
名古屋市都市景観賞表彰作品一覧

名古屋市都市景観賞は、個性豊かな誇りと愛着のもてるまちをめざして、昭和59年

より良好な都市景観の形成に貢献している建築物などの名古屋の優れた景観や

回 年度 名                              称 備　　　　　考 所                         在

ＧＡＺＡ四ツ谷 千種区四谷通

植村楽器 千種区内山

名古屋市芸術創造センター 東区葵

名城公園彫刻の庭「水の広場」 大 賞 中区三の丸

より良好な都市景観の形成に貢献している建築物などの名古屋の優れた景観や、

魅力ある景観づくりに貢献している活動やイベントなどを表彰してきました。

名城公園彫刻の庭「水の広場」 大 賞 中区三の丸

富士通ＯＡショールーム 中区栄

名古屋市鶴舞中央図書館 昭和区鶴舞一丁目１番１５５号

内田橋公園（宮の渡し） 熱田区神戸町

高畑自転車駐車場 中川区高畑二丁目１４３番地

名古屋港ポートビル 港区港町

盲導犬総合訓練センター 港区十一屋

中井用水緑道 南区元塩町～芝町

1
昭和59年
(1984)

ハロードゥ・インターナショナル 名東区よもぎ台

千種コミュニティセンター 千種区千種

献体の塔 千種区平和公園

天満緑道水の小径 千種区茶屋が坂～赤坂町

持田製薬（株）名古屋支店 千種区四谷通

白壁町ハウス 特別賞 東区白壁

第三堀内ビルディング小路 中村区名駅

さが野 瑞穂区北原町

昭和60年
(1985)

2
野 瑞穂 北原

THE STAGE 大 賞 瑞穂区弥富町

ブラザー工業（株）瑞穂工場・地上広告 瑞穂区妙音通

名港西大橋 港区金城ふ頭～海部郡飛島村

瀬古会館 守山区大字幸心

有松・鳴海絞会館及び碧海信用金庫有松支店 緑区有松町

椙山女学園大学星が丘キャンパス 千種区星が丘元町

ニットハウス４０ 北区城見通

庄内緑地グリ ンプラザ及び大噴水 西区山田町庄内緑地グリーンプラザ及び大噴水 西区山田町

コンピュータ総合学園ＨＡＬ 中村区名駅南

白川公園イメージウォール「円・景」 中区栄

スギビル及び妙香園ビル 中区栄

電気文化会館 中区栄

ＣＩＮＱ石川橋 瑞穂区檀渓通

ＰＯＳＴ－４６ 中川区篠原橋通

大高南小学校 緑区大高町

昭和61年
(1986)

3

名古屋女子文化短期大学 東区葵

名古屋三井ビルディング本館及び笹島カスケード施設 中村区名駅南

ストリートギャラリー及びSHAKE HANDS WALL'86
（握手の壁）

中村区名駅・名駅南

セントラルパークアネックス 中区錦

錦中央ビル 中区錦

Brunswick SPORT リフレッシュ賞 中区新栄

名古屋広小路ビルヂング公開空地 街かど賞 中区栄

サンダイヤルマンション 昭和区御器所通

昭和62年
(1987)

4

サンダイヤルマンション 昭和区御器所通

プラザ・フルール 瑞穂区弥富町

荒子川フェニックスアイランド 港区十一屋
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回 年度 名                              称 備　　　　　考 所                         在

ＮＴＴ名古屋星ヶ丘寮 千種区星ケ丘

パークシティ鳥見 西区鳥見町

若宮大通公園「冒険広場」 中区大須

錦通標識類統合柱 中区錦

Ｍ３　ＢＬＤＧ． 中区錦

石油会館 中区正木

カトリック神言修道会日本管区センター神言会ハウス 昭和区南山町

昭和63年
(1988)

5

カトリック神言修道会日本管区センタ 神言会ハウス 昭和区南山町

ギャラリア南山 昭和区南山町

地下鉄出入口上屋(中村区所駅他９） 中村区役所駅他

ビクトリーブリッジ 千種区内山

名古屋駅地区 特別賞 名古屋駅都市景観整備地区

桜橋 中村区名駅、那古野、中区錦、丸の内

復興事業収束モニュメント 中区栄地内

久屋大通地区 特別賞 久屋大通都市景観整備地区

興和紡績株式会社本社ビル及びサウスハウス 中区錦

平成元年
(1989)

6
興和紡績株式会社本社ビル及びサウスハウス 中区錦

かわらまち夜間保育園 中区金山

名古屋市富田工場 中川区吉津

南医療生協わかくさ寮 南区三吉町

カトリック守山教会 守山区大字小幡

ＨＡＲＡＸ表山 天白区表山

名古屋市市政資料館 特別賞 東区白壁

山形屋海苔店名古屋支店 東区泉

(1989)

