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特集2 平成18年度日事連建築賞受賞作品

審査報告
日事連建築賞選考委員会委員長　藤 木 忠 善

日事連建築賞選考委員会を代表して、審査経過の報告をさせていただきます。

本年は27単位会から第1次審査を経て一般建築部門21点、小規模建築部門21点の合計42点の建築作品が応募されました。6

月26日に日事連会議室において選考委員会が開催され第2次審査を行い、選考委員の投票及び討議の結果、一般建築部門6作

品、小規模建築部門6作品を国土交通大臣賞、日事連会長賞及び優秀賞候補として選定し現地審査を行うこととしました。

現地審査は7月10日から8月11日にかけて行われ、その結果を踏まえて8月11日に最終選考委員会を開催し、各委員それぞ

れの評価の発表と全員の討議の上、この賞の趣旨に最もふさわしい優れた作品として国土交通大臣賞と日事連会長賞を選定

しました。更に討議を重ね、一般建築部門から3作品、小規模建築部門から2作品を優秀賞に選定しました。また優秀賞に準

ずるものとして一般建築部門から5作品、小規模建築部門から6作品を選定し、奨励賞を贈ることとしました。

それぞれの賞の受賞作品掲載順は北から南への単位会順で掲載しております。

来年度以降は、全単位会からの応募を期待して、審査経過の報告とさせていただきます。

日事連建築賞選考委員会

委員長 藤木　忠善（東京芸術大学名誉教授）

委　員 伊香賀俊治（慶応義塾大学理工学部教授）

委　員 石川　哲久（ 住宅生産振興財団専務理事）

委　員 和泉　洋人（国土交通省大臣官房審議官）

委　員 小草　伸春（㈱小草建築設計事務所代表取締役）

委　員 小林　志朗（小林設計一級建築士事務所代表）

委　員 森野　美徳（都市ジャーナリスト、日経広告研究所主席研究員）
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聖ステパノ学園講堂「海の見えるホール」�
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仙台市ガス局ショールーム GAS SALON�
箱根ラリック美術館�
神戸栄光教会�
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ラボランド黒姫�
せせらぎ（自然体験交流施設）�
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        応  募  建  築  士  事  務  所  名�
㈱久米設計�
㈱竹中工務店東京一級建築士事務所�
�
㈱関・空間設計�
鹿島建設㈱一級建築士事務所�
㈱日建設計�
�
㈱エイプラス・デザイン一級建築士事務所�
藤本寿徳建築設計事務所�
�
㈱北海道日建設計�
設計集団 環 協同組合�
㈱竹中工務店大阪一級建築士事務所�
㈲前原設計事務所�
㈱エー・アール・ジー�
�
柳雅人建築設計工房�
大成建設㈱北信越支店一級建築士事務所�
㈱カミムラ建築研究室�
企業組合 針谷建築事務所�
大成建設㈱九州支店一級建築士事務所�
深野木建築研究所一級建築士事務所�
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平成18年度日事連建築賞 審査講評

