
平成 2 6 年  日本建築士会連合会賞 入賞作品

第42回 会員作品展 応募者・作品一覧
作品名 建物用途　 所在地 所属士会 会社名設計者名
Small Office 事務所・店舗 北海道札幌市 北海道建築士会 （株）エム・アンド・オー大塚達也
群馬県太田市木崎小学校 児童・教育施設 群馬県太田市 群馬建築士会 アークプランニング設計事務所武井智明
ATELIER FUALI 戸建住宅（専用） 東京都西東京市 埼玉県建築士会 岩瀬アトリエ建築設計事務所（有）岩瀬行泰
Natural Sticks Ⅱ 戸建住宅（専用） 東京都目黒区 東京建築士会 EDH遠藤設計室遠藤政樹
N邸 戸建住宅（専用） 神奈川県川崎市 東京建築士会 ムトカ建築事務所加藤亜矢子
Armadillo／アルマジロ 戸建住宅（専用） 神奈川県鎌倉市 東京建築士会 田辺雄之一級建築士事務所田辺雄之
閉館しない美術館（N邸） 戸建住宅（専用） 和歌山県和歌山市 東京建築士会 （株）ダイス設計 一級建築士事務所谷口充良

やわらぎ 森のスタジアム 観覧場 愛知県豊田市 愛知建築士会 （株）竹中工務店 名古屋支店設計部長谷川 
4+1 HOUSE（木と棲む家） 戸建住宅（専用） 三重県松阪市 三重県建築士会 一級建築士事務所ヨネダ設計舎米田雅樹
Gig In the Sky 戸建住宅（専用） 大阪府大阪市 京都府建築士会 （株）アルファヴィル一級建築士事務所竹口健太郎

御所西の町家 戸建住宅（専用） 京都府京都市 
上京区 京都府建築士会 森田一弥建築設計事務所森田一弥

八ヶ岳の山荘 戸建住宅（専用） 山梨県北杜市 東京建築士会 （株）MDS一級建築士事務所森 清敏

伊部の家 戸建住宅（併用） 岡山県備前市 東京建築士会 （株）手嶋保建築事務所手嶋 保
oggi 共同住宅（専用） 東京都文京区 東京建築士会 （株）山口誠デザイン山口 誠
Residential Court-Z 共同住宅（専用） 東京都世田谷区 東京建築士会 SO建築設計一級建築士事務所日吉聰一郎

クロビル 共同住宅（併用） 東京都豊島区 東京建築士会 KINO architects木下昌大

しらはたこども園 児童・教育施設 千葉県山武市 東京建築士会 （株）竹中工務店 東京本店 設計部本村英人
八海山雪室 事務所・店舗 新潟県南魚沼市 東京建築士会 鹿島建設（株） 建築設計本部星野時彦
東京消防庁金町消防庁舎
新築工事 公共施設 東京都葛飾区 東京建築士会 （株）協立建築設計事務所鈴木俊作

押上駅前自転車駐車場 公共施設 東京都墨田区 東京建築士会 （株）日建設計土屋哲夫

群馬県農業技術センター 公共施設 群馬県伊勢崎市 東京建築士会 （株）SALHAUS 一級建築士事務所
日野雅司 
栃澤麻利
安原幹

無原罪聖母修道院【黙想】 寺院・仏閣 東京都江東区 東京建築士会 （株）竹中工務店 東京本店 設計部宮田二郎

川崎生命科学・環境研究センター 研究所 神奈川県川崎市 東京建築士会 大成建設（株） 設計本部川野久雄

360° 戸建住宅（専用） 神奈川県川崎市 神奈川県建築士会 納谷建築設計事務所納谷 新
Casaさかのうえ 戸建住宅（併用） 神奈川県横浜市 神奈川県建築士会 acaa岸本和彦
資生堂銀座ビル 事務所・店舗 東京都中央区 神奈川県建築士会 （株）竹中工務店 東京本店 設計部濱野裕司
松澤工業本社ビル 事務所・店舗 長野県長野市 長野県建築士会 千広建設（株） 一級建築士事務所新井精一

二つの水盤のある家 戸建住宅（専用） 岐阜県安八郡 愛知建築士会 五藤久佳デザインオフィス（有）五藤久佳
むくり屋根の家 戸建住宅（専用） 愛知県小牧市 愛知建築士会 永井政光建築設計事務所永井政光
東員町の住宅 戸建住宅（専用） 三重県員弁郡 愛知建築士会 諸江一紀建築設計事務所諸江一紀

日本平ホテル ホテル
静岡県静岡市 
清水区 愛知建築士会 （株）日建設計 設計部村井達也

気賀幼稚園 児童・教育施設 静岡県浜松市北区 静岡県建築士会 エムエスデザイン設計 
一級建築士事務所伊藤雅章

金富山龍安寺本堂 寺院・仏閣 
（宗教施設） 山梨県笛吹市 長野県建築士会 （有）下倉設計下倉孝繁

東京駅丸の内駅舎  
保存・復原工事 駅・ホテル・美術館 東京都千代田区 東京建築士会 （株）ジェイアール東日本建築設計事務所 

丸の内プロジェクト室田原幸夫

正願寺 寺院・仏閣 
（宗教施設） 愛知県豊川市 東京建築士会 （株）堀越英嗣 ARCHITECT 5堀越英嗣

日本キリスト教団調布教会 寺院・仏閣 
（宗教施設） 東京都調布市 東京建築士会 KOOS（（株）TSKアソシエイツ）大塚 誠

帝京大学総合武道館 児童・教育施設 東京都八王子市 東京建築士会 （株）NTTファシリティーズ 
建築事業本部松原和彦

ガーデニエール砧 WEST 共同住宅（併用） 東京都世田谷区 東京建築士会 清水建設（株） 
設計・プロポーザル統括 設計本部井川博英

シグナルハウス 戸建住宅（併用） 東京都港区 東京建築士会 遊民建築研究所黒田幸弘
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第42回 会員作品展 応募作品概括表

