷橋）〉延長：160.1袤
〈斐伊川堤防桜並木〉延長：約2袰、本数：約
800本

木次大橋と
周辺河川環境

奨励賞
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古い町並みにしっくりと馴染み
桟入りのガラス戸や2階の手摺りは
郷愁を呼ぶ

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 Design Offi ce
施 工 者／茅島工務店
概　　要／ 大田市伝統的建造物群保存地区保存事業（温泉

津地区）保存修理第1号
〈構造〉木造、階数：地上2階
〈建築面積〉85.13裃
〈延床面積〉143.21裃（1階：85.13裃、2階：58.08裃）

完　　成／平成17年3月

路庵（ろあん）奨励賞
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風薫る五月に
繊細で壮観な風景が
さらに広がっていくことを願う

所 在 地／松江市殿町
事業主体／松江洞陀羅会（会員数：46名）
概　　要／松江城二ノ丸のなんじゃもんじゃ

本数：7本、樹齢：約70年
〈松江洞陀羅会〉
平成11年よりなんじゃもんじゃの苗木の生産を
行い、平成14年から公共施設への寄贈、一般へ
の配布を行う。

松江城二ノ丸の
なんじゃもんじゃと松江洞陀羅会

奨励賞
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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）
概　　要／ 平成16年から人通りの少ない夜の通りに新たな

賑わいをもたらそうと、蔵の白壁に写真や動画を
映し出し、城下町の魅力を再発見する「津和野ス
クリ－ンプロジェクト」やろうそくの明かりによ
る「和紙あんどん」を並べて夜の城下町の幻想的
な風情を楽しんでもらう活動などを行う。

和やかな雰囲気の中
世代を超えた会話が弾み
町民と観光客の交流が深まる

津和野の魅力ある
夜の景観づくり活動

奨励賞
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穏やかな曲線をダイナミックに用いた
スケール感が気持ちよい
活気に満ちたオープンスペース

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
概　　要／〈アトリウム〉構造：鉄骨造張弦梁構造

梁間：20.0袤、面積　807.12裃
完　　成／平成16年3月

松江高専「学びの庭」特別賞

13



※設計者・施工者については、完成時の名称

大　賞

優秀賞

奨励賞

特別賞

島根県立古代出雲歴史博物館
事業主体／島根県

宍道湖夕日スポット
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）

まち・みどり部門
山王寺の棚田 事業主体／山王寺本郷棚田実行委員会

土木施設部門
主要地方道川本波多線邑智大橋 事業主体／島根県

民間建築物部門
蔵 （々くらくら）事業主体／角　輝夫

まち・みどり部門
上乃木のけやき通り 事業主体／西ノ原自治会、上乃木2区自治会連合会

まち・みどり部門
木次大橋と周辺河川環境 事業主体／雲南市

民間建築物部門
路庵（ろあん）事業主体／㈲小川商店
工作物その他・活動部門
松江城二ノ丸のなんじゃもんじゃと松江洞陀羅会
事業主体／松江洞陀羅会

工作物その他・活動部門
津和野の魅力ある夜の景観づくり活動 事業主体／あれとい屋

公共建築物部門
松江高専「学びの庭」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
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第15回しまね

しまね景観賞表彰銘板

　淺田　純作 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准教授

　平本　映子 松江生活デザイン研究所主宰

　伊藤ユキ子 紀行作家 ○藤岡　大拙 島根県立島根女子短期大学名誉教授

　小草　伸春 譖島根県建築設計事務所協会会長 　布野　修司 公立大学法人
滋賀県立大学大学院環境科学研究科教授

　神長　耕二 島根県土木部長 　山谷　裕子 画　家

　八田　典子 公立大学法人
島根県立大学総合政策学部教授

敬称略／50音順　◯印は審査委員長

募集期間 平成19年7月2日㈪～9月3日㈪

募集結果 応募総数……207件、応募物件数…184件

第1次審査
（平成19年9月12日～9月28日）

応募書類、写真を基に第2次審査の対象となる29物件を
選出。

第2次審査
（平成19年11月14日・15日）

選出された29物件について現地審査及び最終審査会を行
い、11物件を選定。

表彰式
（平成20年2月13日）

受賞物件の事業主体、設計者、施工者に対して賞状を、
事業主体には副賞として銘板も併せて贈呈。

審査経過

審査委員
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第15回

しまね景観賞第2次審査対象物件一覧

部　　門 名　　　　　　　　　称 所　在　地

まち・みどり

※山王寺の棚田 雲南市大東町山王寺

※上乃木のけやき通り 松江市上乃木

堀川に親しむ筋違橋と椨 松江市内中原町

※木次大橋と周辺河川環境 雲南市木次町里方～下熊谷

江津市波子町「商家の街並みと赤瓦景観」 江津市波子町

土木施設

※宍道湖夕日スポット 松江市袖師町～嫁島町

輝日谷川総合流域防災事業 大田市波根町

小伊津なぎさ公園の落石対策施設 出雲市小伊津町

※主要地方道川本波多線邑智大橋 邑智郡美郷町粕渕

萩津和野線　本町・祇園丁通り 鹿足郡津和野町後田

公共建築物

御便殿 浜田市殿町

※島根県立古代出雲歴史博物館 出雲市大社町杵築東

安来節演芸館 安来市古川町

斐川町環境学習センター 簸川郡斐川町出西

※松江高専「学びの庭」 松江市西生馬町

美保関町役場（現松江市美保関支所） 松江市美保関町下宇部尾

民間建築物

ＣａｆｅＮｏＶｌ 八束郡東出雲町揖屋町

※蔵々（くらくら） 松江市殿町

出雲キルト美術館 簸川郡斐川町福富

※路庵（ろあん） 大田市温泉津町温泉津

個人住宅

岡崎邸 益田市有明町

大庭の家 松江市大庭町

かぶき邸 松江市八雲町平原

立花邸 出雲市大社町杵築東

工作物その他・活動

大森地区「鶴の石」 大田市大森町

※松江城二ノ丸のなんじゃもんじゃと松江洞陀羅会 松江市殿町

山陰合同銀行安来支店の記念碑 安来市安来町

※津和野の魅力ある夜の景観づくり活動 鹿足郡津和野町後田

意東海岸 八束郡東出雲町下意東

受付順　※は受賞物件
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シマネスク・島根

平成20年2月

企画・編集／島根県土木部都市計画課


