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山梨県建築文化賞
受賞作品



賞の名称 部 門 名称 所 在 地 建築主 設計者 施工者

建築文化賞 住宅建築 清里のグラスハウス 北杜市 中村 創一郎 末光弘和＋末光陽子/ＳＵＥＰ. 株式会社山口工務店

建築文化
奨励賞

住宅建築 WATER GLASS VILLA 鳴沢村 （個人住宅のため非公表） Ｍアーキテクツ株式会社 国際建設株式会社

一般建築物等 株式会社テージーケー
韮崎工場/PROLK

韮崎市
株式会社
テージーケーホールディングス

大成建設株式会社
一級建築士事務所

大成建設株式会社

公共建築物等

富士北麓公園
屋内練習走路

富士ウッドストレート

富士吉田市 山梨県
株式会社
三宅建築設計事務所

富士急建設・川上建設
富士北麓公園屋内練習走路

建設工事共同企業体

有限会社佐藤電気商会

良好な
まちなみ景観を
形成している
建築物等

八ヶ岳の住宅・レストラン 北杜市 江﨑 新太郎
福田世志弥

一級建築士事務所
株式会社新津組

良好な
まちなみ景観を
形成している
建築物等

アメリカヤ 韮崎市
株式会社アトリエいろは

一級建築士事務所
株式会社アトリエいろは

一級建築士事務所
株式会社アトリエいろは

一級建築士事務所

平成３０年度山梨県建築文化賞表彰建築物一覧表

（敬称略）
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◆清里の
グラスハウス（北杜市）

【建築文化賞】
住宅建築の部門

◆アメリカヤ（韮崎市）

【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

◆株式会社テージーケー
韮崎工場/PROLK（韮崎市）

【建築文化奨励賞】
一般建築物等の部門

◆富士北麓公園屋内練習走路
富士ウッドストレート（富士吉田市）

【建築文化奨励賞】
公共建築物等の部門

●

●
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【建築文化奨励賞】
住宅建築の部門

◆WATER GLASS VILLA（鳴沢村）
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◆八ヶ岳の住宅・
レストラン（北杜市）

受賞作品の位置

【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



【住宅建築の部門】

◆清里のグラスハウス

【選評】
八ヶ岳山麓の清流沿い

に建つ住宅である。
敷地周辺の自然環境や

地形を活かし、ありのま
まの自然と一体となった、
美しく伸びやかな空間が
創り出されているもので
ある。

温熱環境の詳細なシ
ミュレーションにより評
価を行い、地域を流れる
涼風や豊かな日照を最大
限に享受できるよう計画
されている。屋外（自
然）～半屋外（ガラス温
室）～室内を連続させな
がらバランス良く配置し、
ディテールや環境に対し
ての設計者の細やかな配
慮やこだわりが、随所に
みられる建築物である。

その土地の気候風土な
らではの住まい方、また
建築主の豊かなライフス
タイルを実現できる住宅
となっていることが高く
評価された。

建築文化賞
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所在地：北杜市
用 途：一戸建ての住宅（別荘）
建築主：中村 創一郎
設計者：末光弘和＋末光陽子/SUEP.
施工者：株式会社山口工務店

Photo：中村絵

Photo：中村絵



【住宅建築の部門】

◆WATER GLASS VILLA

所在地：南都留郡鳴沢村
用 途：一戸建ての住宅（別荘）
建築主：個人住宅のため非公表
設計者：Ｍアーキテクツ株式会社
施工者：国際建設株式会社

【選評】
富士北麓の標高1,000ｍの別荘地に建つ住宅であ

る。
豊かな森の中の起伏ある広大な敷地に、自然と調

和したシンプルかつダイナミックで丁寧なデザイン
により、非日常的な贅沢な空間を創り出した建築物
となっている。

建物は、周囲の自然と一体となるよう計画され、
敷地内のかつての水の流れを再現した水盤や、鏡面
が各所に施された室内に、自然の時の移ろいを映し、
内外一体となった美しい空間が繊細に創り出されて
いることが評価された。

