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平成27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

建築文化賞

一般建築物等

建築文化賞

一般建築物等

清里聖ヨハネ保育園

北杜市高根町

(公財)キープ協会

建築文化
奨励賞

住宅建築

父への思いを込めた土間の家

中巨摩郡昭和町

Ｉ氏
(個人住宅のため
非公表)

(株)Vent計画設計室

(有)匠建築工房

建築文化
奨励賞

公共建築物等

韮崎市立すずらん保育園

韮崎市大草町

韮崎市

(株)Vent計画設計室

内藤ハウス・深澤工業共同企業体
関東電設(株)
(株)日設管興

建築文化
奨励賞

良好なまちなみ景観
を形成している建築
物等

ROSA VERTE

中巨摩郡昭和町

(有)コマツガーデン

古谷デザイン建築設計事務所

(株)内藤ハウス

建築文化
奨励賞

良好なまちなみ景観
を形成している建築
物等

甲州市塩山

Ｍ氏
(個人住宅のため
非公表)

一級建築士事務所
(有)アルケドアティス

伝匠舎(株)石川工務所

建築文化
奨励賞

良好なまちなみ景観
を形成している建築
物等

甲府市丸の内

山梨県

(株)雨宮建築設計事務所

早野組・日経工業共同企業体
鶴田電気(株)
大栄設備(株)

中村キース・へリング美術館
HOTEL KEYFOREST HOKUTO 北杜市小淵沢町
VILLA KEYFOREST

建築主

設計者

施工者

中村和男

(株)北川原温建築都市研究所

笹沢建設(株)

(株)環境デザイン研究所

ﾛｻﾞ

ｳﾞｪｰﾙ

か わ だ

西広門田の再生民家

県議会議事堂委員会室棟

（設計協力：
山梨の木で家をつくる会）

日経工業(株)

受賞作品の位置
【建築文化賞】
【建築文化賞】
◆中村キース・ヘリング美術館
HOTEL KEYFOREST HOKUTO
VILLA KEYFOREST（北杜市）

◆清里聖ヨハネ保育園（北杜市）
●

【建築文化奨励賞】

●

◆西広門田の再生民家（甲州市）

●
●
●
●
●

【建築文化奨励賞】

【建築文化奨励賞】
◆韮崎市立すずらん保育園（韮崎市）

◆県議会議事堂委員会室棟（甲府市）
富
士
川
町

【建築文化奨励賞】

【建築文化奨励賞】

◆ ROSA VERTE（昭和町）

◆父への思いを込めた土間の家（昭和町）
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建築文化賞

【一般建築物等の部門】

◆中村ｷｰｽ・ﾍﾘﾝｸﾞ美術館/
HOTEL KEYFOREST HOKUTO/VILLA KEYFOREST

▲ホテル棟

▲

▲美術館

研修施設棟

所在地：北杜市小淵沢町
建築主：中村和男
設計者：(株)北川原温建築都市研究所
施工者：笹沢建設(株)
【選評】
八ヶ岳裾野の豊かな自然の中にある既存の美
術館の増築に併せて、ホテル、研修施設を新設
した３棟の施設からなるプロジェクトである。
恵まれた自然と人工物との対比が不思議な調
和を造りだしている。規則的で、しかしランダ
ムな窓のデザインなど自然の中にアートのリズ
ムを生み出している。
敷地内の歩道や橋、散策路などを解放するこ
とにより自然環境との融和を計っている点も高
く評価されている。
▲ホテル棟内部
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建築文化賞

【一般建築物等の部門】

◆清里聖ヨハネ保育園

▲全景

▲正面入口
所在地：北杜市高根町
建築主：(公財)キープ協会
設計者：(株)環境デザイン研究所
施工者：日経工業(株)

【選評】
清里の豊かな自然の森の中に違和感なくた
たずむ保育園である。
子供にとって、保育にとって何が大切かを
出発点として、設計段階から職員、園児、保
護者そして地域の人も加わってワークショッ
プを行ってきた。みんなが参加して、自然を
学びながら、溶け込み手作り感あふれる保育
園となっている。
柱材、梁材、床材、外壁材に、敷地の伐採
材をはじめとした地元の木材を用いて、無垢
材の良さを活かしている。

