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平成29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

設計者

住宅建築

サンカク

北杜市

（個人住宅のため非公表）

空間研究所

一般建築物等

女神の森
セントラルガーデン

北杜市

一般建築物等

evam eva yamanashi

中央市

施工者

有限会社
土橋工務店

建築文化賞

建築文化
奨励賞

一般建築物等

河口湖とらのこ保育園 富士河口湖町

公共建築物等

山中湖村平野地区公園
「ゆいの広場ひらり」
（北工区）

山中湖村

公共建築物等

小淵沢駅合築駅舎

北杜市

良好な
まちなみ景観を
形成している
建築物等

丸藤ワイナリーの
事務所棟

甲州市

株式会社
ＡＯＢ慧央グループ

株式会社 竹中工務店
有限会社 永山祐子建築設計

株式会社
竹中工務店 東京本店

近藤ニット株式会社

奥野公章建築設計室

株式会社
丸正渡邊工務所

医療法人社団 青虎会

山下貴成建築設計事務所

臼幸産業株式会社

山中湖村

株式会社 イー・エー・ユー
株式会社 文化財保存計画協会
株式会社 馬場設計

富士急建設株式会社

東日本旅客鉄道株式会社八王子一級建築士事務所
株式会社 ジェイアール東日本建築設計事務所
株式会社 北川原温建築都市研究所

東鉄工業株式会社
八王子支店

北杜市
東日本旅客鉄道株式会社
八王子支社

丸藤葡萄酒工業
株式会社

一級建築士事務所 伝匠舎

伝匠舎
株式会社 石川工務所

受賞作品の位置
【建築文化賞】

●

一般建築物等の部門

◆女神の森

●
●

セントラルガーデン（北杜市）
【建築文化賞】
住宅建築の部門

◆サンカク（北杜市）

【建築文化奨励賞】
公共建築物等の部門

◆小淵沢駅合築駅舎（北杜市）

●

●

【建築文化奨励賞】
一般建築物等の部門

◆evam

【建築文化奨励賞】

富
士
川
町

●

eva yamanashi（中央市）

良好なまちなみ景観を
形成している建築物等の部門
●

◆丸藤ワイナリーの

事務所棟（甲州市）
【建築文化奨励賞】

【建築文化奨励賞】

一般建築物等の部門

公共建築物等の部門

◆河口湖とらのこ保育園（富士河口湖町）

◆山中湖村平野地区公園

「ゆいの広場ひらり」（北工区）（山中湖村）
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建築文化賞

【住宅建築の部門】

◆サンカク

Photo：KAORU YAMADA

▲外観
所在地：北杜市
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：空間研究所
施工者：(有)土橋工務店

【選評】
八ヶ岳南麓の標高1,500ｍの別荘地に建つ山の
家である。
冬季は零下20度にもなる雪深い土地であるこ
とから、雪を落とす60度の勾配をもった正三角
形の木造屋根による大小２つの建築物“サンカ
ク”を眺望に配慮し高低差のあるテラスでつな
ぎ、山小屋のような空間としている。
それぞれの“サンカク”には個室を設けず、
木造屋根と床だけのシンプルな構成でありなが
らも、敷地周辺の自然環境や多様な使い方に対
応できる建築物となっており、建築主、設計者
の想いが実現された建築物であることが高く評
価された。

▲キャビン内部

Photo：KAORU YAMADA

▲内観
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建築文化賞

【一般建築物等の部門】

◆女神の森セントラルガーデン

Photo：表恒匡

▲外観
所在地：北杜市
用 途：集会場
建築主：株式会社
設計者：株式会社
有限会社
施工者：株式会社

ＡＯＢ慧央グループ
竹中工務店
永山祐子建築設計
竹中工務店 東京本店

【選評】
「風土の魅力を感じられる体験としての建築」
をコンセプトに、八ヶ岳と南アルプスの山間に
佇む森の中の集会所である。
八ヶ岳南麓の雄大な自然に溶け込むよう計画
され、客席を自由にレイアウトできるフレキシ
ブルなホールの他、多目的スペース、研修室、
カフェで構成されている。これらの機能を用途
別に分け、外部空間を取り込みながらきめ細や
かな設計によりつなぎ、また「森綾（もりあ
や）」というオリジナルパターンを内外の随所
に展開することで、この土地の豊かな風土を体
験できる建築を創り出していることが高く評価
された。
今後、この施設が地域の文化発展に大きく貢
献される建築物となることが期待される。

▲内観（ラウンジ）

Photo：島尾望

▲内観
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建築文化奨励賞

【一般建築物等の部門】

◆evam eva yamanashi

Photo：小川重雄

【選評】
山梨県に本社を置くアパレルブランドが、中央市の
山間にある旧屋敷跡に、衣食住をテーマとした建築空
間を創出したものである。
「日々のくらしを心地よく過ごす」のブランドコン
セプトを体現できる場として、この土地で育ったブラ
ンドの感性と、この場所にある自然や風景を切り取り、
かつて存在した屋敷の生活を感じるよう計画された物
販棟、飲食棟、サロン棟で構成されている。また、事
前に豊富な樹木の生い茂る屋敷林を綿密に調査する等、
外部空間と内部空間とが調和のとれた丁寧なデザイン
で計画されていることが評価された。

