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番号 名称 所在地 建築主等 設計者 施工者 完成年 受賞年度 種類

1 岩手県競馬会館 新明町121-1 岩手県競馬組合
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　株式会社久慈一戸建築事務所

高弥建設株式会社 昭和57年 1984 建築賞

2 川徳ショッピングセンター 菜園一丁目23-119 株式会社　川徳 株式会社　石本建築事務所 株式会社　竹中工務店東北支店 昭和55年 1984 建築賞

3 コーポ長岡 紺屋町7-13,36,12 株式会社　向半 株式会社　久慈一戸建築事務所 株式会社　高橋工務所 昭和57～58年 1984 建築賞

4 長根　裕　邸 加賀野一丁目27-2 長根　裕 山内光建築設計事務所 有限会社　田山工務店 昭和59年 1984 建築賞

5 ホテルニューカリーナ 菜園二丁目23-58他 株式会社　トヨタエンタープライズ 株式会社　竹中工務店東北1級建築士事務所 株式会社　竹中工務店東北支店 昭和55年 1984 建築賞

6 盛岡グランドホテルアネックス 中央通一丁目9-2,9,10 岩手観光ホテル　株式会社 株式会社　久慈一戸建築事務所
Ｊ・Ｖ鹿島建設株式会社仙台支店
高弥建設株式会社

昭和58年 1984 建築賞

7 盛岡白百合学園 山岸四丁目他 学校法人　白百合学園
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　株式会社久慈一戸建築事務所

東海興業株式会社東北支店
清水建設株式会社仙台支店

昭和57年 1984 建築賞

8 盛岡中央公民館 愛宕町468-1 盛岡市 株式会社　伊藤武夫設計事務所 高弥建設株式会社 昭和55年 1984 建築賞

9 盛岡駅・本屋 盛岡駅前通1-48 日本国有鉄道 日本国有鉄道盛岡工事局建築課 鹿島建設株式会社仙台支店盛岡営業所 昭和57年 1984 建築賞

10 北ホテル 内丸17-45 株式会社　菊屋
株式会社　連合設計者
栗原忠建築設計事務所

安藤建設株式会社仙台支店 昭和56年 1985 建築賞

11 蔵 中ノ橋町一丁目5-4 株式会社　フロンティア 株式会社　ユーデザイン設計 直営 昭和59年 1985 建築賞

12 仁王会館（ＮＴＴ職員クラブ） 中央通三丁目3-4 日本電信電話　株式会社　東北総支社
日本電信電話株式会社東北総支社建築
部設計課

昭和60年 1985 建築賞

13 望月　邸 東仙北二丁目4-14 望月　茂 高弥ハウジング　株式会社　一級建築士事務所 高弥ハウジング　株式会社 昭和60年 1985 建築賞

14 盛岡市上田公民館 上田四丁目1-1 盛岡市 株式会社　佐藤武夫設計事務所
Ｊ・Ｖ高弥建設　株式会社
菱和建設　株式会社

昭和59年 1985 建築賞

15 盛岡市立杜陵老人福祉センター 南大通一丁目7-5 盛岡市
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　株式会社久慈一戸建築事務所

株式会社　阿部工務店 昭和60年 1985 建築賞

16 光台寺 名須川町8-4 宗教法人　光台寺 株式会社　泉設計 猪狩工務店 昭和60年 1986 建築賞

17 橋本耳鼻咽喉科医院 志家町4-22 橋本　謙男 株式会社　渡辺宮野建築設計事務所 株式会社　石川工務店 昭和60年 1986 建築賞

18 盛岡地域地場産業振興センター及び盛岡手づくり村工房 繋字尾入野64-102
（センター）財団法人　盛岡地域地場産業振興センター
（工房）盛岡市

（センター）社団法人岩手県公共建築監理協会
担当事務所　株式会社久慈一戸建築事務所
（工房）株式会社　大栄建設一級建築士事務所

（センター）Ｊ・Ｖ高弥建設株式会社
高藤建設株式会社
（工房）株式会社　大栄建設

昭和60年 1986 建築賞

19 第三大通ビル 大通一丁目9-7 南部土地　株式会社 有限会社　山添建築設計事務所 株式会社　竹中工務店東北支店 昭和61年 1986 建築賞

20 ＩＢＣ放送会館 志家町6-1 岩手放送　株式会社 鹿島建設　株式会社　一級建築士事務所 鹿島建設株式会社　仙台支店 昭和61年 1986 建築賞

21 南部　利昭　邸 北山二丁目11-6 南部　利昭 株式会社　久慈一戸建築事務所 高弥建設株式会社 昭和61年 1986 建築賞

22 盛岡市立大慈寺小学校 大慈寺町6-47 盛岡市
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　株式会社　渡辺宮野建築設計事務所