【一般建築物等の部門】

【選評】
「トレイル（みち）で巡る工場」をコンセプトに、

富士山・南アルプス・八ヶ岳・茅ヶ岳の山々に囲ま
れた韮崎市に建つ自動車部品工場である。

製造拠点としての工場の機能のみならず、「最先
端の技術力を発信する拠点」、「環境に調和したラ
ンドマーク」として、地域に開かれた工場になって
いる。全長400ｍに及ぶ“トレイル（みち）”を建
物に巻きつけるように配置し、地域の恵まれた自然
環境を見渡すことのできる動線計画、統一されたサ
イン計画など、工場空間と周辺環境との調和のとれ
た新たな工場建築となっていることが評価された。

所在地：韮崎市
用 途：工場
建築主：株式会社テージーケーホールディングス
設計者：大成建設株式会社一級建築士事務所
施工者：大成建設株式会社

◆株式会社テージーケー韮崎工場/PROLK

Photo：小川重雄

Photo：小川重雄
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建築文化奨励賞

建築文化奨励賞
プローク

Photo：宮本真治



◆富士北麓公園屋内練習走路 富士ウッドストレート

所在地：富士吉田市
用 途：運動施設
建築主：山梨県
設計者：株式会社三宅建築設計事務所
施工者：富士急建設・川上建設富士北麓公園

屋内練習走路建設工事共同企業体
有限会社佐藤電気商会

【選評】
東京オリンピック・パラリンピック大会の事前合

宿等の誘致を目的に、富士北麓公園内に整備された
陸上競技の屋内練習施設である。

新技術である「ＣＬＴパネル工法」を用い、県産
材を豊富に使用した美しい空間となっており、木材
の劣化対策や気候への対応も考慮され、他に例をみ
ない運動施設を実現されたことが評価された。

今後、スポーツを通じた交流を促進する拠点とな
ること、また美しい自然や地域の魅力を世界に発信
する施設となることが期待される。

【選評】
八ヶ岳の中腹の白樺の林に建つレストランと住宅

である。
敷地の前所有者によって、50年前に植林された白

樺の植生を継承し、また、白樺の木からヒントを得
て、幹のような円柱状を基本空間とした、レストラ
ンとそのオーナーの住宅を計画したものである。

その土地の歴史と景観を継承しながら、建物をは
じめ、家具・照明の細部に至るまで、丁寧に美しく
デザインされ、自然環境や景観と融合した計画と
なっていることが評価された。

◆八ヶ岳の住宅・レストラン

所在地：北杜市
用 途：一戸建ての住宅・飲食店
建築主：江﨑 新太郎
設計者：福田世志弥一級建築士事務所
施工者：株式会社新津組

【公共建築物等の部門】

Photo：千葉 顕弥
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【良好なまちなみ景観を
形成している建築物等の部門】

建築文化奨励賞

建築文化奨励賞

Photo：エビハラカズミ/GlassEye Inc. 

Photo：福田世志弥

Photo：エビハラカズミ/GlassEye Inc. 

Photo：福田世志弥



◆アメリカヤ

所在地：韮崎市
用 途：飲食店･物販店舗･事務所
建築主：株式会社アトリエいろは一級建築士事務所
設計者：株式会社アトリエいろは一級建築士事務所
施工者：株式会社アトリエいろは一級建築士事務所

築後50年を経過し
た空きビルを再生し、
地 域 の コ ミ ュ ニ
ティーの拠点とした
いという建築主の強
い想いが実現され、
街の歴史や文化、周
辺の街並みと相まっ
て良好な景観を形成
していることが評価
された。
今後、このビルの

再生を契機に、かつ
ての街の賑わいを取
り戻す新たな核とな
ることが期待される。

【良好なまちなみ景観を
形成している建築物等の部門】
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建築文化奨励賞