所在地：中央市
用 途：洋品店･飲食店･展示場･事務所
建築主：近藤ニット株式会社
設計者：奥野公章建築設計室
施工者：株式会社 丸正渡邊工務所

建築文化奨励賞

Photo：小川重雄

▲

▲外観

内観

【一般建築物等の部門】

◆河口湖とらのこ保育園
【選評】
富士山を正面に望む富士河口湖町に建つ保育園であ
る。
高齢者施設が取り囲む敷地に、最大約10ｍのスパン
に架けられた大規模な木造曲面屋根がシンボルとなる
建物であるが、周辺建物からの眺望を阻害することな
く建築されている。曲面屋根の下にはひろばを設け、
天候に左右されず園児が遊べるよう計画され、また建
物内照明も子供の目線で配置される等、子供たちの利
用に十分な配慮がされるなど工夫がされている。難度
の高い施工もあわせて評価された。
Photo：鈴木研一

▲外観
Photo：鈴木研一

▲

所在地：富士河口湖町
用 途：保育園
建築主：医療法人社団 青虎会
設計者：山下貴成建築設計事務所
施工者：臼幸産業株式会社
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内観

建築文化奨励賞

【公共建築物等の部門】

◆山中湖村平野地区公園「ゆいの広場ひらり」（北工区）
【選評】
山中湖村平野の「旧平野屋」の家屋（古民家）を再
利用、再整備したコミュニティ施設である。
「地域のコミュニティをつなぐ ゆい（結い）の広
場」をコンセプトに、既存の古民家の主屋及び長屋門
をそれぞれ保存修復し、地域のコミュニティの場とし
て再生させている。地域活動や来訪者応接の機能をも
たせ、またユニバーサルデザインや周辺環境に配慮し
たデザインとなっており、地域の歴史的景観の形成、
地域文化の継承の場となる建物となっていることが評
価された。
Photo：GlassEye Inc. / 海老原一己

所在地：山中湖村
用 途：集会場
建築主：山中湖村
設計者：株式会社 イー・エー・ユー
株式会社 文化財保存計画協会
株式会社 馬場設計
施工者：富士急建設株式会社

建築文化奨励賞

Photo：GlassEye Inc. / 海老原一己

▲

▲外観

内観

【公共建築物等の部門】

◆小淵沢駅合築駅舎
【選評】

Photo：千葉 顕弥

▲外観
所在地：北杜市
用 途：駅舎･自由通路
建築主：北杜市､東日本旅客鉄道株式会社 八王子支社
設計者：東日本旅客鉄道株式会社八王子一級建築士事務所
株式会社ジェイアール東日本建築設計事務所
株式会社 北川原温都市研究所
施工者：東鉄工業株式会社 八王子支店

-5-

八ヶ岳観光圏の玄関口となる小淵沢
周辺のまちづくり事業の一環として
整備された駅舎である。
八ヶ岳、南アルプス、その山岳か
ら湧き出る清流などを駅舎のデザイ
ンに取り込み、また太陽光発電設備
や太陽熱利用設備を導入し、環境に
配慮した駅舎になっている。屋上に
は八ヶ岳や甲斐駒ヶ岳、富士山、奥
穂高岳といった日本三大巨峰を一望
できる展望デッ
キも設けられ、
地域の人々に世
代を超えて親し
まれる駅舎・広
場を創り出して
いる。今後、新
たな地域資産と
なることが期待
Photo：千葉 顕弥
される。

▲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】

◆丸藤ワイナリーの事務所棟
【選評】
甲州市勝沼町にある100年以上の歴史を有するワイ
ナリーの事務所である。
敷地内にあった建築主の「生家」をコンバージョン
し事務所棟として甦らせたもので、「ワイナリーの築
いてきた歴史と文化の連続性を途切れることなく次の
時代に繋ぐ」という建築主の強い想いを実現したもの
である。ファサードの修景計画にも取組んでおり、ま
た勝沼ぶどう郷の眺望を楽しめるテラスを配置するな
ど、この土地の歴史的景観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。
Photo：青柳茂

所在地：甲州市
用 途：事務所
建築主：丸藤葡萄酒工業株式会社
設計者：一級建築士事務所 伝匠舎
施工者：伝匠舎 株式会社石川工務所
Photo：青柳茂
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▲

▲外観

内観

平成 29 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 29 年 7 月～8 月

●応募結果
応募作品数

①住宅建築の部門 22 点 ②一般建築物等の部門 30 点
③公共建築物等の部門 19 点
合計 71 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）

▲H29 建築文化賞作品募集ポスター

●第 1 回審査委員会（平成 29 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 7 点）を選考
①住宅建築 5 点（まちなみ景観と重複 2 点）
②一般建築物等 5 点（まちなみ景観と重複 3 点）
③公共建築物等 3 点（まちなみ景観と重複 2 点） ④良好なまちなみ景観を形成している建築物等 7 点（他部門と重複 7 点）

