
 

第８回 DAASコンソーシアム運営委員会 

 

日時：２００８年12月4日（木） 午後２時〜４時 

場所：東京都新宿区神楽坂一丁目１５番地 神楽坂１丁目ビル  

    財団法人建築行政情報センター６階会議室 

 

 

［審議事項］ 

 

 

○第３期（2008-2009 年度） 活動計画詳細の件 

 

 議案１ 第３期事業計画業務方針（案） ＜資料１＞ 

 議案２ 記録作成事業の件 ＜資料２＞ 

 議案３ DAAS 賞選出の件 ＜資料３＞ 

 

 

 

［報告事項］ 

 

 情報提供事業についての報告    ＜資料４＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008 年 12 月 4 日 

ＤＡＡＳ事務局 

 

第3 期（2008-2009 年度）事業計画 業務方針 

 

 

１．基本方針 

第3 期目のDAAS は、第2 期の準備作業の結果としての具体的なコンテンツの充実及

びそれを反映したウェブの改善等を図るとともに、DAAS の目的、活動内容のさらなる

普及、周知を進め、活動成果の指標ともなる閲覧者数を倍増させることを目標とする。 

 

２．事業計画 

（１）法人化の準備と事務局体制の整備 

今期中の新法人制度の施行に伴い、必要な内部規定の整備等、事務局体制の整備を進 

める。なお、事務局の所在地及び事務の委託先を、事務実施効率の高い所在地及び委託 

先に変更する。 

 

○業務方針(案) 

  一般社団の登記手続きを確認し、必要な書類等を作成することとし関係団体の

協力を要請。規約等のチェック及び書類案の作成を依頼。その結果について年度

内に事務局で確認する。＜登記の総会承認については第３期内書面総会も検討＞。 

 

（２）事業費の確保 

会費収入の安定的な確保が図られるよう、会員に対する活動状況の報告の充実等に努 

めるとともに、会費以外の事業費収入を確保についてさらに検討を進める。 

 

○業務方針（案） 

  会員サイトの作成と運用。例として運営委委員会の開催時の資料一式及び議事

要旨の掲載ページの整備。＜来年初旬予定。＞ 

  久米設計 伊平委員の提案によるJIA・LF会員の参加呼びかけについて説明に

伺う＜年度内予定＞ 

  卒業設計コンペについて、スポンサーシップを建築資料研究社及び新建築社に

要請する。＜年度内予定＞ 

  21年度の補助金申請を行う。 

  

（３）基本システムの運営・管理 

<資料１>



当初システムのデータに生じている不具合の確認及び修補を終了させ、収蔵データの 

十分な活用が図られるようにする。また、サーバー等機材のメンテナンス、更新を効率 

的に実施する。 

 

○業務方針（案） 

 ７０年代の資料整理について、作業を進める。修正後の入力は業者に発注する。

＜入力まで年度内予定＞ 

 再入力したデータを反映する。＜５月予定＞ 

 サーバー交換等について中期的計画を作成する。＜年度内予定＞ 

 

（４）コンテンツの整備 

限られた予算の効率的執行に努め、第2 期に準備したコンテンツの整備を進めるとと 

もに、閲覧者等の参加によるコンテンツ整備について検討する。 

 

① 写真家協会との連携 

建築写真家協会会員に実施したアンケート等をもとに、具体的な写真家との連携 

によるコンテンツの整備を試行する。 

 

○ 業務方針（案） 

  協力を申し出ていただいている写真家等の協力を得て、作成済みの掲載イメー

ジをもとにプロトタイプを作成することとし、まず、協力を要請する写真家につ

いて下調査を行い、妥当と考えられた写真家と面談を行う＜年度内＞。協力写真

家の確定次第、資料提供等の協力を得つつ、掲載イメージを作成する。＜６月予

定＞ 

  上記の作成後、再度、建築写真家協会及び他の建築写真家に対し、プロトタイ

プを示し、５名程度の協力を得て、デモ版を作成、ウェブに試験掲載する。その

際、併せて、写真家へコメント依頼など写真家トップページの作成も行う。＜８

月予定＞ 

 

② 各団体の表彰物件のデータ収蔵 

会員団体である、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築士事務所協会連合会、 

(社)日本建築家協会、(社)日本建築学会の過去の表彰作品について、データ整備を 

進める。 

 