ＯＺモール 特別賞 北区大曽根町

ＪＲ名古屋駅 リフレッシュ賞 中村区名駅

フィットネスホテル３３０名古屋 広告物賞 中村区名駅

ピュアＯ２ ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆﾁｬｰ賞 中区栄

名古屋パルコ 中区栄

丸栄百貨店本店 リフレッシュ賞 中区栄

イノフィス 中区新栄

名古屋国際会議場 熱田区熱田西町

平成2年
(1990)

7

大同工業大学図書館 南区滝春町

東山スカイタワー 千種区田代町

モーニングパーク主税町 大 賞 東区主税町

東名阪自動車道高架橋 西区二方町～比良、北区若鶴町～三軒町

ノーサレンダー 特別賞 中村区太閤

愛知芸術文化センター愛知県図書館 中区三の丸

セント・ヒサヤビル「リュート人形」 サイン賞 中区錦

白鳥庭園「汐入の庭」 熱田区熱田西町

平成3年
(1991)

8

白鳥庭園「汐入の庭」 熱田区熱田西町

日本ガイシ（株）本社 熱田区六野

住友電気工業の塀の撤去と緑化 特別賞 南区菊住町

応用地質（株）中部支社 守山区大字瀬古

ナゴヤ電飾船パレード イベント賞 堀川

ＮＨＫ名古屋放送センタービル 東区東桜

明和高校前街園 街かど賞 東区白壁

ＪＲ東海太閤ビル 中村区名駅

松坂屋パ クプレイス 中区栄松坂屋パークプレイス 中区栄

パームビル 中区金山

岡谷不動産滝川町ビル（東京海上杁中寮） 昭和区滝川町

弥富丘第２号線桜並木道 ライトアップ賞 瑞穂区日向町、弥富ケ丘町、八勝通地内

FUJI 3A PROJECT & GALLERY APA 瑞穂区汐路町

活けるキリスト麦一教会 名東区亀の井

天白川天白護床工 大 賞 天白区天白町

平成4年
(1992)

9
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回 年度 名                              称 備　　　　　考 所                         在

愛知芸術文化センター 東区東桜

ＧＩＮＮＯＳＵＫＥ 東区東桜

アポロドーム名古屋Ｓ.Ｓ. 東区東桜

伊勢木本社ビル 中区栄

中外東京海上ビルディング 中区丸の内

十六銀行名古屋ビル 工事景観賞 中区錦

瀧定本社ビル及び公開空地 中区錦

10
平成5年
(1993)

瀧定本社ビル及び公開空地 中区錦

名古屋港水族館 港区港町

金城学院大学ランドルフ記念講堂 守山区大森

東山公園テニスセンターふれあい橋 天白区天白町

ＶＩＡ　１４１ 西区名駅

産業技術記念館 大 賞 西区則武新町

久屋大通公園エンゼル広場 中区栄

中日ビル リフレッシュ賞 中区栄

うるし＆くらふと ギ ラリ くろ忠 中区新栄成 年 うるし＆くらふと　ギャラリーくろ忠 中区新栄

戸田川排水機上上屋（外壁色彩） 港区小川三丁目地内

ポートモール・アピタ港店 特別賞 港区当知

名古屋環状２号線（一般国道３０２号及び東名阪自動車道） 守山区松坂町～名東区上社

アミスター小幡・アネシス小幡 守山区小幡南

国立東名古屋病院バス停留所ポケットパーク 名東区梅森坂

静岡銀行　鹿之子コンフォート 千種区鹿子町

菊地邸

平成6年
(1994)

11

中京大学名古屋キャンパスセンタービル 昭和区八事本町

山崎川親水広場及び鼎小橋
親水広場／瑞穂区師長町
鼎小橋／瑞穂区萩山町、田辺通

白鳥プロムナード 熱田区熱田西町

スター☆ライトレビュー イベント賞 港区ガーデンふ頭一帯

有松まちづくりの会及び有松の町並み 特別賞 緑区有松町

野並保育園及び野並デイサービスセンター 天白区福池

ＺＩＰ－ＦＭ　ＺＩＰ－ＣＡＲ

名古屋市立名古屋商業高等学校 千種区自由ケ丘

平成7年
(1995)

12

名古屋市立名古屋商業高等学校 千種区自由ケ丘

ＥＧＧ　ＣＯＳＭＯＳ 千種区本山町

三菱電機（株）名古屋製作所　工場外構の緑化 大 賞 東区矢田南

名古屋市演劇練習館及び稲葉地公園 中村区稲葉地町、稲葉地本通

盛田本社ビル 中区栄

名古屋市とだがわこどもランド 港区春田野

Showtime & Some Like It Hot
（今池ブロードウェイ・シンボルモニュメント）

千種区内山

千種台緑の散策路 千種区希望が丘

平成8年
(1996)

13

千種台緑の散策路 千種区希望が丘

芸術の星（アーバンラフレ星ケ丘工事景観） 千種区星ケ丘

大須大道町人祭 中区大須

ナディアパーク 中区栄

ジャスコシティ八事ロマンロード 昭和区広路町

白沢渓谷 守山区城土町

松和花壇の家 天白区土原

ピッツェリア　マリノ 中区栄

栄ビル 中区栄

平成9年
(1997)

