
景観賞とは？

見た人がワクワクするようなものを、
より多くの皆さんに知っていただき、

景観への意識を高めるための機会やきっかけとなるように、
平成元年から毎年、景観賞を実施しています。

松本市では、新たな景観を創出し、守り、育て
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上⾼地のバス停

通りから中が⾒えるつくりで、⾼さも抑
えられた建築物を敷地の周囲に配置し、
真ん中を緑地にした構成など、⽥園⾵景
に対して控えめなところを⾼く評価しま
した。屋根を細かく区切るなど、周囲に
⾒える⼭並みと喧嘩をしないような造形
がされ、素材の⾊合いも抑えられていま
した。敷地内のレストラン含め開放的な
社屋でした。

三澤邸

敷地内にある⺟屋との折り合い、農
村集落⾵景との調和に気遣い、空間
的、造形的⼯夫がされています。特
に、屋敷林を⼤事に扱った敷地の使
い⽅、道路から奥まったところにあ
る、⼈から⾒てもらうことを意識し
た植栽とか建物⾃体の⾊使い、形の
バランスを評価しました。

農業⽤⽯積⽔路ティアンドディ社屋

ほ場整備を⾏わない選択で⽣き物や⽥
園⾵景を残し、次代に引き継ぐ想いで
活動されてきたことを評価しました。
⽯積⽔路の設計施⼯だけではなく、草
刈・泥上げなどの維持管理や⽣き物調
査、⼦供たちの参加、地域の想いなど
様々な要素が相まってこの景観をつく
りだしています。

⽥中邸 窪⽥邸

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２０年度受賞

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２１年度受賞

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２１年度受賞

まちづくり活動部⾨賞
平成２７年度受賞

双葉町街路樹

幼保連携型 ささべ認定こども園 保育課

北栗の家島⽴の家

上⾼地の持つ特徴的な景観を違和感な
く表現しており、河童橋周辺の上⾼地
駐⾞場等の施設と呼応して魅⼒的な景
観を形成しています。⼤屋根の広い空
間は、⼤型バスが数台停⾞しても⼗分
な容量を有し、屋根を⽀えるアーチの
連続が⾃然と調和するダイナミックで
モダンな空間を形成しています。

あずさセンター

塀を道路から後退させ前⾯の植栽によ
り潤いのある空間を創出しています。
⾃然の素材を使い住居地域の雰囲気が
感じられます。

岩間邸 ⾨・塀 中⽥邸 ⾨・塀

丸⼭邸 

公共施設部⾨賞
平成２８年度受賞

建築物・⼯作物
平成６年度受賞

冠⽊⾨、松、塀 2 棟の⼟蔵との調和
が素晴らしい。

建築物・⼯作物
平成３年度受賞

下⽊の処理が素晴らしい。町会の管
理が⾏き届いています。街路樹が電
柱、看板等⾒えにくくしており、素
敵な街並みを形成しています。

公共施設
平成３年度受賞

松本の⾵⼟にあった爽やかさの感じら
れる建物を評価しました。豊富な緑と
落着いた佇まいが、⼈々の⽬を楽しま
せてくれることを期待します。

建築物・⼯作物
平成１７年度受賞

建築物を奥に配した前⾯駐⾞場空間
は隣地へ配慮しながら良く計画され
ており、植栽の成⻑が楽しみです。

建築物・⼯作物
平成１１年度受賞

⼤きな敷地内の平屋建ての家屋。周
囲の⽥園⾵景に調和させた突出する
ことのない植栽と建物のバランスを
⾼く評価します。

建築物・⼯作物
平成１９年度受賞

松本理容美容専⾨学校

⼤信州酒造

店舗の背後に⾒える煙突となまこ壁の蔵
が、お酒のイメージを強く印象付けると
ともに、⾵格を与えています。店舗と⼩
道を挟んだ住居との並び、塀の連続性と、
背景に連なる北アルプスの⾵景が国道
158 号の沿道景観を際⽴たせています。
国道沿いならではの⾵景との調和や、連
続性など、沿道景観を考えるきっかけに
なればと思います。

稲核の⾵⽳

⼭の傾斜に合わせて造られた建屋
は、側⾯の⽯積みが苔むし、シダに
覆われて、地形や⾃然、⾵景にしっ
くりと馴染み、この空間だけが違う
空気が流れているような⾵⽳にふさ
わしい雰囲気を感じる空間です。歴
史的背景と⾃然と⾵⽳の関係性をう
かがわせます。

奈川⾦原
砂防堰堤と⿂道

⼤規模な砂防堰堤に付帯する⿂道を河
川景観への配慮や⿂の遡上観察⽤のガ
ラス窓の設置、⽣態解説の看板設置な
ど、⾒て学べる⼯夫を評価しました。
過ごす空間が居⼼地のよいものとなる
配慮と、これからの活⽤や地域活性化
への影響展開に期待します。

集落の中の⼤きな敷地の⽴派な御屋敷
に端正な庭と屋敷林。守っていきたい
この⾵景を後世に引き継ぐために、御
屋敷を再⽣し住み続けていく姿勢を評
価しました。周辺に残る同様の御屋敷
の⾵景の継承に⼤きな影響が期待され
ます。⽥園⾵景の防⼈となっていただ
いていることに感謝いたします。

