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平成28年度山梨県建築文化賞表彰建築物一覧表
（敬称略）
賞の名称

部 門

名称

所 在 地

建築主

一般建築物等

星のや富士

富士河口湖町

(株)星野リゾート

設計者

施工者

(有)東 環境・建築研究所

清水建設（株）
関東支店

(有)ｵﾝｻｲﾄ計画設計事務所
建築文化賞
一般建築物等

山梨学院大学
スポーツ科学部棟

甲府市

学校法人
山梨学院

清水建設（株）

清水建設（株）
関東支店

住宅建築

あいだの家

甲府市

Ｈ氏
(個人住宅のため
非公表)

西田司+稲山貴則／
オンデザイン

(株)工藝舎

早川町役場新庁舎

早川町

早川町

佐野建築研究所（株）

早野・早邦建設共同企業体

公共建築物等

（株）若尾電気
身延総合設備（株）

建築文化

富士急建設・ｺﾊﾞﾔｼ工業・
芙蓉建設共同企業体

奨励賞
公共建築物等

山梨県立
富士山世界遺産センター

富士河口湖町

山梨県

（有）竜巳一級建築設計
事務所

良好なまちなみ景観を
形成している建築物等

ミサワワイナリー
ワインカーブ
ＣＵＶＥＥ ＭＩＳＡＷＡ

北杜市

中央葡萄酒（株）

（株）設計組織アモルフ

（株）ふじでん
宮下設備工業・ｻﾝｴｲ共同企業体

（株）早野組

受賞作品の位置
【建築文化賞】
一般建築物等の部門

【建築文化奨励賞】

◆山梨学院大学
スポーツ科学部棟（甲府市）

良好なまちなみ景観を
形成している建築物等の部門
●

◆ ミサワワイナリー
ワインカーブ
CUVEE MISAWA（北杜市）

● ●

【建築文化奨励賞】
住宅建築の部門

◆あいだの家（甲府市）

【建築文化賞】

●

富
士
川
町

一般建築物等の部門

●

◆星のや富士（富士河口湖町）
●

【建築文化奨励賞】

【建築文化奨励賞】

公共建築物等の部門

公共建築物等の部門

◆早川町役場新庁舎（早川町）

◆山梨県立
富士山世界遺産センター（富士河口湖町）

－1－

建築文化賞

【一般建築物等の部門】

◆星のや富士

撮影：ナカサ&パートナーズ

▲キャビン外観
所在地：富士河口湖町
用 途：ホテル
建築主：(株)星野リゾート
設計者：(有)東 環境・建築研究所
(有)オンサイト計画設計事務所
施工者：清水建設(株)関東支店
【選評】
河口湖畔の山腹に建ち、富士山と湖の見え
るキャビン(客室)エリアと松林の中のクラウ
ドテラスエリアの２つの異なる個性のゾーン
で構成されるリゾートホテルである。
グラマラスとキャンピングの組み合わせに
由来する造語「グランピング」というコンセ
プトをもとに、傾斜のある地形や周囲の自然
をいかした施設計画は、ランドスケープと建
築～自然とコンクリート～とが調和した親し
みのある空間を創り出している。コンセプト
のもつ力の大きさを感じる。
富士山と河口湖を大胆に窓に取り込んだ客
室と眺望との一体感は思い切った造景として
評価できる。
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撮影：ナカサ&パートナーズ

▲キャビン内部

撮影：吉田誠

▲クラウドテラス

建築文化賞

【一般建築物等の部門】

◆山梨学院大学スポーツ科学部棟

▲外観
所在地：甲府市
用 途：大学
建築主：学校法人山梨学院
設計者：清水建設(株)
施工者：清水建設(株)関東支店
【選評】
大学の創立70周年記念事業としてスポーツ
分野に関する研究をおこなう新学部(スポーツ
科学部)の校舎である。
適当な空間ボリュームとユニークな曲線か
らなるその形態からは、スポーツの躍動感が
イメージされ、甲府盆地を囲む山並みとも調
和して周囲の環境に馴染んでいる。
シンプルながら機能的でムダのない平面構
成は親しみのある空間となっており、メンテ
ナンス・コストパフォーマンスにも配慮した
素材の使い方にも工夫が見られる。
スポーツを通じて地域や社会に貢献する人
材育成の場として、地域住民へも開かれた施
設運営についても高く評価できる。
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▲内観（ラウンジ）

建築文化奨励賞

【住宅建築の部門】

◆あいだの家
【選評】
甲府市中心地近くの周囲が密集した住宅地
に建つ住宅である。
込み入った敷地の中で、シンプルな建物で
ありながら、隣地との離れや部屋同士の距離、
庇による影のラインなど、それぞれが最適な
距離で決定され、「あいだ」の空間がうまく
コントロールされた構成となっている。
光と風をうまく取り込んだ中庭は非日常的
な日常空間を創り出し、生活の豊かさを実現
している。
▲外観（子供部屋からの中庭の眺め）

