
88作品 徳島

番号 県 作品名 設計者名 用途 竣工年 構造・規模 所在地 施工者 備考

1 鳴門市庁舎を核とした公共建築群 増田友也 公共施設 1961～82 RC造他 鳴門市撫養町南浜字東浜

2 WITHビル 安藤忠雄 商業施設 1985 RC造 徳島市助任橋1-24-1 大林組

3 近藤内科病院 古谷誠章+八木佐千子 病院 2002 RC+S造4階 徳島市西新浜町1-6-25 鹿島建設

4 プレ・ヴィー 松田公彦 社屋 2006 RC+S造平屋 板野郡北島町北村 小野建設

5 ビーンスターク保育園とくしま 内野輝明 保育園 2011 S造平屋 徳島市川内町平石夷野 亀井組

6 コレクティブハウスなじみ 間健治 集合住宅 2006 RC造4階 徳島市吉野本町6-42

7 松茂町第二体育館 竹原義二 体育館 2005 RC+S+W造平屋 板野郡松茂町中喜来群恵 西松建設

8 AU　POIVRE（オウ　ポワブル） 新居照和 商業施設 2010 木造平屋 板野郡北島町 アズマ建設

9 土成中央公園展望休憩所 野口政司 展望台 公衆便所 1993 組積造平屋 板野郡土成町吉田 姫野組

10 鳴門第二中学校などの学校建築群 増田友也 学校施設 1972～81 RC造他 鳴門市撫養町立岩内田150

11 ジャストシステム本社ブレインズ1 野々瀬徹 事務所　研究所 1997 SRC+RC造7階 徳島市川内町平石若松１０８ 大林組

12 大里医院 細木茂 医院併用住宅 2007 木造2階 海部郡海陽町大里松原34-47

13 三角地の家 橋本國雄 事務所併用住宅 1986 RC壁式造3階 徳島市南庄町2-26-9 直営 設計者のアトリエ兼自邸

14 徳島市営末広団地 内井昭蔵 集合住宅 1998 RC造 徳島市末広４丁目

15 SKK徳島 宮崎浩 事務所 2004 S造 徳島市佐古二番町1-14

16 南末広の家 龍野文男 事務所併用住宅 1986 RC壁式造3階 徳島市南末広 司工務店 設計者のアトリエ兼自邸

17 佐那河内小中学校 根岸徳美 学校施設 2011 名東郡佐那河内村下字中川原30 コンペ一等案

18 　 　 NHK徳島放送会館 日建設計 放送施設 2006 SRC造他地下1階地上6階 徳島市寺島本町東1-28

19 Ｗｅｓｔ・Ｗｅｓｔ 中川俊博 商業施設 2004 S造 三好市山城町西宇1468-1

20 B House 武智和臣 事務所併用住宅 1998 S造2階 徳島市南常三島町3-37 竹中工務店 坂東孝明デザイン事務所

 



88作品 高知

番号 県 作品名 設計者名 用途 竣工年 構造・規模 所在地 施工者 備考

1 牧野富太郎記念館 内藤廣 博物館 1999 RC造（小屋組集成材＋鉄骨）2階 高知市五台山4200-6 竹中工務店

2 ｵｰﾍﾞﾙｼﾞｭ土佐山 細木茂 宿泊施設 1998 木造一部RC造2階 高知市土佐山東側661 大旺建設

3 坂本龍馬記念館 高橋晶子+高橋寛 博物館 1991 S造一部RC造　地上2階　地下2階 高知市浦戸830

4 中芸高校格技場 山本長水 格技場 1995 木造１階 安芸郡田野町1203

5 称名寺 山本長水 寺院本堂 2001 木造　地下1階　地上1階 高知市升形8-19

6 龍馬の生まれたまち記念館 龍馬の生まれた街を考える建築士グループ 2004 木造一部S造2階 高知市上町2-6-33 大旺建設

（太田憲男・西森啓史他） 博物館

7 星が岡ｷﾞｬﾗﾘｰ棟 松澤敏明 展示場 1994 木造地上1階　地下1階 高知市横内 勇工務店

8 ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ 古谷誠章 美術館 1996 RC造　地下1階　地上4階 香美市香北町美良布1124-2