日事連建築賞選考委員会委員長　藤木忠善

今年度の国土交通大臣賞は〈味の素グループ高輪研修センター〉です。これは高輪の住宅地にあった味の素創業者の和風

邸宅跡地に建てられた複合施設です。建物には平面を縦断し、地下階まで達する吹抜けがあります。ここが動線の中心とな

り、また、天窓からの自然の採光、換気に役立つとともに、各階に心地よい雰囲気を与えています。大小様々な研修室、交

流スペースの他に「食文化」を中心とした図書館と博物館が併設され公開されています。敷地の下を通る地下鉄のため建物

の重量、地下利用の制限、地上では斜線、日影など規制の多い中で、旧邸宅の緑を残しながら質の高い施設の実現、周辺環

境へ配慮した外部の処理などが評価され都心の土地有効利用の好例として大臣賞に選ばれました。

日事連会長賞は〈聖ステパノ学園講堂「海の見えるホール」〉です。これは、戦後の孤児救済活動を行ったエリザベスサン

ダースホームのために設立され、現在は小人数一貫教育を実践する小中学校の講堂です。木々に覆われ海に面した丘の頂に

あり、最小限の造成と樹木を保全するように計画されました。舞台奧のカーテンを開けると大ガラス面を通して大磯の海が

一望できるのが特徴です。単純な平面、鉄骨現しの天井、質素な仕上げ、自然採光と通風など、浄財による限られた費用で、

気持ちのよい空間をつくり上げ、建築はこれで必要十分だという原点を示した点が評価され会長賞に選ばれました。

次に、一般建築部門の優秀賞の3作品について選考理由を述べます。

〈仙台市ガス局ショールーム GAS SALON〉 市のガス局が運営する複合施設です。市の中心の大通りに面し、隣りは地下

鉄入口、裏通りは商店街という立地です。3層吹抜けのアトリウム、それと平行する緑化された屋外散策路が特徴です。1階

にはショールーム、料理教室、売店、カフェがあり、上階にはイベントホール、テナント階があります。ビルが立ち並ぶ中

で、市民のオアシスとして機能している点が評価されました。

〈箱根ラリック美術館〉 これは最後まで大臣賞を争った作品です。仙石原に建てられたガラス工芸家ラリックのコレクショ

ンを展示する美術館です。外部の喧騒を断ち切るように配置されたレストラン・ショップ棟のゲートから導かれ敷地内を流

れる小川を渡ると美術館棟に達します。各棟の外観は控えめで自然との調和が考えられ、内部も展示の自由を確保するため

単純な空間になっています。リゾートにふさわしい美術館として、また、庭園と建築が一体となったランドスケープとして

評価されました。

〈神戸栄光教会〉 兵庫県庁前に位置するこの教会は阪神淡路大震災で全壊し、その後8年間の募金活動によって再建された

ものです。「復元的創造」という設計コンセプトに従い、ランドマークとして愛されてきたレンガの外観が復元されていま

す。内部は現在の教会活動やバリアフリーに対応した設計になっています。道路を隔てて修復された兵庫県公館が建つこの

地域において、記憶の継承を実現した点が評価されました。

次に、小規模建築部門の優秀賞の2作品について選考理由を述べます。

〈GNH〉 水戸郊外に建つ住宅です。注文主の趣味であるバイクのスペースを伝統的な厩門の形式に取り入れて玄関の棟と

し、中庭を挟んで居住部分があります。玄関の棟の構えと前庭は道に一つの景観を与えています。室内には思い出のある取

壊した祖父の家の建具が用いられ、その材質感が家全体に活かされています。瓦や漆喰壁が残るこの辺りの街並みへの配慮、

家族の思いを発展させ居心地のよい家に仕上げた点が評価されました。

〈横尾の家〉 福山市郊外の幹線道路に面した住宅です。L字型に配された居室、半戸外のテラス、中庭の周囲を縁側状の空

間で囲んでいる平面に特徴があります。コンクリートと鉄骨の混構造によって半戸外を含む流れるような空間が実現されて

いる点、また、縁側状の空間と中庭によって道路からの騒音と視線を防ぎ、周囲の山並みへの眺望、夏の通風、冬の日照の

享受を可能にしている点が評価されました。

以上の他に、一般及び小規模建築部門それぞれにおいて、優秀賞に次ぐ奨励賞が選定されました。一般建築部門では〈中

標津中学校〉、〈能代市立常盤小中学校〉、〈灘浜サイエンススクエア〉、〈菊水こども園〉、〈浦添市立浦添中学校〉の5作品。小

規模建築部門では〈緑の森どうぶつ病院・緑の森の家〉、〈ラボランド黒姫〉、〈せせらぎ（自然体験交流施設）〉、〈空中デッキ

の家〉、〈佐竹利彦椰子記念館〉、〈大きな楡の木の家〉の6作品です。いずれも質の高い設計、新しい提案や技術的解決を含ん

だ優れた作品です。

以上をもちまして審査講評といたします。来年度は会員の方々の更なる研鑽を期待し、すべての単位会からの応募がある

ことを期待します。
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味の素グループ高輪研修センター
建築士事務所：㈱久米設計

