
地区 受賞施設名称 分類 受賞年度

羽後銀行桜支店 建築物 Ｓ58

秋田経済法科大学・秋田短期大学 建築物 Ｓ62

桜ゴルフ　練習場 建築物 Ｈ２

さとみ温泉 建築物 Ｈ３

くつろぎの館　けやき 建築物 Ｈ３

クワドーム　ザ・ブーン 建築物 Ｈ６

宮城屋蒲鉾そば処 建築物 Ｈ７

日本赤十字秋田短期大学 建築物 Ｈ８

田口政治郎宅 生垣 Ｓ62

ももさだエリア 建築物 Ｈ11

大川端帯状近隣公園 公園 Ｈ13

風車群（旧秋田空港跡地） 工作物 Ｈ15

大川散歩道 街並み Ｈ18

國萬歳酒造株式会社 建築物 Ｈ18

県営住宅御野場団地 建築物 Ｓ57

相場信太郎宅 生垣 Ｓ59

相場賢三郎宅 生垣 Ｓ61

相場英夫宅 生垣 Ｓ61

マルダイ新牛島店 建築物 Ｓ62

御所野のレンガ通りの街並み 街並み Ｈ13

高清水公園坂道 街並み Ｓ58

神尾万治郎・昌宅 生垣 Ｓ62

土崎信用金庫本店 建築物 Ｈ２

寺内小学校 建築物 Ｈ３

県営住宅土崎港団地 建築物 Ｈ４

秋田ポートタワー・海の展示会セリオン 建築物 Ｈ６

秋田港振興センターセリオンプラザ 建築物 Ｈ８

タプロス株式会社社屋 建築物 Ｈ８

秋田銀行土崎支店 建築物 Ｈ10

鈴木内科医院 建築物 Ｓ57

アキタニューグランドホテル 建築物 Ｓ57

住友生命秋田ビル 建築物 Ｓ57

秋田あけぼの銀行本店 建築物 Ｓ57

杉のや 建築物 Ｓ57

菓子舗榮太楼大町本店 建築物 Ｓ57

ジロｰ洋菓子店矢留店 建築物 Ｓ57

明徳小学校 建築物 Ｓ57

県生涯学習センター・県児童会館 建築物 Ｓ57

山王ツインビル 建築物 Ｓ57

高島ビルコｰポ 建築物 Ｓ58

土手長町通り 街並み Ｓ58

二丁目橋かど 緑の街かど Ｓ58

中央図書館明徳館 建築物 Ｓ58

石塚洋裁専門学校 建築物 Ｓ58

寺町の通り 街並み Ｓ58

保戸野中町の通り 街並み Ｓ58

旭川沿いの通り 街並み Ｓ58
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地区 受賞施設名称 分類 受賞年度

通り町橋かど 緑の街かど Ｓ58

市役所・県庁横の通り 街並み Ｓ58

川尻広面線 街並み Ｓ58

山王散歩道 街並み Ｓ58

愛宕下町内の通り 街並み Ｓ58

ＡＤビル 建築物 Ｓ59

フレンドビルタケヤ 建築物 Ｓ59

秋田駅前買物広場（アゴラ） 小公園 Ｓ59

大町神明社広場 小公園 Ｓ59

秋田銀行大町支店保戸野出張所 建築物 Ｓ59

小川内科医院 建築物 Ｓ60

市立秋田総合病院 建築物 Ｓ60

秋田市立赤れんが郷土館 建築物 Ｓ61

秋田県社会福祉会館 建築物 Ｓ62

中交ホリディスクエア 建築物 Ｓ62

本山ランドシステム 建築物 Ｓ62

万固山　天徳寺 建築物 Ｓ62

秋田タｰミナルビル 建築物 Ｓ62

秋田三七三共同ビル 建築物 Ｓ62

南通り商店街振興組合 景観活動賞 Ｈ２

同和住研工業本社ビル 建築物 Ｈ２

秋田ミサワホｰム 建築物 Ｈ２

久保田城　御隅櫓 建築物 Ｈ２

秋田銀行本店 建築物 Ｈ２

むつみ不動産本社 建築物 Ｈ２

セレモニーホールへいあん 建築物 Ｈ２

アトリオン 建築物 Ｈ３

秋田銀行研修センター如学館 建築物 Ｈ３

宮城屋 建築物 Ｈ３

秋田テレビ㈱ 社屋 建築物 Ｈ４

こもせもうる大町商屋館 建築物 Ｈ４

日産ラ・カｰジュ 建築物 Ｈ４

秋田県労働金庫本店 建築物 Ｈ５

千代田火災海上保険㈱秋田支店 建築物 Ｈ５

レストラン木の巣 建築物 Ｈ５

大町公園橋 建築物 Ｈ６

秋田魁新報社　社屋 建築物 Ｈ７

社会保険あきた健康管理センター 建築物 Ｈ７

安榮山曼陀羅堂當福寺 建築物 Ｈ８

サン・パティオ大町 建築物 Ｈ９

秋田駅東西連絡自由通路 建築物 Ｈ９

秋田城跡外郭東門 建築物 Ｈ10

あくらフォー・スクエア 建築物 Ｈ11

割烹かめ清・遊食さい賀 建築物 Ｈ13

歯科明徳町クリニック 建築物 Ｈ13

久保田城表門 建築物 Ｈ13

小野時計店仲小路本店ﾀｲﾑﾌﾞﾘｯｼﾞﾋﾞﾙ 建築物 Ｈ15

後藤酒店 建築物 Ｈ15

旧金子家住宅 建築物 Ｈ18
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