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特別報告 平成20年度「日事連建築賞」

審査報告

日事連建築賞選考委員会委員長　坂本一成

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25点の合計46点の建築作品が応募されま

した。

6月24日に日事連会議室において選考委員会が開催され、第2次審査を行いました。委員の投票及び討議の結果、

まず一般建築部門9作品、小規模建築部門8作品を日事連建築賞候補として選定いたしました。その後、さらに討議・

検討の結果、国土交通大臣賞、日事連会長賞及び優秀賞候補として一般建築部門の7作品、小規模建築部門の6作品

を現地審査することといたしました。

現地審査は7月17日から8月8日にかけて行われ、その結果を踏まえて8月8日に最終選考委員会を開催いたしまし

た。委員の投票及び討議の結果、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

を選定いたしました。さらに投票・討議の結果、一般建築部門から4作品、小規模建築部門から2作品を優秀賞に選

定いたしました。また優秀賞に準ずるものとして、一般建築部門から4作品、小規模建築部門から5作品を奨励賞に

選定いたしました。

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。

来年度は、さらに多くの応募を期待したいと存じます。

以上審査報告といたします。

審査講評

日事連建築賞選考委員会委員長　坂本一成
今年度の国土交通大臣賞は川本製作所東京ビルです。この建築はポンプメーカーの首都圏の営業・販売の拠点と

なるオフィスビルで、限られた広さの敷地に床面積を最大に確保し、未来を指向する新しいオフィスの実現を求め

たものです。明るく働きやすい執務空間と周辺環境の美化に貢献できる建物を「意匠・構造・設備のインテグレイ

ト」と「小さなオフィスに合ったスケール」をテーマに設計されています。この作品は周辺地域への景観形成や環境性

能を高めるなどの配慮が行き届いているばかりでなく、意匠、構造、機能上極めて優れた設計となっており、完成

度の高い作品として特に評価されて国土交通大臣賞に選定されました。

今年度の日事連会長賞は大成札幌ビルです。この建築は大手建設会社の支店を中心としたオフィスとショップの

複合ビルで、札幌市の中心街に建てられたものです。最小限の開口部によって自然環境からの熱負荷を抑え、太陽

光集光システムを伴ったトップライト付き吹き抜けで明るさと開放性を確保し、制震システムと高強度PCの採用に

よる大スパン架構によって空間の広がりを獲得し、各種技術的空調システムを伴って、快適な執務空間を形成して

います。このようにこの建築は太陽光、自然換気、外気空調など自然エネルギーを有効利用した意匠・構造・設備

の最先端技術を駆使した建物として特に評価され日事連会長賞に選定されました。

次に、一般建築部門の優秀賞の4作品について選考理由を述べます。

北日本新聞 創造の森『越中座』 富山県の地方新聞社の印刷工場です。「環境と情報技術の共生をめざす、緑の中の

ITパーク」のコンセプトのもとに、ゲストエリア、屋上ガーデン、芝生広場、ビオトープ空間を備えた、地域に開か

れた情報発信拠点の役割を担った建築となっています。これらの計画からこの建築は周辺環境と良い関係を形成し

た、簡潔で端正な優れたデザインの作品となっています。

東京松屋UNITY 江戸時代から続く和紙・唐紙の老舗の技法と文化を継承する場としての店舗と事務所、そしてそ
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の伝統をデザインモチーフとした賃貸集合住宅です。伝統素材と店舗や住宅の空間との融和によって伝統と現代の