○ 業務方針 

 現在進めている依頼状案を確定し各団体に照会する。＜１２月初旬予定＞ 



 JIA、士会、日事連、学会について、昨年の資料等をもとに、コンサル発注によ

り、送付先リストを作成する。＜１２月予定＞ 

 リストが作成でき次第、依頼状を送付（メール若しくは郵送）し、併せて電話を

かける。＜１２月から順次＞ 

 回収したものを整理する＜３月予定＞ 

 表彰物件の提示用のウェブのページ案を作成する。＜３月予定＞ 

 

③ 動画収録 

第2 期に収録した池原氏、難波氏による自身の作品解説等の動画のウェブ掲載を 

行うとともに、準備中の林氏、古谷氏の撮影及び新たに2 名の動画の収録準備を進 

める。また、各種企画の実施状況を動画で撮影し、ウェブに掲載する。 

 

○業務方針（案） 

 日程調整中のビデオ撮影について、当面延期も含め実施方法の再検討を事務局に

て行う。 

 

④ 建築史家等による収蔵作品の解説等の掲載 

第2 期に開始した若手建築史家等による収蔵作品等の解説記事の掲載を継続する 

とともに、収蔵作品の建築当時を知る建築史家、建築雑誌の編集者等に対するイン 

タビューを実施し、その記録を収蔵、掲載する。 

 

○ 業務方針（案） 

 執筆者への掲載稿の進捗確認等を行い、順次、ウェブに掲載し、順調に進まな

いときは事務局で対応を検討する。 

 

⑤ 第3 回デジタル卒業設計大賞の実施。 

第3 期においても、第3 回のデジタル卒業設計大賞を実施する。なお、実施方法 

については、第1 期、第2 期の実施状況等を分析し、より多くの参加者が得られる 

方法及びスポンサーの確保等について検討する。 

 

○業務方針（案） 

 事務局での推薦案について、運営委員会で協議する。 

 選考委員六角氏との日程調整、会場相談を行う。 

 懇談会を実施、記録の作成。＜1月予定＞ 

 ウェブでの紹介を行う。 

 スポンサーシップの要請を含め、来年度の実施方針を再検討する。 



 

⑥ 国土交通省補助事業の活用によるコンテンツ整備 

国土交通省の補助事業として、(社)日本建築士会連合会が実施する、保全すべき 

住宅、建築、街並みに関するリスト及び記録の作成、長期保全に関する情報提供等 

の事業について協力し、その成果の提供を受けDAAS コンテンツとして活用する。 

 

○業務方針（案） 

 表彰事業収録の進め方を協議する。 

 補助事業の成果収録について検討する。 

 

⑦ 資料提供者および閲覧者の参加によるコンテンツの充実 

資料提供者による資料提供が現在のような事務局を介する方法ではなく、提供者 

本人がより簡便にDAAS へ収蔵できるようシステムの機能拡張を行う。また、資料提 

供者によってDAAS に収蔵されたコンテンツを、閲覧者が「引用」「一覧」できるよ 

うにすると共に、さらにそれらを独自のコンテンツとして公開することで、現在の 

コミュニティ機能を一層強化する。 

 

○業務方針（案） 

 業務方針案を作成する。 

 

（５）Web サイトの改善 

① 英文サイトの充実 

第2 期に概成した英文サイトについて、さらに英語での閲覧範囲を拡大する準備 

を進める。 

 

○業務方針（案） 

 英訳整備についての発注範囲、また、機械的翻訳範囲以外の内容確認が必要な

項目についての継続作業と、基本システムの修正ができ次第一定のところで公

開する。＜年度内＞ 

 

② デザイン、機能の更新・改善 

「（４）コンテンツの整備」で掲げた事業計画に呼応する形で、ウェブデザイン 

の見直しと基本システムの機能拡張を順次行う。特に写真家協会との連携や各団体 

の表彰物件など、今後増加する資料提供者に対するDAAS への容易な収蔵機能の実 

現と、収蔵コンテンツを活用した閲覧者によるコラム・解説・キュレーションなど 

の創作を支援する機能を実現する。 



 

○業務方針（案） 

 必要な改善項目などを事務局会議で検討中。 

 

（６）DAAS の広報 

平成２０年度の(社)日本建築士会連合会、(社)建築士事務所協会連合会、(社)日本

建築家協会の全国大会等において、DAAS の収蔵写真の掲示、ウェブのデモンストレ

ーション、建築資料の保全に関するシンポジウムへの参加（JIA 大会）を行う。 

また、新たなコンテンツ整備時、ウェブの更新時、各種企画の実施時には、積極的

にメディアに対し広報することとする。 

 