▲建物中央の大広場

▲保育室
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建築文化奨励賞

【住宅建築の部門】

◆父への思いを込めた土間の家
【選評】
昭和初期に建てられた住宅を建て替え新築
したものである。
亡くなった父への思いから旧住宅の材料を
使用するなど家族と家の歴史を次代に継ぎ、
快適な住生活を求めて現代風にアレンジして
いる。単なる古民家再生でないところに価値
がある。
ゆったりとした屋根による伸びやかな景観
は地域を豊に導いている。
全景

▲

所在地：中巨摩郡昭和町
建築主：Ｉ氏（個人住宅のため非公表）
設計者：(株)Vent計画設計室
施工者：(有)匠建築工房

建築文化奨励賞

和室

【公共建築物等の部門】

◆韮崎市立すずらん保育園
【選評】
地元の甘利山の木材をふんだんに用いて建
てられた木の香りのする保育園である。
木組みの美しさと構造面の安全性が一体と
なっており、素材の暖かさや肌触りを直に感
じることができる。
快適な広々とした空間などに確かな構造設
計から出来た美しい架構が活かされている。
地場の素材にこだわり、主材料と施工を分
離発注しながら、うまく工程を調整して可能
にしている点も評価された。

所在地：韮崎市大草町
建築主：韮崎市
設計者：(株)Vent計画設計室
施工者：内藤ハウス・深澤工業共同企業体、
関東電設(株)、(株)日設管興
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▲

▲全景

遊戯室

建築文化奨励賞

【良好なまちなみ景観を
形成している建築物等の部門】

◆ＲＯＳＡ ＶＥＲＴＥ
【選評】
「バラとみどり」「植物との豊かな暮らし」
をテーマに緑に包まれたライフスタイルをバラ
と共に提案するガーデンショップである。
簡単なプレファブ部材を上手く使用し、また
植物の生育の状態を見越して外壁材を選定する
など面白い工夫があり、シンプルな建物である
が、心地よい空間を創っている。
新興開発地の景観の中で建物の緑化から地域
への緑化まちづくりへ拡がっていくことを期待
させる。
▲前景

▲

所在地：中巨摩郡昭和町
建築主：(有)コマツガーデン
設計者：古谷デザイン建築設計事務所
施工者：(株)内藤ハウス

建築文化奨励賞

内観

【良好なまちなみ景観を
形成している建築物等の部門】

◆西広門田の再生民家
【選評】
築100年を超えた養蚕型民家を耐震補強を行
いながら改修したものである。
外観は周辺地域にあわせた意匠を残し、内
部には家族が長年慣れ親しんだ建具・古材を
再利用することで記憶の継承を図っている。
庭も含めてよくまとまっており、この地域
に残したい風景を先導している。

所在地：甲州市塩山
建築主：Ｍ氏（個人住宅のため、非公表）
設計者：一級建築士事務所(有)アルケドアティス
施工者：伝匠舎(株)石川工務所
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▲

▲前景

内観

建築文化奨励賞

【良好なまちなみ景観を
形成している建築物等の部門】

◆県議会議事堂委員会室棟

【選評】
山梨県庁敷地内にある既存の県議会議事堂
の隣に増築したものである。
建物の意味なす場所、形、色彩など重厚感
が感じられ、また周辺との調和がとれており、
一体感が生まれている。

▲全景

▲

所在地：甲府市丸の内
建築主：山梨県
設計者：(株)雨宮建築設計事務所
施工者：早野組・日経工業共同企業体/
鶴田電気(株)/大栄設備(株)
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議長室

平成 27 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 27 年 7 月〜8 月

●応募結果
応募作品数 ①住宅建築の部門 19 点 ②一般建築物等の部門 15 点
③公共建築物等の部門 21 点
合計 55 点
（※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 27 年 8 月）[書類審査]募結果
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 17 点（重複 3 点）を選考
①住宅建築 6 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 2 点）
③公共建築物等 3 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 27 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 7 点を選考
建築文化賞 2 点
建築文化奨励賞 5 点