9 はりまや橋商店街ｱｰｹｰﾄﾞ 建築士会青年部 公共歩廊 1998 木造＋S造 高知市はりまや町１丁目 神村鉄工

（平山昌信・西森啓史他）

10 雲の上ﾎﾃﾙ 隈研吾 宿泊施設 1994 木造＋S造 高岡郡檮原町太郎川3799-3

11 梼原町総合庁舎 隈研吾 公共施設 2006 W＋RC混構造　地上2階　地下1階 高岡郡檮原町檮原1444-1 飛鳥・ミタニ建設ＪＶ

12 ﾙｲ・ｳﾞｨﾄﾝ高知 乾久美子 商業施設 2003 S造　２階 高知市はりまや町3-1-1 清水建設

13 高知県知事公邸 村野藤吾 公共施設 1963 RC＋S造 高知市鷹匠町２丁目2-6

14 はりまやｱﾙｺ 前田博 商業施設 1998 RC造2階 高知市はりまや町2-10--1

15 佐川町三野団地 太田憲男・西森啓史 集合住宅 2001 木造2階 高岡郡佐川町三野 　開洋  マルニン建設

16 相愛本社 山本長水 事務所 1996 木造＋RC造＋S造　　地下1階　地上1階 高知市重倉266-2 橋田工務店　浜田工務店　酒井建設　ミタニ建設工業

17 ｾﾌﾞﾝﾃﾞｲｽﾞﾎﾃﾙ・ﾌﾟﾗｽ 橋本健 宿泊施設 2003 SRC造8階 高知市はりまや町2-13-16 戸田建設

18 高知駅くじらドーム 内藤廣 駅舎 2008 W＋Sハイブリッド 高知市栄田町２丁目

19 清水高校格技場 上田堯世 格技場 1996 木造一部S造１階 土佐清水市加久見893-1 笹工務店

20 高知県立青少年体育館 上田堯世 体育館 1991 RC造 S造　2階 吾川郡いの町八田1767 晃立　

21 十市木造３階建県営住宅 山本長水 集合住宅 1998 木造3階 高知県南国市

22 高知県庁 岸田日出刀 公共施設 高知市丸ノ内1-2-20

23 ｳﾄｺｵｰﾍﾞﾙｼﾞｭ＆ｽﾊﾟ ｼｨｪﾙ　ﾙｰｼﾞｭ　ｸﾚｱｼｵﾝ 滞在型 2006 RC造 室戸市室戸岬町南津呂6969-1 轟組

タラソテラピー



88作品 愛媛

番号 県 作品名 設計者名 用途 竣工年 構造・規模 所在地 施工者 備考

1 法華津峠展望台 松村正恒 展望台 1959 RC造2階 宇和島市吉田町

2 愛媛信用金庫・今治支店 丹下健三 銀行 1960 RC造2階
今治市常盤町4丁目1-15

3 新居浜農協会館 大高正人 事務所会館 1967 RC造3階 新居浜市田所町3-63

4 内子町立大瀬中学校 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所 学校施設 1992
RC造＋S造＋木造平屋 喜多郡内子町大瀬中央5880番地