株式会社　石川工務店
株式会社　藤村工務店

昭和61年 1986 建築賞

23 田村　邸 館向町2-22 田村　彰平 すさ建築設計事務所 すさ建築工房 昭和61年 1987 建築賞

24 天神コート 天神町4-8 川村　徳助 株式会社　竹中工務店東北1級建築士事務所 株式会社　竹中工務店東北支店 昭和62年 1987 建築賞

25 盛岡ドミニカン修道院 上田字松屋敷2-32 盛岡ドミニカン修道院 株式会社　久慈一戸建築事務所 清水建設株式会社　東北支店 昭和61年 1987 建築賞

26 岩手県営松園東アパート 東松園一丁目18-18,19 岩手県
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　株式会社　久慈一戸建築事務所

株式会社　阿部工務店
北水建設工業株式会社

昭和62年 1987 建築賞

27 岩手県立中央病院 上田一丁目4-1 岩手県 株式会社　伊藤喜三郎建築研究所
鹿島建設　株式会社
株式会社　大林組
西松建設　株式会社

昭和62年 1987 建築賞

28 盛岡地方・家庭裁判所 内丸9-1 盛岡地方・家庭裁判所 建設省東北地方建設局営繕部 清水・池田建設共同企業体 昭和62年 1987 建築賞

29 盛岡市先人記念館 本宮字蛇屋敷２-1 盛岡市 圓堂建築設計事務所 鹿島建設・菱和建設特定共同企業体 昭和62年 1987 建築賞

30 岩手銀行　加賀野支店 天神町8-30 株式会社　岩手銀行 有限会社　山添建築設計事務所 株式会社　阿部工務店 昭和62年 1988 建築賞

31 三建ビル 材木町5-1 三建工業　株式会社 羽沢建設株式会社一級建築士事務所 三建工業　株式会社 昭和62年 1988 建築賞

32 四季亭 繋字湯の館137 株式会社　瑞光 清水建設株式会社東北支店設計部 清水建設株式会社東北支店 昭和63年 1988 建築賞

33 白楊 名須川町27-42 有限会社　白楊 有限会社　高橋勲建築設計事務所 丸協建設株式会社 昭和62年 1988 建築賞

34 吉田　邸 緑が丘四丁目1-11 吉田　恵 吉田建築設計事務所 有限会社　上斗米工務店 昭和62年 1988 建築賞

35 盛岡北郵便局 月が丘三丁目28-1 東北郵政局 東北郵政局建築部 東急建設株式会社東北支店 昭和62年 1988 建築賞

36 盛岡市勤労福祉会館 紺屋町2-9 盛岡市
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　株式会社　久慈一戸建築事務所

高弥建設　株式会社
株式会社　千田組　特定共同企業体

昭和62年 1988 建築賞

37 あさ開昭和旭蔵 鉈屋町8-30 株式会社　あさ開 株式会社　久慈一戸建築事務所 高弥建設　株式会社 昭和63年 1989 建築賞

38 及川　邸 志家町4-28 及川　勝八郎 有限会社　一戸俊夫建築設計事務所 株式会社　伊藤工務所 昭和63年 1989 建築賞

39 Ｃ＆Ａ盛岡 大通一丁目10-10 明光貿易　株式会社 フジタ工業　株式会社　仙台支店　一級建築士事務所 フジタ工業　株式会社　仙台支店 昭和62年 1989 建築賞

40 七十七・日生盛岡ビル 大通三丁目3-10
株式会社　七十七銀行
日本生命保険　相互会社

株式会社　竹中工務店東北1級建築士事務所 竹中・清水・安藤・高弥建設共同企業体 昭和63年 1989 建築賞

41 盛岡グランドホテル 愛宕下1-10 岩手観光ホテル　株式会社 株式会社　久慈一戸建築事務所 鹿島建設・高弥建設共同企業体 昭和62年 1989 建築賞

42 吉田　邸 西仙北一丁目31-21 吉田　昭夫 株式会社　中居敬一都市建築設計 株式会社　浅沼工務店 平成元年 1989 建築賞

43 盛岡市原敬記念館 本宮字熊堂93-1 盛岡市
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　山添建築設計事務所

株式会社　藤村工務店 昭和63年 1989 建築賞

44 上ノ橋　カキツバタ園 上ノ橋町地内中津川河川敷 上ノ橋町内会 本田　駒雄 昭和63年 1989 緑賞

45 第一勧業銀行盛岡支店　植栽 本町通一丁目7-1 株式会社　第一勧業銀行　盛岡支店 昭和52年頃 1989 緑賞

46 テレビ岩手　庭園 内丸2-10 株式会社　テレビ岩手 高橋造園 高橋造園 昭和59年 1989 緑賞

47 岩手銀行　中ノ橋支店　ライトアップ 中ノ橋通一丁目2-20 株式会社　岩手銀行 松下電工　株式会社　盛岡営業所 東北電気工事　株式会社　盛岡営業所 昭和63年 1989 創作賞