建築文化奨励賞

▲

所在地：甲府市
用 途：住宅
建築主：Ｈ氏（個人住宅のため非公表）
設計者：西田司+稲山貴則／オンデザイン
施工者：(株)工藝舎

内観
（リビング）

【公共建築物等の部門】

◆早川町役場新庁舎
【選評】
耐震性の不足や設備の老朽化が進む旧庁舎
を敷地内で建替えたものである。
設計段階から町民とワークショップを重ね
るなど、住民参加のプロセスを重視して、コ
ンセプトを共有することにより「早川町らし
さ」に向き合った新庁舎である。
防災拠点としての役割や利用者・環境への
配慮など求められる機能に対して、用途に応
じて構造を選定したり、内部には地域材を様
々な形でふんだんに取り入れるなど、細かい
工夫の積み重ねで応えている。
所在地：早川町
用 途：庁舎
建築主：早川町
設計者：(株)佐野建築研究所
施工者：早野組・早邦建設共同企業体、
(株)若尾電気、身延総合設備(株)
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▲

▲外観

内観
（１階ロビー）

建築文化奨励賞

【公共建築物等の部門】

◆山梨県立富士山世界遺産センター
【選評】
世界遺産である富士山に関する情報発信や
保存管理の中心的な役割を担う施設として建
設されたものである。
建物外観は、松の木の幹や緑・溶岩など自
然の色彩に合わせてデザインコントロールさ
れており、周辺の自然景観とのバランスによ
り良好な景観を形成している。
内部は、機能毎に各部屋を分類し、分散配
置することでわかりやすい動線を心がけ、誰
もが利用しやすいものとなっている。

所在地：富士河口湖町
用 途：展示場
建築主：山梨県
設計者：(有)竜巳一級建築設計事務所
施工者：富士急建設・ｺﾊﾞﾔｼ工業・芙蓉建設共同企業体、
(株)ふじでん、宮下設備工業・ｻﾝｴｲ共同企業体

建築文化奨励賞

▲

▲外観

内観
（２階回廊）

【良好なまちなみ景観を
形成している建築物等の部門】

◆ミサワワイナリー ワインカーブ ＣＵＶＥＥ ＭＩＳＡＷＡ

▲外観（エントランスアプローチ）

【選評】
北杜市明野の自然に溢れた環境のもと、斜
面地の丘の下、地中にワイン長期熟成の為の
貯蔵庫として大きな空間を計画した。
｢手掛けたワインの味わいには、風景が浮か
ぶ｣ 自然の力を利用し、ワインの貯蔵に最適
な環境を創ることをコンセプトに開発と環境
保護を両立し、自然と人間と建築の融合を試
みている。
地下利用の利点を生かして自然エネルギー
を利用しつつ、また建物の上には再び植樹を
し、森に戻すという方法は評価に値する。

▲

所在地：北杜市
用 途：ワイン貯蔵庫
建築主：中央葡萄酒(株)
設計者：(株)設計組織アモルフ
施工者：(株)早野組
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内観
（ワイン樽置場）

平成 28 年度山梨県建築文化賞
■目的・選考基準
山梨県建築文化賞は、県内において、快適な地域環境を形成し、景観上又は機能性等に優れた建築物等を表彰することにより、
建築文化の高揚を図り、魅力と風格のある文化的で快適なまちづくりの推進を目的とする。

●表彰対象
県内で、過去 1 年以内に竣工（新築、改築、増築等）した建築物及びリニューアル（建築物部位の過半の修繕、模様替）し
た建築物等で次のいずれかに該当するもの。(※但し、重要文化財その他これらに類するものや前年度に推薦されたものは除く）
○良好なまちなみの形成、快適な地域環境の創造に寄与しているもの
○周辺の自然や建築景観に調和しているもの
○地域に根ざした親しみのある建築空間を創り出しているもの
○個性と魅力に溢れた新しい建築空間を創り出しているもの
○建築技術が特に優れているもの
○その他この表彰の趣旨に沿うもの

●表彰部門
①住宅建築の部門 ②一般建築物等の部門 ③公共建築物等の部門
④良好なまちなみ景観を形成している建築物等の部門

■選考経過
●募集期間
平成 28 年 7 月～8 月

●応募結果
応募作品数

①住宅建築の部門 20 点 ②一般建築物等の部門 17 点
③公共建築物等の部門 7 点
合計 44 点
▲H28 建築文化賞作品募集ポスター
（※良好なまちなみ景観を形成している建築物等については、
部門として募集せず 3 部門の応募作品の中から賞の趣旨にかなうものを表彰）