清水建設

5 新居浜市立図書館 日建設計 図書館 1992 RC造＋S造地上2階地下1階
新居浜市北新町10-1

住友建設

6 大島　亀老山展望台 隈研吾＋建築都市設計事務所 展望台 1994 工作物 今治市吉海町南浦487番地4

7 愛媛県歴史文化博物館 日建設計＋愛媛県土木部 博物館 1994 RC造＋S造2階
西予市宇和町卯之町4-11-2

大林組＋五洋建設＋村上工業＋八幡浜建設

8 愛媛県総合科学博物館 黒川紀章建築都市設計事務所 博物館 1994 SRC造＋一部RC造＋一部S造地上6階地下1階
新居浜市大生院2133‐2

清水建設＋住友建設＋安藤建設

9 広瀬歴史記念館 日建設計＋石本建築事務所 博物館 1997 RC造平屋
新居浜市上原2-10-23

10 エリエールゴルフクラブ迎賓館 安藤忠雄 商業施設 1998 RC造＋一部SRC造地上6階地下1階
松山市柳谷町乙45番1

11 ミウラート・ヴィレッジ 長谷川逸子 美術館 1998 SRC造2階
松山市堀江町1165-1

12 愛媛県美術館 日建設計＋愛媛県土木部 美術館 1998 PC圧着工法＋RC造＋S造地上3階地下1階
松山市堀之内

大成建設＋野間工務店

13 南岳山・光明寺（西条） 安藤忠雄 寺院 2000 木造平屋
西条市大町550

14 ところミュージアム大三島 山本英明＋DEN住宅研究所 美術館 2003 RC造＋一部木造平屋
今治市大三島町浦戸2362-3

鹿島建設

15 愛媛県武道館 石本建築事務所＋愛媛県土木部 武道場 2003 木造＋RC造地上2階地下1階 松山市市坪西町551

16 坂の上の雲ミュージアム 安藤忠雄 博物館 2006 SRC造地上4階地下1階 松山市1番町3丁目20番地

17 伊丹十三記念館 中村好文＋レミングハウス 記念館 2007 RC造＋一部S造2階 松山市東石井1丁目6番10号

18 伊東豊雄建築ミュージアム 伊東豊雄 博物館 2011 S造＋一部RC造2階 今治市大三島町浦戸2418 大成建設

19 四国鉄道文化館 和田耕一 博物館 2007 木造2階 西条市大町798番地1 西条建設業協同組合共同企業体

20 オーベルジュ内子 武智和臣 宿泊施設 2009 木造平屋
喜多郡内子町五十崎乙485-2
.

山本建設＋三和建設＋西渕工務店

21 日土小学校 西校舎 武智和臣 学校施設 2009 木造2階 八幡浜市日土町 小西建設

22 今治市岩田健母と子のミュージアム 伊東豊雄 美術館 2011 RC造平屋
今治市大三島町宗方5208-2

大成建設

23 愛媛信用金庫・常磐町支店 丹下健三 銀行 1967 RC造2階 今治市常盤町6丁目6-8

 



88作品 香川

番号 県 作品名 設計者名 用途 竣工年 構造・規模 所在地 施工者 備考

1 四国物産本社 水野頴介 事務所 1969 RC造2階 観音寺市昭和町2丁目4-5

2 イサムノグチ庭園美術館ゲストハウス 山本忠司 ゲストハウス 1972 S+W造2階 高松市牟礼町牟礼3519 イズミ屋

3 豊浜小学校・幼稚園 山本忠司 学校施設 1974 S造2階 観音寺市豊浜町和田浜1000 フジタ工業 鉄骨トラス

4 一宮団地 丹下健三 共同住宅 1984 RC造3階 高松市寺井町1369 穴吹・木村・高岸ＪＶ

5 西園寺　納骨堂・本堂 相田武文 寺院施設 1987 ＲＣ造3階 坂出市中央町2-7 山樋建設

6 灸まん美術館 磯野達 美術館 1990 ＲＣ造2階 善通寺市大麻町338 富士建設

7 猪熊弦一郎現代美術館 谷口吉生 美術館 1991 SRC造地下1階地上4階 丸亀市浜町80-1 鹿島建設 村野藤吾賞、ＢＣＳ賞

8 ベネッセハウス 安藤忠雄 美術館+ホテル 1992～ ＲＣ造地上3階その他 香川郡直島町琴弾地 鹿島建設

9 たからだの里 佐藤昌平 浴場施設 1995 RC+S造平屋 三豊市財田町財田上 菅組

10 高松市庵治支所 村上徹 庁舎 1996 RC造2階 高松市庵治町6393-5 熊谷組 旧庵治町役場

11 金刀比羅宮プロジェクト 鈴木了二 神社社務所等 2004 S+RC造地上2階 仲多度郡琴平町892-1 清水建設 日本芸術院賞、村野藤吾賞

12 東山魁夷美術館 谷口吉生 美術館 2004 RC+S造地上2階 坂出市沙弥島224-13 竹中・坂出土建ＪＶ

13 地中美術館 安藤忠雄 美術館 2004 RC造地下3階 香川郡直島町3449-1 鹿島建設

14 仏生山温泉 岡昇平 浴場施設 2005 S造平屋 高松市仏生山町2489-1 谷口建設興業

15 海の駅直島 SANAA フェリーターミナル 2006 S+RC造平屋 香川郡直島町2249-40 鹿島建設

16 李禹煥美術館 李禹煥+安藤忠雄 美術館 2010 RC造平屋 香川郡直島町倉浦1390 鹿島建設

17 豊島美術館 内藤礼+西沢立衛 美術館 2010 RC造地上1階 小豆郡土庄町唐櫃607 鹿島建設 建築学会作品賞、村野藤吾賞

18 野村正人建築研究所 野村正人 事務所併用住宅 2011 木造2階 高松市林町385-15 谷口建設興業

19 島キッチン 安部良 飲食施設 2010 S造平屋 小豆郡土庄町豊島唐櫃1601 植原工務店

20 MAYUMIYAの工房 久保清一+香川眞二+森田真由美 アトリエ併用住宅 1999 木造2階 高松市川島町 香南建設

21 善通寺市役所 佐藤武夫 市庁舎 1968 RC造3階 善通寺市文京町2-1-1 鴻池組

22 彫刻家のアトリエ 伊丹潤 アトリエ 1985 RC造3階 仲多度郡多度津町 菅組

 