48 カメラのキクヤ本町本店　からくり時計 本町通一丁目16-1 有限会社　カメラのキクヤ 昭和63年 1989 創作賞

49 アネックスカワトク・アスティ緑が丘 緑が丘四丁目1-50
川徳商事　株式会社
緑が丘共同店舗　株式会社

株式会社　久慈一戸建築事務所
鹿島・高弥共同企業体
株式会社　中野組　東北支店

平成元年 1990 建築賞

50 巖手屋盛岡本店 八幡町36-2 株式会社　小松製菓 マサキ設計事務所 株式会社　伊藤組 平成元年 1990 建築賞

51 岩手県営武道館 みたけ三丁目24-1 岩手県 株式会社アトリエ・Ｋ
清水建設　株式会社
高弥建設　株式会社
大平建設　株式会社　特定共同企業体

平成2年 1990 建築賞

52 盛岡劇場・河南公民館 松尾町3-1 盛岡市 株式会社　佐藤総合計画
佐藤工業
石川工務所
三建工業

平成2年 1990 建築賞

53 盛岡市アイスアリーナ 本宮字松幅100-1 盛岡市 日建設計・久慈一戸共同企業体
鹿島建設
西部建設
高弥建設

平成元年 1990 建築賞

54 岩手公園鶴ヶ池のアジサイ 内丸地内 国際ソロプチミスト盛岡 植栽開始昭和53年頃1990 緑賞

55 東北電力岩手支店よのじばし灯りの広場 紺屋町1-25 東北電力　株式会社　岩手支店 東北電力　株式会社　岩手支店 株式会社　熊谷工務店 昭和63年 1990 緑賞

56 サンタウン松園　魅力ある街角 北松園地内 岩手県住宅供給公社 平成2年 1990 創作賞

57 仙北連絡橋・仙北西口広場 西仙北二丁目地内 盛岡市
東日本旅客鉄道　株式会社　盛岡支社
日本技術開発　株式会社　仙台支社

東日本旅客鉄道　株式会社　盛岡支社
熊谷道路　株式会社　東北支店　盛岡出
張所

平成2年 1990 創作賞

58 盛岡城跡ライトアップ 内丸地内 盛岡商工会議所 松下電工　株式会社　盛岡営業所 岩館電気　株式会社 平成2年 1990 創作賞

59 北山寺町通り 名須川町、本町通一丁目、本町通二丁目地内 名須川町町内会、花屋町町内会 1991 総合賞

60 城戸　邸 茶畑一丁目6-25 城戸　武夫 東北住建　株式会社　設計部 東北住建　株式会社 平成元年 1991 建築賞

61 下田商店 本町通一丁目11-31 下田　恵一郎 株式会社　久慈一戸建築事務所 有限会社　岩井澤工務所 平成3年 1991 建築賞

62 ホテル紫苑及びつなぎリゾートマンション紫苑 繋字湯の館74番地内
株式会社　つなぎリゾート
株式会社　新つなぎ温泉コミュニティー

久慈一戸・山添設計共同組織体
清水建設　株式会社
高弥建設　株式会社　建設工事共同企業
体

平成2年 1991 建築賞

63 安田生命盛岡ビル 中央通二丁目1-21 安田生命保険　相互会社 清水建設　株式会社　一級建築士事務所
清水建設　株式会社
高弥建設　株式会社　共同企業体

平成2年 1991 建築賞

64 もみじの里づくり 高松二丁目地内 高松二丁目町内会 （高松二丁目町内会） （高松二丁目町内会） 昭和60年 1991 緑賞
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65 海運橋際のハギの小径（木伏緑地） 盛岡駅前通地内 盛岡市 盛岡市 株式会社　高光建設 昭和62年 1991 緑賞

66 大通コミュニケーションギャラリーＬｉＲｉｏ 大通一丁目11-8 盛岡大通商店街共同組合 有限会社　山添建築設計事務所 清水建設　株式会社　東北支店 平成4年 1992 建築賞