14

ｊｕｊｏ　栄ビル 中区栄

名駅ウォールアート「ギャラリー２００」 市民活動賞 中川区西日置町

名港トリトン
海部郡飛島村金岡～港区金城ふ頭～港区
潮見町～東海市新宝町

大成建設（株）　ドミトリー八事 天白区弥生が岡

名城変電所とその周辺 中区三の丸

新名古屋ミュージカル劇場 中区栄

上海湯包小館 広告物賞 中区栄

桂新堂 熱田区金山町

15
平成10年
(1998)

16
平成11年
(1999)

桂新堂 熱田区金山町

相生山緑地オアシスの森くらぶ 市民活動賞 天白区菅田

ＪＲセントラルタワーズ 中村区名駅

スカイオアシス栄「南久屋交番のサイン」 サイン賞 中区新栄町

造成地を自然に帰す家 緑区上旭

酒井皮ふ科 天白区高島

17
平成12年
(2000)
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回 年度 名                              称 備　　　　　考 所                         在

にっぽんど真ん中祭り イベント賞 久屋大通公園をはじめ名古屋市内各所

オンワード樫山名古屋支店 中村区名駅南

OPAQUE　NAGOYA  （オペーク　ナゴヤ） リニューアル賞 中区栄

中央卸売市場本場の外構緑化 熱田区川並町

名古屋港水族館北館 港区港町

愛知工業大学名電高等学校北校舎 千種区若水

ノリタケの森 西区則武新町

18
平成13年
(2001)

ノリタケの森 西区則武新町

タワーズライツ イベント賞 中村区名駅

REAL　Style（リアル　スタイル） リニューアル賞 中区大井町

FURBO（フルボ) 名東区社台

名古屋市千種文化小劇場（ちくさ座） 千種区千種

星が丘テラス 千種区星が丘元町

オアシス２１ 大 賞 東区東桜

白壁の家 東区白壁

四間道界隈 土蔵 民家の再生 奨励賞 西区那古野

20
平成15年
(2003)

19
平成14年
(2002)

四間道界隈～土蔵・民家の再生～ 奨励賞 西区那古野

名古屋大学の建物と地下鉄出入口 千種区不老町、千種区四谷通

徳川園 東区徳川町

徳川町の家 東区徳川町

栄三丁目ビルディング・LACHIC 中区栄

有松中町山車庫・年行司 緑区有松町21
平成17年
(2005)

まちなみ部門

まちづくり部門

やまのて音楽祭 千種区 城山・覚王山地区

第16回堀川まつり・大まきわら船の復活 熱田区 宮の渡し公園

旧防潮壁の修景活動　みなと・夢ロード 港区 築地地区

瑞穂うるおいまちづくり会 奨励賞 瑞穂区 区内一円

アーバンネット名古屋ビル（商業施設名：ブロッサ） 東区東桜

文化のみち 百花百草 東区白壁

ミッドランドスクエア 中村区名駅

まちなみ部門

中村 駅

南山高等学校・中学校（女子部）新校舎 昭和区隼人町

南山のワークスペース＋住居 瑞穂区

名古屋学院大学 名古屋キャンパス 白鳥学舎 熱田区熱田西町

広告付バス停留所上屋（B-Stop®） 市内一円

デザインによる｢文化のみち｣の広報・イメージアップ活動 東区 文化のみちエリア

庄内用水を環境用水にする会 北・西両区内の庄内用水沿いの9学区

花水緑のまちづくり 緑区内一円

まちづくり部門

22
平成19年
(2007)

花水緑のまちづくり 緑区内 円

てんぱくプレーパーク 奨励賞 天白区 天白公園冒険の山

三井住友銀行 ＳＭＢＣパーク栄 中区錦

ナゴヤ セントラルガーデン 千種区高見

中部ろうさい病院 港区港明

赤とんぼ橋（名古屋高速６号清須線） 西区上堀越町～清須市西枇杷島町小田井

四間道の町並み 西区那古野

名古 市公会堂 鶴舞23
平成21年

まちなみ部門

名古屋市公会堂 昭和区鶴舞

鶴舞公園 昭和区鶴舞

パラサイトシネマ 市内各所 他

まちの縁側ＭＯＭＯ 東区代官町

でこぼこ山自然クラブ 天白区平針南

黒川友禅流し 北区辻本通

23
平成21年
(2009)

まちづくり部門

       　名古屋市住宅都市局　都市計画部　都市景観室　
　　　　　　　　住　　　所／　〒460-8508　名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

　　　　　　　　電　　　話／　052-972-2732

　　　　　　　　ファックス／　052-972-4160

　　　　　　　　電子メール／　a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

　　　名古屋市ホームページ／　http://www.city.nagoya.jp/

　　都市景観室ホームページ／　http://www.city.nagoya.jp/jigyou/kenchiku/toshikeikan
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