●第 2 回審査委員会（平成 29 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 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 29 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）
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 29 年度応募作品（〈 〉内は建設地）
◆住宅建築の部門（22 点）
1.松山の家〈富士吉田市〉、2.終の住処〈北杜市〉、3.大屋根に包まれる家〈甲州市〉、4.北杜の家〈北杜市〉、5.河口湖の別荘〈富士河口湖町〉、6.甲府市荒川
の家〈甲府市〉、7.鳴沢の家〈鳴沢村〉、8.光と風につつまれ、「温・楽」をかなでる家〈笛吹市、9.家族との繋がりを感じられる自然素材の家〈南ｱﾙﾌﾟｽ市〉、10.
家族の理想をかなえたぬくもりの家〈南ｱﾙﾌﾟｽ市〉、11.復活の家〈北杜市〉、12.都留の住宅〈都留市〉、13.サンカク〈北杜市〉、14.南部の家〈南部町〉、15.万
力の家〈山梨市〉、16.長坂の家〈北杜市〉、17.Ｈ邸〈甲州市〉、18.KESHIKI（中巨摩の家）〈昭和町〉、19.河口湖のゲストハウス〈富士河口湖町〉、20.Tab House
〈北杜市〉、21.河口湖の別荘〈富士河口湖町〉、22.狐新居の家〈笛吹市〉

◆一般建築物等の部門（30 点）
1.ユニタス甲府校（本校）〈甲府市〉、2.岡部生花店〈甲州市〉、3.河口湖とらのこ保育園〈富士河口湖町〉、4.株式会社クロスフォー屋〈甲府市〉、5.MGVｓ(ﾏｸﾞ
ｳﾞｨｽ)ワイナリー〈甲州市〉、6.CAFE papa FeLiz〈甲斐市〉、7.株式会社ワイ・シー・シー社屋〈甲府市〉、8.JA こま野 櫛形支所〈南ｱﾙﾌﾟｽ市〉、9.JA 北富士 本
所〈富士河口湖町〉、10.JA フルーツ山梨 笛川支所〈山梨市〉、11.A 社の休憩小屋〈昭和町〉、12.富士山麓セミナーハウス〈山中湖村〉、13.村上農園 Executive
Place〈北杜市〉、14.なす歯科〈甲府市〉、15.富士大石ハナテラス〈富士河口湖町〉、16.ほうとう蔵 歩成 河口湖店〈富士河口湖町〉、17.丸藤ワイナリーの事務
所棟〈甲州市〉、18.山廬「俳諧堂」〈笛吹市〉、19.昭和大学 富士吉田スクエアガーデン〈富士吉田市〉、20.山梨日日新聞社 峡東支局〈山梨市〉、21.F・I coffee
Café Camel〈山梨市〉、22.甲府工業高等学校創立 100 周年記念 五葉世紀館〈甲府市〉、23.山梨 PET 画像診断クリニック〈中央市〉、24.女神の森ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ〈北
杜市〉、25.湖のホテル〈富士河口湖町〉、26.evam eva yamanashi〈中央市〉、27.ふるるこども園〈昭和町〉、28.山梨文化会館〈甲府市〉、29.瀬戸公民館下瀬戸
分館〈大月市〉、30.JA クレイン 禾生支店〈都留市〉

◆公共建築物等の部門（19 点）
1.笛吹市境川観光交流センター「寺尾の湯」〈笛吹市〉、2.道志村立道志小中学校〈道志村〉、3.山梨市立産婦人科医院〈山梨市〉、4.小菅村タイニーハウス〈小菅村〉、
5.大月短期大学新校舎（L 号館）〈大月市〉、6.道の駅つる〈都留市〉、7.米倉山太陽光発電所 PR 施設 CLT 材利用屋外休憩施設「サンシェードテラス」〈甲府市〉、
8.子育て支援住宅大泉団地〈北杜市〉、9.笛吹警察署石和駅前交番〈笛吹市〉、10.富士吉田市学校給食センター〈富士吉田市〉、11.甲府市観光案内所・バスチケッ
トセンター〈甲府市〉12.小淵沢駅合築駅舎〈北杜市〉、13.日下部警察署神金駐在所〈甲州市〉、14.南甲府警察署上九一色駐在所〈甲府市〉、15.山中湖村平野地区
公園「ゆいの広場ひらり」（北工区）〈山中湖村〉、16.県営住宅三珠団地 1 号館〈市川三郷町〉、17.県営住宅御坂団地 3 号館〈笛吹市〉、18.笛吹警察署芦川駐在所
〈笛吹市〉、19.甲州市立塩山南小学校〈甲州市〉
平成 29 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 28 回［H2～H29］
）
●応募数 2,426 点

●受賞数

建築文化賞 50 点

建築文化奨励賞 128 点

審査委員会特別賞 1 点

計 179 点

Yamanashi Cultural Prize
of Architecture
since 1990

平成29年11月
山梨県建築文化賞推進協議会