67 双魚庵　魚てい 三本柳7-19-6 有限会社　魚てい 有限会社　＜盛岡＞設計同人 株式会社　阿部工務店 昭和63年 1992 建築賞

68 村定楽器店 材木町3-6 村井　啓悦 三上建築設計事務所 有限会社　佐藤工務店 平成3年 1992 建築賞

69 盛岡赤十字病院 三本柳6-1-1 日本赤十字社　盛岡赤十字病院 株式会社　日建設計 大成建設　株式会社 平成3年 1992 建築賞

70 盛岡市動物公園　動物資料館 新庄字下八木田60-18 盛岡市 株式会社　久慈設計 東野建設工業　株式会社 平成63年 1992 建築賞

71 喫茶　ＴＯＭ 津志田20-1-3 吉田　順三 株式会社　デザインスタジオアド・ワーク 株式会社　デザインスタジオアド・ワーク 平成元年 1992 創作賞

72 盛岡市都南文化会館　都南公民館　都南中央公園 永井24地割内 盛岡市
株式会社　佐藤総合計画東北支所
株式会社　パスコ
株式会社　総合設計研究所

清水建設　株式会社
樋下建設　株式会社　特定共同企業体
有限会社　石名坂

平成4年 1993 総合賞

73 ギボーシプラザ 紺屋町5-14 下田　啓太郎 株式会社　久慈設計 株式会社　高光建設 平成5年 1993 建築賞

74 麺ＢＯＸ 紺屋町3-20 有限会社　光 株式会社　中居敬一都市建築設計 岩手都市住建　株式会社 平成4年 1993 建築賞

75 共同組合　水晶米いわて　精米センター 湯沢15地割1-2 協同組合　水晶米いわて
株式会社　千葉長壽
プラス　スマ設計

株式会社 熊谷組東北支店 平成5年 1993 建築賞

76 ＳＡＷＡＸ壱番館 永井22-3-118 有限会社　ＳＡＷＡＸ 設計室ＴＥＮ
株式会社　ナカノコーポレーション東北支
店

平成3年 1993 建築賞

77 山と河の見える花の散策路 大通三丁目地内
大通三丁目第二町内会
老人クラブ大通さくらぎ会

昭和44年～ 1993 緑賞

78 穴口の桜並木 上太田穴口地内 盛岡市立太田小学校百周年記念桜愛護会
植樹昭和
49年
周辺整備

1993 緑賞

79 小原邸の花塀 仙北町字左兵衛新田10-12 小原　智慧子 株式会社　イワベニ設計部 すさ建築工房 平成5年 1993 創作賞

80 大通ＭＯＲＩＯＫＡアーケード 大通一丁目～三丁目地内 盛岡大通商店街協同組合 有限会社　山添建築設計事務所 川重運輸建設　株式会社 平成元年 1993 創作賞

81 エスポワール・いわて 中央通一丁目1-38 地方職員共済組合岩手県支部
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　有限会社　山添建築設計事務所

鹿島建設・樋下建設・熊谷工務店　特定
共同企業体

平成5年 1994 建築賞

82 ニッセイ盛岡駅前ビル 盛岡駅前通15-20 日本生命保険　相互会社 株式会社　大林組　東北支店一級建築士事務所
大林組東北支店
小松建設工業東北支店　特定共同企業
体

平成5年 1994 建築賞

83 盛岡市西部公民館 南青山町6-1 盛岡市
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　株式会社　久慈設計

飛鳥建設・菱和建設・篠村建設　特定共
同企業体

平成5年 1994 建築賞

84 岩手県工業技術センター 飯岡新田3-35-2 岩手県
社団法人　岩手県公共建築設計監理教会
担当事務所　株式会社　久慈設計

大成建設・高弥建設・橘建設　特定共同
企業体
高惣建設・橘建設　特定共同企業体

平成5年 1994 建築賞

85 パレロワイヤル盛岡・中庭 新田町5-35 パレロワイヤル盛岡管理組合 昭和59年 1994 緑賞

86 材木町コミュニティ施設 材木町地内 盛岡市材木町商店街振興組合 株式会社　アーバンソフト山内光建築設計事務所 山内光建築設計事務所 平成5年 1994 創作賞

87 鍛冶町・一里塚跡 紺屋町5-28 下田　啓太郎
大平住宅　株式会社
小岩井農牧　株式会社

大平住宅　株式会社
小岩井農牧　株式会社

平成6年 1994 創作賞

88 ふれあいランド岩手 三本柳8-1-3 岩手県 株式会社　大建設計
熊谷組・菱和建設・大蔵建設　特定共同
企業体

平成6年 1995 建築賞

89 ＦＲＯＭ　ＨＥＡＲＴ（フロム　ハート） 菜園二丁目3-1 協和商事　株式会社 渡辺敏男＋有限会社＜盛岡＞設計同人 宮城建設　株式会社 平成7年 1995 建築賞

90 ＡＲＣ　ＢＩＬＬ（アーク　ビル） 仙北一丁目3-13 株式会社　吉田測量設計 株式会社　中居敬一都市建築設計 高弥建設　株式会社 平成7年 1995 建築賞