●表彰式（平成 27 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 27 年度応募作品（
（ ）内は建設地）
◆住宅建築の部門（19 点）
1.O 邸新築工事〈富士吉田市〉、2.甲斐の家〈甲斐市〉、3.H 邸〈南ｱﾙﾌﾟｽ市〉、4.大屋根の家〈韮崎市〉、5.S 家民家再生工事
〈南ｱﾙﾌﾟｽ市〉、6.ぶどう畑の小さな家(おうち)〈山梨市〉、7.Ａ邸〈甲府市〉、8.中庭を造る減築ﾘﾌｫｰﾑ〈甲府市〉、9.お月さ
んを眺める家〈都留市〉、10.父への思いを込めた土間の家〈昭和町〉、11.桂町の家〈都留市〉、12.大野の家〈山梨市〉、
13.唐柏の家〈笛吹市〉、14.けやき通りの家〈甲府市〉、15.森の中の森の家〈山中湖村〉、16.神金の家〈甲州市〉、17.嘲風
庵(ちょうふうあん)〈甲州市〉、18.西広門田の再生民家〈甲州市〉、19.A‑a.house〈笛吹市〉

◆一般建築物等の部門（15 点）
1.社会福祉法人美咲会 高齢者在宅支援施設 小山荘〈笛吹市〉、2.みのりの里いいとみ〈身延町〉、3.地域密着型特別養護老人
ﾎｰﾑ 和楽 WARAKU〈甲府市〉、4.中村ｷｰｽ・ﾍﾘﾝｸﾞ美術館/HOTEL KEYFOREST HOKUTO/VILLA KEYFOREST〈北杜市〉、5.市街地に建つ小
さな料理店〈甲府市〉、6.ROSA VERTE〈昭和町〉7.清里聖ﾖﾊﾈ保育園〈北杜市〉、8.山梨学院大学国際ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ学部棟〈甲府市〉、
9.地域密着型介護老人福祉施設 うぐいすの森〈市川三郷町〉、10.市川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ〈市川三郷町〉、11.甲府信用金庫本店〈甲府市〉、
12.ｻﾃﾗｲﾄ桃源荘〈山梨市〉、13 ﾌﾙﾘｰﾙ甲斐〈甲斐市〉、14.Hair lounge Tiara(ﾁｨｱﾗ)〈韮崎市〉、15.泉保育園〈甲州市〉

◆公共建築物等の部門（21 点）
1.小菅村庁舎〈小菅村〉、2.富士川ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ ｴﾝﾄﾗﾝｽ棟(仮称)〈身延町〉、3.県議会議事堂委員会室棟〈甲府市〉、4.芦川小学校
屋内運動場〈笛吹市〉、5.富士吉田市立第五保育園〈富士吉田市〉、6.富楽時〈下吉田中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)〈富士吉田市〉、7.韮崎
市立ずずらん保育園〈韮崎市〉、8.上野原市消防本部・消防署〈上野原市〉、9.富士吉田市立歴史民俗博物館(ふじさんﾐｭｰｼﾞｱﾑ)
〈富士吉田市〉、10.富士吉田市営西丸尾団地〈富士吉田市〉、11.御師町 お休み処〈富士吉田市〉、12.北杜警察署日の春駐在所
〈北杜市〉、13.山梨県消防学校〈中央市〉、14.甲府市中道交流ｾﾝﾀｰ〈甲府市〉、15.子育て支援住宅須玉団地(はっぴいﾀｳﾝ須玉)
〈北杜市〉、16.甲斐市営南団地 ３号棟〈甲斐市〉、17.県営住宅大月団地〈大月市〉、18.山梨県立高等支援学校 桃花台学園
〈笛吹市〉、19.韮崎警察署穴山駐在所〈韮崎市〉、20.組合立河口湖南中学校〈富士河口湖町〉、21.曽根丘陵公園屋外便所〈甲府市〉
※平成 27 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 26 回［H2〜H27］
）
●応募数 2,311 点

●受賞数

建築文化賞 46 点

建築文化奨励賞 119 点

審査委員会特別賞 1 点

計 166 点

Yamanashi Cultural Prize
of Architecture
since 1990

http://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/index.html