【選評】
ＪＲ韮崎駅近くに位置するかつて商店街のシン

ボルであった空きビルを再生し、事務所やコミュ
ニティースペース等の複合施設として復活させた
ものである。

Photo：土屋 誠

Photo：高柳 健



●募集期間
平成30年7月～8月

●応募結果
応募作品数 ①住宅建築の部門13点 ②一般建築物等の部門15点

③公共建築物等の部門16点 合計44点 ▲H30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30年9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20点（重複10点）を選考
①住宅建築3点（まちなみ景観と重複3点） ②一般建築物等4点（まちなみ景観と重複4点）
③公共建築物等3点（まちなみ景観と重複3点） ④良好なまちなみ景観を形成している建築物等10点（他部門と重複10点）

●第2回審査委員会（平成30年10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1点 建築文化奨励賞5点

●表彰式（平成30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／◎は委員長、○は委員長代行）
菊地淑人（山梨大学准教授） 杉本弘子（画家） ○田中勝（山梨大学教授） 土谷芳仁（建築士）
保坂博司（画家） ◎八木幸二（東京工業大学名誉教授） 若狭美穂子（建築士）

■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

●表彰対象
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

■平成30年度応募作品（〈 〉内は建設地）

◆住宅建築の部門（13点）
1.WATER GLASS VILLA〈鳴沢村〉、2.古府中町の家〈甲府市〉、3.中小河原の家〈甲府市〉、4.穴山の家〈韮崎市〉、5.八ヶ岳の離
れ〈北杜市〉、6.O RESIDENCE〈山中湖村〉、7.ARAY〈市川三郷町〉、8.絆を深める家〈甲府市〉、9.八ヶ岳の住宅〈北杜市〉、
10.古屋邸住宅〈山梨市〉、11.清里のグラスハウス〈北杜市〉、12.Y-hut〈北杜市〉、13.塩山の家〈甲州市〉

◆一般建築物等の部門（15点）
1.アメリカヤ〈韮崎市〉、2.ぶどう畑のおもてなし〈甲州市〉、3.きぼうの家〈甲府市〉、4.山梨県厚生連健康管理センター〈甲
府市〉、5.山梨県医師会館〈甲斐市〉、6.祐光寺本堂建設工事〈甲府市〉、7.JA甲府市玉諸支店〈甲府市〉、8.小池医院〈南ｱﾙﾌﾟｽ
市〉、9.マルス穂坂ワイナリー〈韮崎市〉、10.八ヶ岳のレストラン〈北杜市〉、11.株式会社テージーケー韮崎工場/PROLK〈韮崎
市〉、12.安寧山 保福寺 鐘楼〈上野原市〉、13.より道の湯〈都留市〉、14.新厩舎〈北杜市〉、15.押原きっず〈昭和町〉

◆公共建築物等の部門（16点）
1.舞鶴城公園稲荷曲輪トイレ〈甲府市〉、2.南アルプスプラザ〈早川町〉、3.市川三郷町立市川富士見保育所〈市川三郷町〉、4.
山梨市学校給食センター〈山梨市〉、5.富士河口湖町立船津保育所〈甲府市〉、6.タイニーハウス2号棟〈小菅村〉、7.上野原駅南
口地域活性化施設〈上野原市〉、8.甲府駅南口駅前広場公衆トイレ〈甲府市〉、9.富士北麓公園屋内練習走路 富士ウッドストレ
ート〈富士吉田市〉、10.富士北麓公園フリーウェイトトレーニング室〈富士吉田市〉、11.甲府警察署池田交番〈甲府市〉12.富士
吉田警察署河口湖交番〈富士河口湖町〉、13.創作の森 おびな〈甲府市〉、14.白根御勅使中学校校舎〈南アルプス市〉、15.子育
て支援住宅武川団地はっぴいタウン武川〈北杜市〉、16.高根東小学校屋内プール〈北杜市〉

■表彰実績（第1回～第29回［H2～H30］）

●応募数2,470点 ●受賞数 建築文化賞51点 建築文化奨励賞133点 審査委員会特別賞1点 計185点

平成30年度山梨県建築文化賞

平成30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。
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平成30年11月
山梨県建築文化賞推進協議会