91 早藤　邸 向中野字台太郎67-4 早藤　一雄 株式会社　三衡設計舎 株式会社　マルワホーム 平成7年 1995 建築賞

92 長岡　邸 加賀野字桜山81-1 長岡　カツイ 高光建設設計事務所 株式会社　高光建設 平成6年 1995 建築賞

93 大堀　邸 志家町10-15 大堀　勉 有限会社　三浦設計 株式会社　関商会 平成6年 1995 建築賞

94 岩手公園の花時計 内丸地内 株式会社　東北銀行 平成7年 1995 緑賞

95 盛岡競馬場　オーロ・パーク 新庄字上八木田10 岩手県競馬組合
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　株式会社　久慈設計
株式会社　武田菱設計事務所

熊谷組・浅沼組・高弥建設・阿部工務店・
特定共同企業体をはじめ、22社

平成8年 1996 総合賞

96 新庄浄水場 加賀野字桜山86 盛岡市 日本上下水道設計　株式会社　盛岡出張所
佐藤工業・樋下建設・東野建設工業特定
共同企業体をはじめ、8社

平成8年 1996 総合賞

97 ファミーユ・つなぎ 繋字塗沢45-33 東北電力健康保険組合 株式会社　東北開発コンサルタント一級建築士事務所
伊藤組土建東北支店・熊谷工務店・北日
本開発工業
山崎組　特定共同企業体

平成8年 1996 建築賞

98 ホテル・メトロポリタン盛岡　ニューウイング 盛岡駅前北通2-27 有限会社　橋市倉庫 観光企画設計社・若松六本木設計設計管理共同企業体 大成建設　株式会社　東北支店 平成8年 1996 建築賞

99 深沢紅子・野の花美術館 紺屋町4-8 社団法人　深澤紅子野の花美術館 株式会社　三衡設計舎 高弥建設　株式会社 平成8年 1996 建築賞

100 盛岡市立都南図書館 永井24-90-2 盛岡市
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　有限会社　山添建築設計事務所

樋下建設・大伸工業　特定共同企業体 平成8年 1996 建築賞

101 秋保　邸 黒石野二丁目8-6 秋保　實 有限会社　佐川アトリエ設計事務所 岩手都市住建　株式会社 平成7年 1996 建築賞

102 和田　邸 志家町8-1 和田　利彦 株式会社　中居敬一都市建築設計 信三実業　株式会社　盛岡営業所 平成8年 1996 建築賞

103 川目白滝 川目第15地割内 滝の下町内会・沢田町内会 緑賞

104 平和祈念像「望み」 高松一丁目地内 核兵器のない世界をめざし、不戦を誓う平和祈念像建立推進委員会 平成7年 1996 創作賞

105 彫刻と出合う街・中央通 中央通二丁目・三丁目地内 盛岡市中央通振興会 1996 創作賞

106 岩手医科大学創立60周年記念館・附属循環器医療センター 中央通一丁目2-1 学校法人　岩手医科大学 株式会社　佐藤総合計画東北事務所 大成建設　株式会社　東北支店 平成9年 1997 建築賞

107 川村　邸 本宮字泉屋敷76-8 川村　健一 ミセス・トレイン　株式会社 勝政建築 平成7年 1997 建築賞

108 島崎　邸 つつじが丘25-7 島崎　吉夫 有限会社　山添建築設計事務所 北水建設工業　株式会社 平成5年 1997 建築賞

109 松岡　邸 加賀野一丁目18-28 松岡　昭治 株式会社　マルユーホーム 株式会社　マルユーホーム 平成5年 1997 建築賞

110 盛岡市立見前南中学校　中庭 西見前16-73 見前南中学校生徒会 1997 緑賞

111 願教寺庭園 北山一丁目4-5 宗教法人　願教寺 1997 緑賞

112 中津川橋 山岸二丁目及び浅岸字大塚地内 盛岡市 日本構造技術　株式会社
松尾橋梁　株式会社　仙台営業所
東野建設工業　株式会社

平成9年 1997 創作賞

113 桜山神社の竹垣 内丸1-41 宗教法人　桜山神社 おおみや園芸 おおみや園芸 平成9年 1997 創作賞

114 マリオス 盛岡駅西通二丁目9-1
株式会社　盛岡地域交流センター
株式会社　岩手ソフトウェアセンター
東北電力　株式会社

株式会社　関・岡設計
鹿島建設・戸田建設・高弥建設・石川工
務所特定共同企業体

平成9年 1998 建築賞

115 関　邸 馬場町4-10 関　英政 有限会社　山内光建築設計 大丸建設　株式会社 平成10年 1998 建築賞

116 東大通の花壇 内丸1番地内 農林中央金庫　盛岡支店 1998 緑賞

117 盛岡市立総合プール 本宮字松幅100-3 盛岡市 株式会社　楠山設計
西松建設・恵工業・菱和建設・東邦建設
特定共同企業体

平成11年 1999 建築賞

118 千代田火災盛岡ビル（現　あいおい損保） 開運橋通3-47 千代田火災会場保険　株式会社 丹下健三・都市建築設計研究所 間組・安藤建設　共同企業体 平成11年 1999 建築賞