○業務方針（案） 

 各団体の全国大会の参加、および広報事業については、１０月に実施。 

 その他広報事業については、事務局会議で今後検討していく。 

 

（７）実空間展示等の企画立案 

会員団体の全国大会における展示（前掲）を行うほか、第1期に菊竹氏に協力いた

だいて実施した氏の作品の収蔵データの上映及び自身による説明等の企画を、公開に

より実施する。 

 

○業務方針（案） 

 事務局会議で業務方針（案）を作成する。 

 

（８）その他 

その他、DAAS の目的に資する活動を実施する。 

 

○ 事務局業務について 

 事務局の業務内容の見直しを実施し、今後の活動のための協力体制の検討と関

係団体などへの要請も積極的に行っていく。 



<資料２>

2008 年 12 月４日 

ＤＡＡＳ事務局 

 

記録作成事業について 

 

第 3期（2008_2009 年度）事業として、会員団体である、（社）日本建築学会、（社）

日本建築士会連合会、（社）日本建築士事務所協会連合会、（社）日本建築家協会、（社）

建築業協会の過去の表彰作品について、データ整備を行う。 

現在、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築家協会の表彰リストを受領しており、

学会賞については、リスト作成を行っている。今後、（社）建築士会連合会へ対象とす

る表彰リストの作成を依頼する予定である。また、リストの送付依頼、作成と併せて、

受賞作品の設計者へ、収蔵協力依頼状を作成し送付の準備をすすめている。 

 

 



 

 
2008 年 12 月 5 日 

 

 

       様 

 

拝啓 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

私ども「建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（ＤＡＡＳ）」は、 

この度、会員各団体が実施している顕彰事業受賞作品記録をデジタル化収蔵し、ウェブ

で公開することとなりました。 

つきましては、受賞作品の設計者様に、提供可能な資料の送付をお願いしたく、ご連

絡をさせて頂きました。 

ウェブの公開をさせて頂くにあたり、設計者様へお願いと併せ、施主様、写真家様に

それぞれのご協力を賜りたく、下記書状を用意致しました。 

設計者様には、主旨ご理解の上、「２．設計者様回答用文書」へのご記入をお願いい

たします。併せて、施主様、写真家様につきましては、必要に応じて下記３～６の書面

をお使い下さい。 

ご多忙のところ、誠に恐れ入りますが１２月２５日までにメールにて、文書２を添付の

上ご返信ください。よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

1． 「建築・空間デジタルアーカイブスとは？」 

2． 設計者様回答用文書 

3． 御施主様向け協力依頼状 

4． 写真家様向け協力依頼状 

5． 写真家様回答用文書 

6． 建築写真家の所蔵写真の DAAS における紹介等について 

以上 

社団法人日本建築学会 会長 斎藤 公男 

社団法人日本建築士会連合会 会長 藤本 昌也 

社団法人日本建築士事務所協会連合会 会長 三栖 邦博 

社団法人日本建築家協会 会長 出江  寛 

社団法人建築業協会 会長 野村 哲也 

建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム 理事長 槇 文彦 

           

【本件についてのお問い合わせ先】 

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 事務局

〒102-0071 東京都千代田区富士見2−14−36 FUJIMI WEST４階

Tel: 03-5211-0568      Fax: 03-5211-0548

E-mail:info@daas.jp   URL: https://www.daas.jp/

 



 