共生を表現する建築になっている一方、集合住宅部での共有廊下やそこに隣接する吹き抜け、空中庭園などが有機

的に配置・構成され、建築全体が魅力的な作品となっています。

かほく市立大海保育園 能登半島の田園地域に建つ平屋の中庭形式の保育園です。田園風景のなかで瓦屋根を冠し

た木造のこの建築は、小松瓦、大海杉といった地元材、更に地元産のリサイクルブロックを使い、地域と環境に配

慮したものになっています。また気候風土を考慮した庇や空調の負荷を軽減させるヒートトレンチ等によって環境

に優しい計画となっています。端正なデザインも評価されました。

龍谷大学大宮学舎 大宮図書館 築70年を迎える既存大学図書館の増築・リニューアルで、既存建物の歴史的ファ

サードを保存しながら、中庭を中心に増床したものです。この増築部との接合部が既存部を含めた耐震要素とする

等、多くの創意・工夫がみられます。また中庭部に増築された開架閲覧室を中心に建物全体が空間的に統合され、

過去の遺産を引き継いだ魅力ある図書館を実現しています。

続いて、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。

新潟大学科学技術交流悠久会館 工学部創立80周年を記念して建設された大学と卒業生そして地域社会を結ぶ交流

の拠点として計画された建築です。幾何学的構成と配置による景観、省エネルギーを考慮した快適な室内環境、ア

ーカイブスと称した卒業生が開発した技術を公開する展示棚の構成、細部にわたり工夫された色彩やサイン等、丁

寧な計画が密度ある有機的な交流空間を形成しています。

すがぬま耳鼻咽喉科 愛知県の三河地区に地域のかかりつけ医として愛され信頼される医療機関となるべく計画さ

れた建築です。スムーズな医療サービスを提供できるための診察室廻り、またユニバーサルデザインを前提とした

院内外のアプローチの動線などの患者対応の平面計画に優れた工夫がみられ、特に透光性の壁体を中心とした内外

のシンプルなデザインに好感がもてました。

以上の他に、一般建築部門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

建築部門では北見信用金庫本店、南越前町立今庄小学校、高松大学 学生会館、熊本県こども総合療育センターの4

作品、小規模建築部門ではデンタルケア 長浦歯科クリニック、“のびやかに呼吸する家”～自然素材をつかって～、

わたぼうしふぁーむ、医療法人田村内科神経内科 油木坂クリニック、山鹿バスの駅の5作品です。いずれも質の高

い設計で、建築計画や構成技術に新しい提案を含んだ優れた作品です。

以上、審査講評といたします。来年度は更に多くの会員の皆様が参加され、すべての単位会からの応募があるこ

とを期待いたします。
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国土交通大臣賞

川本製作所東京ビル
㈱日建設計

建設地：東京都豊島区
用　途：事務所
構　造：SRC造、一部S造
階　数：地上6階
面　積：敷地面積/214.37㎡

建築面積/170.76㎡
延 面 積/931.35㎡

日事連会長賞
大成札幌ビル
大成建設㈱札幌支店一級建築士事務所

建設地：北海道札幌市
用　途：事務所・店舗
構　造：RC造及びS造
階　数：地上8階 地下1階
面　積：敷地面積/0863.99㎡

建築面積/0770.65㎡
延 面 積/6,970.38㎡
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優秀賞（一般建築部門）

北日本新聞
創造の森『越中座』
鹿島建設㈱一級建築士事務所

建設地：富山県富山市
用　途：日刊新聞印刷工場
構　造：柱：SRC造、梁：S造
階　数：地上4階
面　積：敷地面積/21,486.13㎡

建築面積/04,505.52㎡
延 面 積/09,150.10㎡

優秀賞（一般建築部門）

かほく市立大海保育園
㈱MAC建築研究所

建設地：石川県かほく市
用　途：教育施設
構　造：木造
階　数：地上1階
面　積：敷地面積/3,367.01㎡

建築面積/1,425.16㎡
延 面 積/1,436.34㎡

優秀賞（一般建築部門）

東京松屋UNITY
1級建築士事務所河野有悟建築計画室

建設地：東京都台東区
用　途：店舗、事務所、共同住宅
構　造：RC造
階　数：地上12階 地下1階
面　積：敷地面積/0,452.97㎡

建築面積/0,409.21㎡
延 面 積/3,718.15㎡
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すがぬま耳鼻咽喉科
中日設計㈱