119 創価学会岩手文化会館 みたけ二丁目13-1 創価学会 株式会社　創造者 鹿島建設・高弥建設　共同企業体 平成11年 1999 建築賞

120
マリオス前　川のモニュメント
「清流の流れるまち・盛岡をいつまでも守ろう」

盛岡駅西通二丁目地内 盛岡市 平成11年 1999 創作賞

121 プラザおでって 中ノ橋通一丁目10-1 盛岡市
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会担当事務所
株式会社　久慈設計・株式会社　中居敬一都市建築設計
三衡設計舎　特定共同　企業体

高弥建設・石川工務所・大伸工業　特定
共同企業体

平成12年 2000 建築賞

122 岩手県立盛岡第一高等学校 上田三丁目2-1 岩手県
社団法人　岩手県公共建築設計監理協会
担当事務所　株式会社　久慈設計

高惣建設・高弥建設・吉武建設　特定共
同企業体

平成12年 2000 建築賞

123 岩手医科大学　木の花会館 本町通一丁目11-5 学校法人　岩手医科大学 清水建設　株式会社　東北支店設計部 清水建設　株式会社　東北支店 平成12年 2000 建築賞

124 小野寺　邸 下米内一丁目2-3 小野寺　靖 日進一級建築設計事務所 株式会社　日進工業 平成11年 2000 建築賞

125 なかよし公園 西松園四丁目21番地内 西松園公園整備実行委員会 西松園公園整備実行委員会 西松園公園整備実行委員会 平成12年 2000 緑賞

126 アレ・ヴェール（緑の停車場） 中ノ橋通一丁目9番地内 盛岡市 株式会社　中居敬一都市建築設計 高弥建設　株式会社 平成10年 2000 緑賞

127
あるいてたのしむまち
中津川沿道アプローチライト（中の橋～与の字橋）

中ノ橋一丁目・紺屋町地内 盛岡市 松下電工　株式会社 安全電業　株式会社 平成12年 2000 創作賞

128 トーカンジェネラス開運橋 開運橋通3-1 地産トーカン　株式会社 一級建築士事務所　有限会社　Ａ.Ｓ.Ｏ.建築事務所 多田建設　株式会社 平成12年 2001 建築賞
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129 田畑　邸 東桜山28-1 田畑　邦雄 有限会社　＜盛岡＞設計同人 有限会社　米沢工務所 平成13年 2001 建築賞

130 岩手女子高等学校のシグナルフラワー 大沢川原一丁目5-34 岩手女子高等学校花委員会 平成9年 2001 緑賞

131 いーはとーぶアベニュー材木町 材木町地内 材木町商店街振興組合 2002 総合賞

132 岩手県立美術館 本宮字松幅12他 岩手県 株式会社　日本設計
佐藤工業・菱和建設・高弥建設　特定共
同企業体

平成13年 2002 建築賞

133 朝日生命盛岡中央通ビル 中央通一丁目7-8他 朝日生命保険　相互会社 清水建設　株式会社　一級建築士事務所
清水建設・間組・安藤建設・三建工業建
設共同企業体

平成14年 2002 建築賞

134 岩手県盛岡東警察署 内丸62-8 岩手県 株式会社　日本設計
株式会社　熊谷組・高弥建設　株式会社・
株式会社　佐々木組　特定共同企業体

平成14年 2003 建築賞

135 朝日新聞盛岡ビル 中央通一丁目128-11 株式会社　朝日新聞社 株式会社　中居敬一都市建築設計 東急建設　株式会社　東北支店 平成15年 2003 建築賞