建築・空間デジタルアーカイブスとは？ 
 建築・空間デジタルアーカイブス(Digital Archives for Architectural Space : DAAS)は、
我が国の建築に対する関心と理解を深め、建築文化の浸透を先導することを目的とし活
動で、建築家 槇 文彦氏を代表とする建築および情報技術の専門家と産業界のコラボ
レーションによって、我が国の優れた建築作品に関する資料を収集・保存し、インター
ネット上で公開・紹介しています。 
 たとえば，高度経済成長期を中心とした近代日本には優れた建築物が数多く誕生しま
したが、それらの中で残念ながら建て替えや取り壊しになったものは少なくありません。
また、時代の流れで景観が変化し、当時の考えや思いが薄れてしまう事例も少なくあり
ません。 
 このような場合、図面・写真・設計者の声・デッサン等の建築資料は、その建築に対
する関心と理解を深める情報源として非常に貴重です。 
 しかし残念なことに、それらの資料はこれまで十分に保全されてきたわけではありま
せん。中には行方が分からなくなったり、あるいは残っていたとしても腐食や褪色が進
んでいたりして資料として利用できないなどの問題が起きています。また、一部の団体
や設計事務所・大学などで行われている資料の収集・保存活動は、関係する建築家を対
象にしたものが多く、網羅的な事例は数少ないのが現状です。 
 DAAS は、これらの背景を踏まえ、失われつつある資料をデジタル化によって復元す
ると共に、関係する諸団体・企業体・学術機関などに対する「開かれた収蔵庫＝アーカ
イブス」となることで、網羅的な資料収集と保全を実現していきます。また同時に、資
料の著作者・所有者、建物の施主や設計者らの権利保護を考慮しながら、しかし一方で
それらの資料の価値と有用性、特に次世代の人々に対する継承という観点から，広くイ
ンターネット上で情報発信を行なうことで、情報化社会における新たな建築文化の展開
を目指しています。 
 
＜ご参考＞ 
 建築・空間デジタルアーカイブスについて 
   https://www.daas.jp/about/abt_index.html 
 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 関連文書 
   https://www.daas.jp/about/daas_c_docs.pdf 
 DAAS に収蔵されたコンテンツの著作権に関する考え方 
   https://www.daas.jp/policy/plcy_copyright.html 



 

2008 年  月  日 

 

（御施主様名をご記入ください）様 

 

 拝啓 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 私ども「建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（ＤＡＡＳ）」は、この度、

会員各団体が実施している顕彰事業受賞作品記録をデジタル化収蔵し、ウェブで公開す

ることとなりました。 

 つきましては、 

 

作品名：                          の記録資料について、

DAASウェブ上（https://www.daas.jp/）で公開させて頂きたく、会員である設計者様を通

じてご連絡させて頂きました。 

 当コンソーシアムの活動の概要については、添付資料「建築・空間デジタルアーカイ

ブスとは？」で活動主旨をまとめております。ご覧下さい。 

ご多用中誠に恐れ入りますが、当コンソーシアムの主旨をご理解の上、ご協力をお願い

申し上げます。 

 

敬 具 

 

社団法人日本建築学会 会長 斎藤 公男 

社団法人日本建築士会連合会 会長 藤本 昌也 

社団法人日本建築士事務所協会連合会 会長 三栖 邦博 

社団法人日本建築家協会 会長 出江  寛 

社団法人建築業協会 会長 野村 哲也 

建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム 理事長 槇 文彦 

 

          本件についてのお問い合わせ先 

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム(DAAS) 事務局

〒102-0071 東京都千代田区富士見2−14−36 FUJIMI WEST４階

Tel: 03-5211-0568      Fax: 03-5211-0548

E-mail: info@daas.jp   URL: https://www.daas.jp/ 

 

https://www.daas.jp/
https://www.daas.jp/


 

2008 年  月  日 

写真家 

 （写真家様名をご記入ください）様 

 

拝啓 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

私ども「建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（ＤＡＡＳ）」は、 

この度、会員各団体が実施している顕彰事業受賞作品記録をデジタル化収蔵し、DAAS ウェブ

上で公開することとなり、会員である設計者様を通じてご連絡させて頂いております。 

本収蔵にあたりましては、貴方の御名前と写真作品をウェブでご紹介したく存じます。           

著作権、及び、データのセキュリティについては、当コンソーシアムが、責任をもって管理をい

たします。詳細につきましては、別紙「建築写真家の DAAS における紹介等について」をお読み

ください。 つきましては、 

 

作品名：                           の記録資料のうち、

ウェブで公開可能な写真をご提供ください。 

何卒、当コンソーシアムの活動の主旨をご理解の上、ご協力賜わりますようお願い申し上げます。 

敬 具 

 

社団法人日本建築学会 会長 斎藤 公男 

社団法人日本建築士会連合会 会長 藤本 昌也 

社団法人日本建築士事務所協会連合会 会長 三栖 邦博 

社団法人日本建築家協会 会長 出江  寛 

社団法人建築業協会 会長 野村 哲也 

建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム 理事長 槇 文彦 

 