古⺠家再⽣

古くから残っている屋敷と地域独⾃
の様々な⽊塀などが織りなす昔の⾨
前町の古き良きまちなみを保存し、
修景していることを評価しました。
今後、地域の⽅々の間で景観形成に
対する共通認識をより⼀層⾼めて頂
き、世代が交代してもこのすばらし
い古きまちなみを守り育てて⼤切に
してほしいと思います。

旧野⻨街道

松本平を⼀望できる壮⼤なロケーショ
ンの住宅です。地形に素直に従い、⺟
屋、倉庫、薪置場などが⽔平な等⾼線
に合わせて並び、それらの屋根は⼭並
みにそっています。敷地内の配置とナ
チュラルな外観が、住宅⾃体を⾵景の
中へ溶け込ませています。⼊⼝のスイ
カを⼀⼝かじったような看板も、農園
の個性を演出しています。

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２７年度受賞

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２７年度受賞

公共施設部⾨賞
平成２６年度受賞

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２２年度受賞

まちなみ部⾨賞
平成２３年度受賞

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２７年度受賞

⼟肥農園

松本市営さわんど駐⾞場
バスターミナル

上波⽥地区

道⾏く⼈に⼼地よいイメージを与
える空間に仕上がっています。伝
統的な和⾵庭園でありながら、⽤
いる素材に⼯夫をしてモダンを演
出しています。⼟蔵とステンドグ
ラスの意外な組合せがいいハーモ
ニーを醸し出しています。

加藤製⽡ ⽯川医院

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２０年度受賞

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２０年度受賞
平成 17 年度の講評を踏まえて改修され、
再応募して頂きました。そのことに委員
⼀同感激しています。前庭の緑は樹種も
含めて⾒直しされており、本当に素晴ら
しくなったと思います。訪れる患者さん
にとってこの緑には薬の効果があると思
いますので、郊外の医院建築の⼿本と
なってほしいと考えます。

⼭村医院 三村医院

街並みとしてうまくまとまっています。
⾊彩も全体としては落ち着いた⾊調で
構成され、電柱や駐⾞場、植栽など全
体配置の中でうまく処理されています。

笹賀下⼆⼦分譲住宅地 品川内科医院 
建築物・⼯作物
平成３年度受賞

住居と診療所の間にある空間処理と
建築物のシンプルなデザインに⼼地
よさを感じます。

建築物・⼯作物
平成１１年度受賞

250 年前の建築物を保存再⽣して今後
残していこうとする意気込みを買いま
す。本棟づくりのこの建物が⽴地する
周辺景観に溶け込んでいます。

建築物・⼯作物
平成１０年度受賞

景観に対する配慮が細部に⾒られ、外
構や周辺の建物も含めバランス良くで
きており、⼭並みに調和した⻑野県の
空の⽞関⼝にふさわしい建物です。

⼤規模建築物
平成６年度受賞

本物の材料を使⽤し、デザインも斬
新で周辺環境と調和しています。

建築物・⼯作物
平成元年度受賞

外壁がコンクリートであるが⾮常に
きれいに処理されています。外から
⾒た待合い室など温かみを感じ何と
も⾔えない良さがあります。

建築物・⼯作物
平成４年度受賞

松本空港
ターミナルビル

⽇本デジタル研究所
松本研究開発センター

村⼭邸の
⼟蔵および蚕室 村⼭邸 ⾨・塀窪⽥空穂記念館

松本平に調和するデザイン、⾊彩及
び植栽が特に素晴らしい。

キッセイ情報センター
⼤規模建築物
平成２年度受賞

⾼い建物と低い建物が、バランスよく
設計されています。⼯業地域内の⼯場
建築のイメージを変える建物です。

⼤規模建築物
平成５年度受賞

道路を隔てた⽣家と調和し、本棟のスケール
を使⽤した落ち着きのあるデザインが優れて
います。周辺の⽥園⾵景に調和しており、こ
の地域のデザインの⽬標になり得る建物です。