136 赤坂　邸 上米内字赤坂12-2,3-158 赤坂　信 上野設計舎 有限会社　ゴダイ建設 平成15年 2003 建築賞

137 タルトタタン 八幡町36-2 株式会社　小松製菓 株式会社　ガーデン・二賀地 株式会社　ガーデン・二賀地 平成13年 2003 緑賞

138 盛岡市遺跡の学び館 本宮字荒屋13-1 盛岡市 株式会社　三衡設計舎 株式会社　阿部正工務店 平成15年 2004 建築賞

139 かとう整形外科クリニック 中央通二丁目8-1 加藤　貞文 株式会社　若松六本木設計 仙建工業　株式会社　盛岡支店 平成16年 2004 建築賞

140 森八商店 紺屋町4-33 有限会社　森八商店 株式会社　三衡設計舎 有限会社　高橋工務店 平成15年 2004 建築賞

141 杜陵小学校校内花壇（花のみち） 肴町1-6 杜陵小学校児童会 平成14年 2004 緑賞

142 徳清 仙北一丁目13-7 佐藤　キミ 株式会社　三衡設計舎 株式会社　阿部工務店 平成16年 2005 建築賞

143 五日市　邸 西見前12地割 五日市　守雄 五日市　洋平 東野建設工業　株式会社 平成16年 2005 建築賞

144 盛岡社会福祉専門学校菜園調理師専門学校「フレッシュ大作戦」 菜園二丁目4-19 盛岡社会福祉専門学校菜園調理師専門学校 平成13年 2005 緑賞

145 藤村家（藤村工業所） 鉈屋町3-8 藤村　和 株式会社　三衡設計舎 有限会社　中塚ホーム 平成17年 2006 -

146 岩手県民情報交流センター（アイーナ） 盛岡駅西通一丁目7-1 岩手県
株式会社　日本設計
株式会社　曽根幸一環境設計研究所
株式会社　久慈設計　設計共同企業体

鹿島建設　株式会社
宮城建設　株式会社
菱和建設　株式会社

平成17年 2006 -

147 ジョイス本町店 本町通一丁目５番10号 株式会社　ジョイス
株式会社プログレスデザイン
ＥΛＳＴ環境研究所

株式会社　佐々木組 平成18年 2007 -

148 好摩二自治会花壇 玉山区好摩字夏間木地内 好摩二自治会 好摩二自治会 好摩二自治会 平成18年 2007 -

149 メディフィットクラブうすい 松園二丁目２番10号 有限会社　ロク企画 有限会社　〈盛岡〉設計同人 東野建設工業　株式会社 平成18年 2007 -

150 盛岡市立渋民小学校 玉山区渋民字鶴塚３ 盛岡市 有限会社　山添建築設計事務所
東野建設工業北水建設工業特定共同企
業体

平成19年度 2008 -

151 さくらの木のある家 東松園一丁目2-13 川村　繁美 一級建築士事務所　ＫＤＯ 株式会社　工藤組 平成21年度 2009 -

152 愛宕町K邸 愛宕町21-18 川村　英幹 三井ホーム株式会社　東北支店 三井ホーム株式会社　東北支店 平成20年度 2009 -

153 コモンステージ青山 青山一丁目地内 コモンステージ青山建築協定運営委員会 積水ハウス株式会社岩手支店　支店長　島貫　利一
積水ハウス株式会社岩手支店　支店長
島貫　利一

平成22年度 2010 -

154 クロステラス盛岡 大通三丁目4-1 三田農林株式会社　代表取締役　三田　林太郎 鹿島建設株式会社　建築設計本部 鹿島建設株式会社　東北支店 平成21年度 2010 -

155 盛岡赤十字病院・緩和ケアセンター 三本柳６地割1-1 盛岡赤十字病院　院長　沼里　進 株式会社日建設計 大成建設株式会社　東北支店 平成21年度 2010 -

156 本町　石部眼科クリニック 本町通一丁目9-32 本町石部眼科クリニック　院長　石部　禎 株式会社プルーフあいアーキテクツ一級建築士事務ＰＩＡ 株式会社平野組 平成22年度 2011 -

157 介護療養型老人保健施設　圭友 津志田西二丁目19-1 医療法人社団松誠会　理事長　伊藤　浩信 株式会社　武田菱設計 菱和建設　株式会社 平成22年度 2011 -

158 盛岡市立繋小学校 繋字舘市114-1 盛岡市 株式会社　三衡設計舎
(校舎棟)中亀建設　株式会社
(体育館)開成建設・岩手建工
特定共同企業体

平成22年度 2011 -

159 IGRいわて銀河鉄道　好摩駅 玉山区好摩字上山
ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社　代表取締役　熊谷順太
好摩駅愛護会　会長金谷純一

八千代エンジニアリング株式会社 西武建設株式会社，　中亀建設株式会社 平成24年度 2012 -

160 村井眼科医院 大通三丁目 村井眼科医院　院長　村井　政次郎 株式会社誠心建設 株式会社誠心建設 平成23年度 2012 -

161 ララシャンスベルアミー 本宮五丁目 アイ・ケイ・ケイ株式会社　代表取締役　金子　和斗志 株式会社クレーンデザイン事務所 安藤建設株式会社東北支店 平成23年度 2012 -

162 北山　源勝寺の外塀 北山一丁目 曹洞宗　圓峰山　源勝寺 曹洞宗　圓峰山　源勝寺　　吉岡工務店 曹洞宗　圓峰山　源勝寺　　吉岡工務店 平成24年度 2013 -