          本件についてのお問い合わせ先 

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 事務局

〒102-0071 東京都千代田区富士見2−14−36 FUJIMI WEST４階

Tel: 03-5211-0568      Fax: 03-5211-0548

E-mail: info@daas.jp   URL: https://www.daas.jp/ 

 

https://www.daas.jp/


 

2008 年  月  日 

写真家  

 

 （写真家様名をご記入ください）様 

 

DAAS のウェブでの紹介可能な写真について 

 

以下の受賞作品を撮影された貴方の写真について、確認お願いいたします。 

 

作品名：                       について 

 

画像の解像度 

 ｻﾑﾈｲﾙ  ・  QVGA  ・  高精細  

その他 

（                                     

                                     ）

デジタル保全が必要な写真について 

有  ・  無 

写真内容をご記入ください。

（                                     

                                     ）

（ご回答日：2008 年  月  日） 

 

 

   ［WEB 掲載についての問い合わせ先］               

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム (DAAS)事務局  

〒102-0071 東京都千代田区富士見2−14−36 FUJIMI WEST４階 

Tel: 03-5211-0568  Fax: 03-5211-0548 

E-mail: info@daas.jp   URL: https://www.daas.jp/ 

https://www.daas.jp/


 

2008.2.15 DAAS 事務局 

 

建築写真家の所蔵写真の DAAS における紹介等について 

（建築写真家と DAAS の連携のあり方（イメージ）） 

 

 

０． DAAS とは 

 

 Digital Archives for Architectural Space consortium  (DAAS：ダース)

とは、国内の主な建築関係団体及び企業等の有志により、建築関係資料のデジ

タル化による保全と活用等を目的として、組織化された団体である。（現在は任

意団体であるが、公益法人制度の改正後に法人格を取得予定している。） 

 

１． 主旨 

 

 優れた建築物、建築写真を広く紹介するという目的の一環として、DAAS ウ

ェブを活用し、写真として優れ、かつ、建築設計実務、研究等に有用な建築写

真の所在を明らかにすることで、その利用希望者の便宜を図る。併せて、著作

権者の利益に資するよう、利用者と著作権者の橋渡し等を行う。(エージェント

としての役割)。 

 

２． 企画イメージ 

 

（１）写真家及びその収蔵写真の紹介 

• DAAS のウェブ上に、建築写真家のコーナーを設け、写真家名を紹介する

とともに各写真家が収蔵する（写真家が紹介したいものに限る）建築写真

のリスト（建築物名、設計者名等）を掲載する。リストには、可能な限り

サムネイル版の見本を掲載する。 

• リストにある写真の実物の閲覧・利用を希望する者は、DAAS に連絡し、

DAAS から当該写真を収蔵する写真家を紹介する。（写真家の要請があれ

ば、申し込みの取り次ぎ、料金の授受等、写真提供に係る事務サービスを

DAAS がエージェントとして提供する。） 

 

（２）写真家収蔵写真のデジタル化 

• 建築写真家の要請に基づき、写真家の保有する建築写真で劣化しつつある

もの等を DAAS の費用負担によりデジタル化して保全する。（DAAS の

費用でデジタル化したものについて、利用希望者が現れた場合、写真家に



 

支払われる著作権料の他に、DAAS にも一定の料金の支払いを求めること

を想定。） 

 

（３）DAAS による建築写真の撮影 

• 日本の優れた建築物を紹介するという DAAS の本来事業の一環として、

DAAS の予算で建築写真家に建築物の撮影を依頼し、そのデジタル写真を

収蔵、公開する。写真家に著作権を残すケースと、残さないケースなど契

約のあり方については信義に基づき十分協議する。 

 

（４）建築写真家協会との連携 

• 上記（１）から（３）の企画に関し、建築写真家協会の活動として位置づ

け、実施することが適当とされる場合には、当該活動に DAAS が協力、

連携することを検討する。 

 

３． DAAS ウェブのセキュリティについて 

 