⼤規模建築物
平成５年度受賞

⽥園集落の原⾵景を思い起こす建物
であり、⾃然と周辺景観に良く馴染
んでいます。

建築物・⼯作物
平成７年度受賞

既存の塀との調和を重視して、新設
されている点を評価します。

建築物・⼯作物
平成３年度受賞

敷地⾓に昔の建物を配し、保存してい
ることを評価します。周囲の⽔⽥景観
を引き締める役割を果たしています。

建築物・⼯作物
平成１４年度受賞

北野邸

歴史を刻む現代の書庫萩原邸腰原⻭科医院

統⼀感のある家並みと、植栽等が良
く調和しており、住宅地の⼀つの⼿
本となり得ます。

ウッドタウン⼩宮の
街づくり 上松邸

団体・個⼈
平成６年度受賞

建物と塀及び植栽がバランス良く設
計されています。通⾏⼈を考慮した
⼯夫を評価します。

建築物・⼯作物
平成６年度受賞

コンクリートの上部に⽊製の格⼦を
使うなどシンプルで丁寧に作られて
おり、⽥園地域の新しいデザインと
なり得る可能性を感じます。

建築物・⼯作物
平成６年度受賞

切妻と⽩壁が⾒え隠れする景観にまと
まりを与えています。この建物により
道沿いの町並みが、統を踏襲した新し
いものへと変化する期待が持てます。

建築物・⼯作物
平成１５年度受賞

本棟の建物が残されていくことは好
ましく、再⽣の⼿法としてきちんと
整理され、⽇常的な⼼遣いが良くな
されていることに好感が持てます。

建築物・⼯作物
平成１０年度受賞

隣接する既存の⼟蔵や同じ敷地内の古
い⺠家と整合が取れている現代の書庫
を⾼く評価します。歴史ある敷地で歴
史を刻み続ける⼿本となります。

建築物・⼯作物
平成１８年度受賞

茶房 楽蔵ぴあの 

し尿処理場というイメージを払拭さ
せる建築物及び周辺環境整備が優れ
ています。

公共施設
平成２年度受賞

⽥圃の畦を利⽤した試みに⼯夫が⾒
られます。⽥園⾵景に⼀時の安らぎ
と潤いを持たせ、再び⽴ち寄ってみ
たくなる場所です。

団体・個⼈
平成８年度受賞

松本市
⾳楽⽂化ホール島内町町会の景観整備

住⺠参加のまちづくりへの努⼒を評価し
ます。地域の景観資源をうまく利⽤し、
特⾊ある街づくりとなっています。

団体・個⼈
平成６年度受賞
・⽟垂ミニ公園 ・島内公⺠館  ・平成道

デザイン、周辺環境との調和を含め
優れています。

公共施設
平成元年度受賞

募集部⾨  ⾃薦、他薦を問わず、どなたでも応募できます。

〒390-8620 ⻑野県松本市丸の内３番７号 電話 0263-34-3015／FAX 0263-34-3202 
 問い合わせ先：松本市役所 都市政策課 都市デザイン担当

伝統的な松本の農家建築が現代
⾵にアレンジされ、丹精かつ丁
寧に造られ、さまざまなところ
まで気配りされています。建物
は⾃然素材を上⼿く使い、落ち
着いた雰囲気を作っています。
昔の地主宅を思わせる、前庭の
畑そして曲がり屋が、開放的で
いて、⽥園集落によく調和し映
えています。通常
アスファルト舗装されがちなア
プローチもカラー舗装により周
りの⾵景に馴染んでいます。

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２８年度受賞

のどかな⽥園⾵景の中に点在す
る屋敷林、その背景に広がる美
しい⼭並み。そんな、郷愁をそ
そる松本の伝統的な屋敷林のあ
る⾵景を⼤切に引き継ごうとし
ている姿勢を特に評価します。
集落の⼊り⼝を印象付けるよう
な位置に建つこの建物は、⼤き
な庭⽊に寄り添うように建ち、
モダンな住宅でありながら周囲
の⽥園⾵景と⾒事に調和してい
ます。この場所の持つ歴史への
敬意を感じると共に、これまで
の美しい⾵景を次の世代に残そ
うとする意図が伝わってきま
す。

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２９年度受賞

公共性の⾼い施設が本物の材料
を使い、上⾼地の⾵景で周辺の
深緑の⽊々と呼応している姿で
す。コンパクトでありながらも
⽯とガラスと⽊の質感が調和
し、清閑とした森の中に佇んで
いる姿に美しさを感じます。背
後の⽊々に視線が抜けるような
窓配置、同じ材質を使いながら
も建物の内と外で⾊彩を変化さ
せるなど、丁寧に作り込まれて
いるところに好感が持てます。
利⽤者はこのバス停でバスを待
ちながら、上⾼地で過ごした時
間と共に⾃⾝が⾵景の⼀部に
なっていることに気づくかもし
れません。

建築物・⼯作物部⾨賞
平成２７年度受賞
園舎はシンプルな線と⾯で構成され、
屋根の上に広がる空の⻘と道路から園
舎に向かって緩やかに上る庭の芝⽣の
緑と相まって⼼地よい景観を作り出し
ています。このようなまちでも周囲と
の調和を意識し、⾵景を活かす造りは、
今後の住宅地でのさまざまな施設のあ
り⽅を⽰していると考えました。
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平成元年から平成30年までに景観賞を受賞した作品の抜粋です
受賞当時の講評を⼀部編集しています                          2019/5/20

平成  元 年〜１０年１
平成１１年〜２０年2
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 景観賞めぐり vol.2
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23 双葉町街路樹

22 中⽥邸 ⾨・塀
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      松本研究開発センター

21 岩間邸 ⾨・塀
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①⽟垂ミニ公園

19 ③平成道19
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39 ウッドタウン⼩宮の街づくり

40 上松邸

41 腰原⻭科医院
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25 ⽥中邸

16 さわんど駐⾞場バスターミナル

14 稲核の⾵⽳

15 奈川⾦原砂防堰堤と⿂道

４  上⾼地のバス停
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