●第 1 回審査委員会（平成 28 年 8 月）[書類審査]結果
設計コンセプト、設計図面、写真等からなる応募資料をもとに審査委員による書類審査・協議の結果 15 点（重複 3 点）を選考
①住宅建築 3 点（まちなみ景観と重複 1 点）
②一般建築物等 4 点（まちなみ景観と重複 1 点）
③公共建築物等 4 点（まちなみ景観と重複 1 点） ④良好なまちなみ景観を形成している建築物等 4 点（他部門と重複 3 点）

●第 2 回審査委員会（平成 28 年 9 月）[現地審査]、[最終選考]
第 1 回審査委員会で選考された作品を審査委員により現地で審査・総合的な協議の結果 6 点を選考
建築文化賞 2 点
建築文化奨励賞 4 点

●表彰式（平成 28 年 11 月）
建築主、設計者、施工者に表彰状と記念品を授与（建築主には、記念銘板を併せて贈呈）

◆審査委員（50 音順／敬称略／◎は審査委員長、○は審査委員長代理）
石井信行（山梨大学准教授） 久保田要（建築士） ○田中勝（山梨大学教授） 保坂博司（画家）
堀内洋子（画家） ◎八木幸二（東京工業大学名誉教授） 若狭美穂子（建築士）

■平成 28 年度応募作品（〈 〉内は建設地）
◆住宅建築の部門（20 点）
1.あいだの家〈甲府市〉、2.宝の家〈甲府市〉、3.掌の家(てのひらのいえ)〈甲府市〉、4.富士山荘〈富士吉田市〉、5.滝沢邸
〈北杜市〉、6.白杉邸〈北杜市〉、7.船津登山道の家(みんなでつくった庭のある家)〈甲府市〉、8.親子の家〈韮崎市〉、9.川田
町の家〈甲府市〉、10.まねきやねの家〈山梨市〉、11.移住者に贈るｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾛｰﾗｲﾌ住宅〈北杜市〉、12.M-HOUSE〈笛吹市〉、
13.H house〈富士河口湖町〉、14.古市場の家〈南アルプス市〉、15.永井の家〈笛吹市〉、16.長坂の家〈北杜市〉、17.「山
梨の理想の家きまり 23」の家〈甲州市〉、18.鰍沢の家〈富士川町〉、19.賑わいの絶えない家〈甲府市〉、20.大きな縁側の
ある家〈甲府市〉

◆一般建築物等の部門（17 点）
1.認定こども園 みだい幼稚園〈南アルプス市〉、2.みのりの里まるたき〈身延町〉、3.健康科学大学 看護学部 1 号館〈都留市〉、
4.防災情報館及び研修棟〈笛吹市〉、5.ﾐｻﾜﾜｲﾅﾘｰ ﾜｲﾝｶｰﾌﾞ CUVEE MISAWA〈北杜市〉、6.笛吹川温泉 坐忘「別邸」〈甲州市〉、
7.SMILE ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ〈南アルプス市〉、8.ふじさん腎臓内科ｸﾘﾆｯｸ〈富士吉田市〉、9.ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 幸せのﾘﾎﾞﾝ新築
工事〈甲斐市〉、10.ザイマックスヴィレッジ〈北杜市〉、11.星のや富士〈富士河口湖町〉、12.くだま第二保育園 木もれびの
家〈甲府市〉、13.桃源荘新館〈山梨市〉、14.梁川駅〈大月市〉、15.山梨学院大学スポーツ科学部棟〈甲府市〉、16.山梨スズ
キ販売(株)本社屋外展示場〈甲府市〉、17.ラヴィン動物病院〈富士河口湖町〉

◆公共建築物等の部門（7 点）
1.山梨県立富士山世界遺産センター〈富士河口湖町〉、2.小立福祉センター 新築工事〈富士河口湖町〉、3.石和温泉駅南北自由
通路・駅舎〈笛吹市〉、4.早川町役場新庁舎〈早川町〉、5.笛吹市消防団春日居分団第３部拠点施設〈笛吹市〉、6.上野原市立
上野原こども園〈上野原市〉、7.大月市立大月東小学校校舎・体育館〈大月市〉
※平成 28 年度山梨県建築文化賞に御応募いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。作品に携わられた皆様に敬意を表し、今後
ますますの御活躍を期待しております。

■表彰実績（第 1 回～第 27 回［H2～H28］
）
●応募数 2,355 点

●受賞数

建築文化賞 48 点

建築文化奨励賞 123 点

審査委員会特別賞 1 点

計 172 点

Yamanashi Cultural Prize
of Architecture
since 1990

平成28年11月
山梨県建築文化賞推進協議会