建設地：愛知県刈谷市
用　途：診療所
構　造：S造
階　数：地上2階
面　積：敷地面積/898.74㎡

建築面積/178.60㎡
延 面 積/265.67㎡

優秀賞（一般建築部門）

龍谷大学大宮学舎 大宮図書館
㈱日建設計大阪オフィス一級建築士事務所

建設地：京都府京都市
用　途：図書館
構　造：RC造およびS造
階　数：地上4階 地下1階
面　積：敷地面積/3,289.44㎡

建築面積/1,910.74㎡
延 面 積/6,924.95㎡

優秀賞（小規模建築部門）

優秀賞（小規模建築部門）

新潟大学 科学技術交流悠久会館
西村伸也研究室・新潟大学施設管理部、

鹿島建設㈱北陸支店

建設地：新潟県新潟市
用　途：学校
構　造：RC造
階　数：地上2階
面　積：敷地面積/580,362.00㎡

建築面積/000,317.73㎡
延 面 積/000,513.17㎡
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高松大学 学生会館
㈱竹中工務店大阪一級建築士事務所

建設地：香川県高松市
用　途：大学・短期大学（食堂・校舎）
構　造：RC造、一部S造
階　数：地上2階
面　積：敷地面積/33,631.19㎡

建築面積/00,801.11㎡
延 面 積/01,092.01㎡

奨励賞（一般建築部門）

北見信用金庫本店
㈱北海道日建設計

建設地：北海道北見市
用　途：事務所
構　造：S造、SRC造
階　数：地上10階 地下1階 屋上1階
面　積：敷地面積／2,112.81㎡

建築面積／1,174.06㎡
延 面 積／9,174.99㎡

奨励賞（一般建築部門）

奨励賞（一般建築部門）

南越前町立今庄小学校
㈱石本建築事務所

建設地：福井県南条郡
用　途：小学校
構　造：RC造＋木造
階　数：地上2階
面　積：敷地面積／30,259.40㎡

建築面積／04,674.58㎡
延 面 積／05,474.22㎡
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奨励賞（小規模建築部門）

奨励賞（小規模建築部門）

デンタルケア
長浦歯科クリニック
柳雅人建築設計工房

建設地：北海道旭川市
用　途：診療所（歯科）
構　造：木造（一部RC造）
階　数：地上1階
面　積：敷地面積/735.67㎡

建築面積/251.50㎡
延 面 積/243.67㎡

“のびやかに呼吸する家”
～自然素材をつかって～
㈱東北建築設計監理事務所

建設地：宮城県仙台市
用　途：住宅
構　造：木造
階　数：地上1階
面　積：敷地面積/227.46㎡

建築面積/084.70㎡
延 面 積/075.39㎡

熊本県
こども総合療育センター
㈱日建設計

建設地：熊本県宇城市
用　途：病院・児童福祉施設
構　造：RC造、一部W造・S造
階　数：地上2階　屋上1階
面　積：敷地面積/23,661.31㎡

建築面積/07,181.16㎡
延 面 積/08,061.64㎡

奨励賞（一般建築部門）

撮影：岡本公二
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わたぼうしふぁーむ
HAL設計室

建設地：長野県東筑摩郡
用　途：事務所
構　造：S造
階　数：地上1階
面　積：敷地面積/1,391.55㎡

建築面積/0,245.34㎡
延 面 積/0,207.24㎡

奨励賞（小規模建築部門）

医療法人 田村内科神経内科
油木坂クリニック
インターメディア一級建築士事務所

建設地：長崎県長崎市
用　途：診療所・専用住宅
構　造：RC造
階　数：地上4階
面　積：敷地面積/273.33㎡

建築面積/191.00㎡
延 面 積/551.08㎡

奨励賞（小規模建築部門）

山鹿バスの駅
大和設計㈱

建設地：熊本県山鹿市
用　途：事務所
構　造：木造
階　数：地上1階
面　積：敷地面積／1,655.87㎡

建築面積／0,549.00㎡
延 面 積／0,523.00㎡

奨励賞（小規模建築部門）