聖ステパノ学園講堂
「海の見えるホール」

建築士事務所：㈱竹中工務店東京一級建築士事務所

建　設　地：東京都港区
用　　　途：研修施設
構　　　造：鉄骨造（免震構造）
階　　　数：地上3階地下1階
面　　　積：敷地面積／ 3,228.1㎡

建築面積／ 1,925.5㎡
延 面 積／ 6,248.3㎡

建　設　地：神奈川県中郡
用　　　途：学校講堂
構　　　造：鉄骨造一部RC造
階　　　数：地上2階
面　　　積：敷地面積／31,692.91㎡

建築面積／ 335.84㎡
延 面 積／ 391.61㎡
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仙台市ガス局ショールーム
GAS SALON

建築士事務所：㈱関・空間設計

箱根ラリック美術館
建築士事務所：鹿島建設㈱一級建築士事務所

神戸栄光教会
建築士事務所：㈱日建設計

一般建築部門
建　設　地：宮城県仙台市
用　　　途：展示施設
構　　　造：鉄骨造
階　　　数：地上3階
面　　　積：敷地面積／1,822.120㎡

建築面積／0,913.835㎡
延 面 積／1,774.224㎡

一般建築部門
建　設　地：神奈川県足柄下郡
用　　　途：美術館、店舗、飲食
構　　　造：RC造、屋根S造
階　　　数：地上2階地下1階
面　　　積：敷地面積／13,004.50㎡

建築面積／02,535.04㎡
延 面 積／04,586.01㎡

一般建築部門
建　設　地：兵庫県神戸市
用　 途：教会
構　　　造：RC造一部S造
階　　　数：地上2階地下1階屋上2階
面　　　積：敷地面積／1,179.63㎡

建築面積／0,798.85㎡
延 面 積／2,213.25㎡
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小規模建築部門
建　設　地：茨城県水戸市
用　　　途：住宅
構　　　造：木造（在来）
階　　　数：地上2階
面　　　積：敷地面積／280.27㎡

建築面積／081.08㎡
延 面 積／119.95㎡

小規模建築部門
建　設　地：広島県福山市
用　　　途：住宅
構　　　造：RC造一部S造
階　　　数：地上2階地下1階
面　　　積：敷地面積／491.06㎡

建築面積／238.53㎡
延 面 積／336.53㎡

一般建築部門
建　設　地：北海道中標津郡
用　　　途：中学校
構　　　造：RC造一部S造（屋内運動場）
階　　　数：地上3階
面　　　積：敷地面積／54,000.00㎡

建築面積／03,467.17㎡
延 面 積／06,954.67㎡

GNH
建築士事務所：㈱エイプラス・デザイン

一級建築士事務所

横尾の家
建築士事務所：藤本寿徳建築設計事務所

中標津中学校
建築士事務所：㈱北海道日建設計
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能代市立常盤小中学校
建築士事務所：設計集団環協同組合