163 盛岡ふれあい覆馬場プラザ 青山二丁目 盛岡市 近谷宅美建築設計工房
株式会社恵工業，開成建設株式会社（ア
リーナ屋根）

平成24年度 2013 -

164 （第30回記念特別賞）　岩手県公会堂と周辺の緑地と並木 内丸１１ 岩手県 2013 -

165 盛岡三高の庭園と花壇 高松四丁目 岩手県立第三高等学校 平成26年度 2014 -

166 下太田の喫茶店「けたる」 下太田榊 山内　洸介 有限会社　山内光建築設計 直営 平成25年度 2014 -

167
鉈屋町界隈町屋群ともりおか町屋物語館・大慈寺地区消防コミュニ
ティーセンター

鉈屋町・大慈寺町・南大通三丁目 盛岡市・大慈寺地区福祉推進会
（もりおか町屋物語館）株式会社　三衡設計舎
（大慈寺地区消防コミュニティセンター）有限会社　〈盛岡〉設
計同人

（もりおか町屋物語館）中亀建設・熊谷工
務店特定共同企業体
（大慈寺地区消防コミュニティセンター）東

平成26年度 2014 -

168 岩手県予防医学協会BigWaffleと幼老統合施設cocoa 北飯岡四丁目 公益財団法人　岩手県予防医学協会 株式会社　久慈設計
（ビッグワッフル）株式会社大林組・株式
会社平野組特定建設工事共同企業体
（ココア）株式会社　平野組

平成27年度 2015 -

169 盛岡市アイスリンク 本宮五丁目 盛岡市 株式会社　ＩＮＡ新建築研究所　東北支店
菱和建設株式会社・吉武建設株式会社
特定共同企業体

平成27年度 2015 -

170 三㐂亭・啄木鳥界隈 鉈屋町 村井　軍一 有限会社　〈盛岡〉設計同人
（三㐂亭・図書庫）ウチノ建設株式会社
（啄木鳥）有限会社　室岡建設

平成26年度 2016 -

171 北飯岡Ｋ邸 北飯岡三丁目 小森田　節雄 株式会社　Ｄ・ＬＩＦＥ一級建築士事務所 株式会社Ｄ・ＬＩＦＥ 平成26年度 2016 -

172 盛南ひまわり保育園 向中野字道明
社会福祉法人　盛岡ひまわり会 理事長　龍澤　正美

株式会社　中居敬一都市建築設計　 大和ハウス工業　株式会社 岩手支店 平成29年度 2017 -

173 松田屋菓子舗 南大通三丁目 松田　雅道 有限会社　＜盛岡＞設計同人 有限会社　フォーライフ 平成29年度 2017 -

174 木伏緑地 盛岡駅前通 盛　岡　市 平成28年度 2017 -

175 みうら産婦人科医院 上鹿妻田貝 医療法人一舟会　理事長　三浦達雄 株式会社　アトリエノルド 仙建工業　株式会社　盛岡支店 平成30年 2018

176 浅岸個人住宅 浅岸三丁目 ー オオツカヨウ建築設計 有限会社もるくす建築社 平成29年 2018

177 鹿島精一記念展望台 川目第19地割
平成30年
（改修）

2018

178 鉈屋町のゲストハウス 鉈屋町 三田農林株式会社　代表取締役　三田　林太郎 有限会社　杢創舎建築設計事務所 有限会社　杢創舎
令和元年
(改修工事)

2019

179 もりおか往診ホームケアクリニック 北飯岡三丁目 医療法人葵会　理事長　木村幸博 株式会社プルーフあいアーキテクツ一級建築士事務所ＰＩＡ はりま建設　株式会社 平成29年 2019

180 上ノ橋町I邸 上ノ橋町 石部　禎 アトリエｆ 株式会社アルバライフ 令和元年 2020

181 第１ボルダリング競技場 みたけ一丁目 岩手県 株式会社　武田菱設計 樋下建設　株式会社 令和２年 2020

182 てしろもりの丘 手代森６地割 岩手県 株式会社　武田菱設計 株式会社　高光建設 令和２年 2020

183 観岳ケ原の家・ハタノバ（清水畑建設社屋） みたけ四丁目 清水畑貴彦・有限会社清水畑建設 一級建築士事務所　はた計画設計室 有限会社清水畑建設 令和２年 2021

184 清水町Ｍ邸 清水町 － オオツカヨウ建築設計 有限会社岩井沢工務所 令和２年 2021

185 高松の家 高松 － 株式会社　ＡＴＥＬＥＲ　Ｏ２ 株式会社ジョイホーム 令和２年 2021

186  駒木葬祭社屋 南大通二丁目 株式会社駒木葬祭　代表取締役　駒木　進 一級建築士事務所　空間工房 ウチノ建設　株式会社 令和４年 2022

187 紺屋町番屋 紺屋町 盛岡市 有限会社　角舘稲葉設計事務所 中亀建設　株式会社 令和３年 2022

鹿島建設　株式会社
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