• 掲載データの知的財産権保護への配慮として、DAAS ウェブサイトでは、

全てのコンテンツに対して「電子透かし」を入れ、インターネット上に流

れるコンテンツを定期的に監視するサービスを利用している。第三者が

WEB 上で不正利用していた場合、その情報を自動入手し、DAAS が不正

利用者へ注意喚起することが可能なシステムを導入し不正利用に対する抑

止と証拠保全を行っている。オリジナルの高精細画像（4000×

4000pixel）は収蔵のみとし、閲覧には、前述の「電子透かし」をいれた

登録会員用 QGVA データ（320×240pixel）と管理者閲覧用 XGA デー

タ（1024×768pixel）を用意している。ただし、サムネイル画像(80×

60pixel)については技術的に電子透かしの挿入は行えない。（基本的にはサ

ムネイル相当画素数の画像の不正利用による被害は、無視できる範囲内と

考えられる。） 

• HTTPS プロトコルによる，画像データやアカウント情報の盗聴防止

（WEB 通信方式によるセキュリティー確保） 

• DB サーバに保存されている写真データの提供は，WEB サーバ経由に限定

しているため，第三者のアクセス権限を適切にコントロールしている。 

• 外部 Web ページにおいて DAAS-WEB に収蔵されている資料が引用でき

るような機能を実現する事で、不正に利用しなくても知的財産権を守りな

がら資料を活用できる機能をシステム的に用意（キュレータ機能） 



日本建築家協会

建築家協会表彰リスト1

日本建築家協会

表彰名 表彰年度 表彰回 作品名 設計事務所名 設計者名表彰名 表彰年度 表彰回 作品名 設計事務所名 設計者名表彰名 表彰年度 表彰回 作品名 設計事務所名 設計者名