灘浜サイエンススクエア
建築士事務所：㈱竹中工務店大阪一級建築士事務所

菊水こども園
建築士事務所：㈲前原設計事務所

浦添市立浦添中学校
建築士事務所：㈱エー・アール・ジー

一般建築部門
建　設　地：秋田県能代市
用　　　途：学校及び体育館
構　　　造：木造及びRC造
階　　　数：地上3階
面　　　積：敷地面積／9,025.55㎡

建築面積／4,480.70㎡
延 面 積／6,607.15㎡

一般建築部門
建　設　地：兵庫県神戸市
用　　　途：見学者対応施設
構　　　造：RC造
階　　　数：地上1階地下1階
面　　　積：敷地面積／0,300.00㎡

建築面積／1,368.00㎡
延 面 積／2,223.14㎡

一般建築部門
建　設　地：熊本県玉名郡
用　　　途：児童福祉施設＋幼稚園
構　　　造：鉄骨造
階　　　数：地上1階
面　　　積：敷地面積／9,788.12㎡

建築面積／2,090.98㎡
延 面 積／1,844.25㎡

一般建築部門
建　設　地：沖縄県浦添市
用　　　途：中学校
構　　　造：RC造
階　　　数：地上3階屋上1階
面　　　積：敷地面積／23,107.97㎡

建築面積／04,972.43㎡
延 面 積／09,746.62㎡
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緑の森どうぶつ病院・緑の森の家
建築士事務所：柳雅人建築設計工房

ラボランド黒姫
建築士事務所：大成建設㈱北信越支店一級建築士事務所

せせらぎ（自然体験交流施設）
建築士事務所：㈱カミムラ建築研究室

空中デッキの家
建築士事務所：企業組合針谷建築事務所

小規模建築部門
建　設　地：北海道旭川市
用　　　途：動物病院＋住宅
構　　　造：木造一部RC造
階　　　数：地上2階
面　　　積：敷地面積／2,279.85㎡

建築面積／0,495.56㎡
延 面 積／0,589.36㎡

小規模建築部門
建　設　地：長野県上水内郡
用　　　途：研修施設（管理棟）
構　　　造：S造、RC造
階　　　数：地上2階
面　　　積：敷地面積／27,106.00㎡

建築面積／00,499.49㎡
延 面 積／00,694.17㎡

小規模建築部門
建　設　地：長野県安曇野市
用　　　途：交流体験施設
構　　　造：木造
階　　　数：地上1階
面　　　積：敷地面積／5,130.00㎡

建築面積／0,346.81㎡
延 面 積／0,314.76㎡

小規模建築部門
建　設　地：静岡県浜松市
用　　　途：住宅
構　　　造：RC造一部S造
階　　　数：地上2階
面　　　積：敷地面積／240.35㎡

建築面積／111.96㎡
延 面 積／169.82㎡
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佐竹利彦椰子記念館
建築士事務所：大成建設㈱九州支店一級建築士事務所

大きな楡の木の家
建築士事務所：深野木建築研究所一級建築士事務所

小規模建築部門
建　設　地：沖縄県石垣市
用　　　途：資料館
構　　　造：RC壁式構造
階　　　数：地上2階
面　　　積：敷地面積／2,481.01㎡

建築面積／0,116.62㎡
延 面 積／0,189.48㎡

小規模建築部門
建　設　地：福岡県筑紫野市
用　　　途：住宅
構　　　造：1階RC造、2階木造
階　　　数：地上2階
面　　　積：敷地面積／679.44㎡

建築面積／185.52㎡
延 面 積／238.17㎡

第31回建築士事務所全国大会（東京開催）
大会テーマ 信頼回復を目指して

日　　　　時 平成18年10月6日（金）

12：00 登録受付、建築作品

13：00～15：00 シンポジウム

15：15～16：40 大会式典（日事連建築賞表彰・功労者表彰）

17：00～18：45 記念パーティー

会　　　　場 東京會舘（東京都千代田区丸の内3－2－1 TEL03－3215－2111）

シンポジウム 「設計事務所は社会の期待にどう応えるか」（定員500名）
パネリスト 見城美枝子（青森大学教授・エッセイスト・ジャーナリスト）

大森　文彦（弁護士・東洋大学法学部教授）

岡部　明子（建築家・千葉大学工学部助教授）

三栖　邦博（ 日本建築士事務所協会連合会会長）

コディネータ 細野　　透（建築＆住宅ジャーナリスト）


