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表 紙 の 写 真
しんじ こ
宍道湖大橋と松江市内（松江市）
市街地を流れる大橋川の川辺からは、松江の様々な水辺景観を楽しむことができます。また宍道湖周辺は景観形成上、特に
重要な地域である「景観形成地域」として指定され、良好な景観形成の推進を図っています。
松江市の南北を結ぶ宍道湖大橋、写真右上の湖岸にある県立美術館は、景観に配慮したデザインとなっており、周辺に整備
された都市公園とともに夕日を眺めるのに絶好の観光スポットとなっています。
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