作品名 建物用途　 所在地 所属士会 会社名設計者名

軒下の家 戸建住宅（専用） 京都府京都市 大阪府建築士会 （株）y+M design office三宅正浩

東大谷高等学校泉ヶ丘キャンパス 教育施設 大阪府堺市南区 大阪府建築士会 （株）竹中工務店 大阪本店 設計部國本暁彦
大阪木材仲買会館 事務所・店舗 大阪府大阪市西区 大阪府建築士会 （株）竹中工務店 大阪本店 設計部白波瀬智幸
茶屋町ガーデンビル 事務所・店舗 大阪府大阪市北区 大阪府建築士会 （株）日建設計 設計部門大谷弘明

南自治会館 公共施設 兵庫県丹波市 兵庫県建築士会 アトリエミューズ 吉見設計吉見正信

曹洞宗 八屋山 普門寺 庫裏 戸建住宅（専用） 広島県広島市 広島県建築士会 （株）古本建築設計古本竜一
宇部市学びの森くすのき 公共施設 山口県宇部市 山口県建築士会 （株）美建築設計事務所藤本佳孝
九州工業大学製図室 教育施設 福岡県北九州市 福岡県建築士会 （株）古森弘一建築設計事務所古森弘一
九電工アカデミー朋学庵 クラブハウス 佐賀県三養基郡 福岡県建築士会 （株）日建設計妹尾賢二
とろくガーデン 医療・福祉施設 熊本県東区 熊本県建築士会 （有）森 繁・建築研究所森 繁
天神の森 きらら保育園 医療・福祉施設 宮崎県宮崎市 宮崎県建築士会 bound_design 七川淳建築設計事務所七川 淳

Universal House 戸建住宅（専用） 大阪府柏原市 奈良県建築士会 PLANET Creations 
関谷昌人建築設計アトリエ関谷昌人

おおい町里山文化交流センター  
「ぶらっと」 公共施設 福井県大飯郡 大阪府建築士会 （株）徳岡設計徳岡浩二

びわ湖のエコトーンホテル／風の音 ホテル 滋賀県守山市 大阪府建築士会 芦澤竜一建築設計事務所芦澤竜一

日本圧着端子製造株式会社 事務所・店舗 大阪府大阪市 
中央区 大阪府建築士会 Atelier KISHISHITA 

+Man*go design岸下真理

Dアパートメント（CASA小治郎） 共同住宅（併用） 大阪府門真市 大阪府建築士会 SPACESPACE一級建築士事務所香川貴範
社会福祉法人 里和 
なのはな保育園 児童・教育施設 三重県亀山市 大阪府建築士会 大塚謙太郎一級建築士事務所大塚謙太郎

町家と住宅 戸建住宅（専用） 兵庫県神戸市 
須磨区 大阪府建築士会 とのま一級建築士事務所河田 剛

複合家族対応住宅 戸建住宅（専用） 大阪府泉佐野市 大阪府建築士会 一級建築士事務所 
安原建築設計事務所安原玲子

高野山ゲストハウス 簡易宿泊所 和歌山県伊都郡 京都府建築士会 （株）アルファヴィル一級建築士事務所山本麻子

旧桜宮公会堂 結婚式会場・ 
レストラン

大阪府大阪市北区 京都府建築士会 （株）竹中工務店 大阪本店 設計部森田昌宏

地域別応募作品数
地域 応募建物数 応募会員数

合計  60 （96）  60 （96）

北海道  1 （2）  1 （1）
東北  0 （6）  0 （3）

東海・北陸  11 （4）  7 （5）

中四国  3 （8）  2 （5）
九州  4 （7）  4 （5）

用途別応募作品数
建物用途 点数
戸建住宅（専用）  18 （31）
戸建住宅（併用）  3 （3）
共同住宅（専用）  2 （6）
共同住宅（併用）  3 （2）
児童・教育施設  7 （11）
事務所・店舗  7 （8）
公共施設  6 （3）
病院・福祉施設  2 （14）
寺院・仏閣 
（宗教施設）・その他  12 （18）

合計  60 （96）
＊寺院・仏閣（宗教施設）・その他の内訳は、寺院4、駅舎・複合施設1、宿泊施設3、研究所1、観覧場1、結婚式場・
レストラン1、クラブハウス1
＊（  ）内は前年度数値
＊一覧表では提出書類に記された建物用途を基に用途を表記している
＊一覧表は所属士会別に北から順に並べている

＊連合会ホームページに応募の全作品を掲載しています。

関東甲信越
（内東京）

 25 （45）
 14 （18）

 29 （49）
 22 （38）

近畿
（内大阪）

 16 （24）
 9 （5）

 17 （28）
 11 （18）
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