2005年度 第１回 梅林の家 妹島和世
1 日本建築大賞

2005年度 第１回 梅林の家 妹島和世
1 日本建築大賞

2005年度 第１回 梅林の家 妹島和世
1 日本建築大賞

2006年度 第２回 京都迎賓館 中村光男／佐藤義信
2 日本建築大賞

2006年度 第２回 京都迎賓館 中村光男／佐藤義信
2 日本建築大賞

年度 第 回 京都迎賓館 中村光男／佐藤義信
2 日本建築大賞

2007年度 第３回 情緒障害児短期治療施設 藤本壮介建築設計事務所 藤本壮介
3 日本建築大賞

2007年度 第３回 情緒障害児短期治療施設 藤本壮介建築設計事務所 藤本壮介
3 日本建築大賞

年度 第 回 情緒障害児短期治療施設 藤本壮介建築設計事務所 藤本壮介
3 日本建築大賞

2005年度 第１回 国立国会図書館関西館 陶器二三雄
4 日本建築家協会賞

2005年度 第１回 国立国会図書館関西館 陶器二三雄
4 日本建築家協会賞

年度 第 回 国立国会図書館関西館 陶器 雄
日本建築家協会賞

2005年度 第１回 泉ガーデン 日建設計
5 日本建築家協会賞

2005年度 第１回 泉ガーデン 日建設計
5 日本建築家協会賞

年度 第 回 泉 デン 建設計
日本建築家協会賞

芦原太郎 architecture
2005年度 第１回 公立刈田綜合病院

芦原太郎、architecture
6 日本建築家協会賞

2005年度 第１回 公立刈田綜合病院
芦原太郎、
WORKSHOP 堀池秀人6 日本建築家協会賞

年度 第 回 公 刈 綜合病院
WORKSHOP、堀池秀人本建築家協会賞
千鳥義典／古賀大／隈研

2006年度 第２回 長崎県美術館
千鳥義典／古賀大／隈研

7 日本建築家協会賞
2006年度 第２回 長崎県美術館

千鳥義典／古賀大／隈研
吾7 日本建築家協会賞

年度 第 回 長崎県美術館
吾本建築家協会賞

2006年度 第２回 茅野市民館 古谷誠章
8 日本建築家協会賞

2006年度 第２回 茅野市民館 古谷誠章
8 日本建築家協会賞

度 第 野市民館 章
本建築家協会賞

2006年度 第２回 富弘美術館 ヨコミゾマコト
9 日本建築家協会賞

2006年度 第２回 富弘美術館 ヨコミゾマコト
9 日本建築家協会賞本建築 協 賞

2007年度 第３回 日本盲導犬総合センター (有)千葉学建築計画事務所 千葉 学
10 日本建築家協会賞

2007年度 第３回 日本盲導犬総合センター (有)千葉学建築計画事務所 千葉　学
10 日本建築家協会賞建 賞

2007年度 第３回 クローバーハウス 宮本佳明建築設計事務所 宮本 佳明
11 日本建築家協会賞

2007年度 第３回 クローバーハウス 宮本佳明建築設計事務所 宮本　佳明
11 日本建築家協会賞

宇野 亨 小嶋 一浩 赤
2007年度 第３回 ぐんま国際アカデミー

宇野　亨、小嶋　一浩、赤
12 日本建築家協会賞

2007年度 第３回 ぐんま国際アカデミー
野 、 嶋 浩、赤

松 佳珠子12 日本建築家協会賞 松　佳珠子

1989年 第１回 カーニバルショーケース 栗生明
13 JIA新人賞

1989年 第１回 カーニバルショーケース 栗生明
13 JIA新人賞

1989年 第１回 二期倶楽部 渡辺明
14 JIA新人賞

1989年 第１回 二期倶楽部 渡辺明
14 JIA新人賞

1990年 第２回 ＩＮＳＣＲＩＰＴＩＯＮ 松永安光
15 JIA新人賞

1990年 第２回 ＩＮＳＣＲＩＰＴＩＯＮ 松永安光
15 JIA新人賞

第 徹1990年 第２回 坂町のアトリエ 村上徹
16 JIA新人賞

1990年 第２回 坂町のアトリエ 村上徹
16 JIA新人賞

年 第1991年 第３回 メトロサ 北川原温
17 JIA新人賞

1991年 第３回 メトロサ 北川原温
17 JIA新人賞

年 第 春館製薬女 寮 妹島和世
新 賞

1992年 第４回 再春館製薬女子寮 妹島和世
18 JIA新人賞

1992年 第４回 再春館製薬女子寮 妹島和世
18 JIA新人賞

年 第 高知県立坂本龍馬記念館 高橋晶 高橋寛
新 賞

1992年 第４回 高知県立坂本龍馬記念館 高橋晶子／高橋寛
19 JIA新人賞

1992年 第４回 高知県立坂本龍馬記念館 高橋晶子／高橋寛
19 JIA新人賞

年 第 回 関 園 事務棟 ホ 棟 大野秀敏
新 賞

1993年 第５回 ＮＢＫ関工園 事務棟 ホール棟 大野秀敏
20 JIA新人賞

1993年 第５回 ＮＢＫ関工園　事務棟　ホール棟 大野秀敏
20 JIA新人賞

年 第 回 笠間 動美術館東館 芦原太郎
新人賞

1993年 第５回 笠間日動美術館東館 芦原太郎
21 JIA新人賞

1993年 第５回 笠間日動美術館東館 芦原太郎
21 JIA新人賞

年 第 回 本橋 家 岸和郎
新人賞

1993年 第５回 日本橋の家 岸和郎
22 JIA新人賞

1993年 第５回 日本橋の家 岸和郎
22 JIA新人賞

年 第 回 中原中也記念館 宮崎浩
新人賞

1994年 第６回 中原中也記念館 宮崎浩
23 JIA新人賞

1994年 第６回 中原中也記念館 宮崎浩
23 JIA新人賞

年 第 回 ン ウ 大江匡
新人賞

1994年 第６回 ファンハウス 大江匡
24 JIA新人賞

1994年 第６回 ファンハウス 大江匡
24 JIA新人賞

彩 国ふれあ 森 森林科学館
1995年 第７回

彩の国ふれあいの森 森林科学館・
片山和俊

新人賞
1995年 第７回

彩の国ふれあいの森　森林科学館・
宿泊棟

片山和俊
25 JIA新人賞

1995年 第７回
宿泊棟

片山和俊
25 JIA新人賞 宿泊棟

1995年 第７回 西海パ ルシ センタ 附属棟 古市徹雄
26 A新人賞

1995年 第７回 西海パールシー・センター+附属棟 古市徹雄
26 JIA新人賞

1995年 第７回 西海パ ルシ センタ +附属棟 古市徹雄
26 JIA新人賞

1995年 第７回 八丈島のアトリ 團紀彦
27 JIA新人賞

1995年 第７回 八丈島のアトリエ 團紀彦
27 JIA新人賞

1995年 第７回 八丈島のアトリエ 團紀彦
27 JIA新人賞

1996年 第8回 輝北天球館 高﨑正治
28 JIA新人賞

1996年 第8回 輝北天球館 高﨑正治
28 JIA新人賞

1996年 第8回 輝北天球館 高﨑正治
28 JIA新人賞

1996年 第8回 ＮＯＳ ウス 石田敏明
29 JIA新人賞

1996年 第8回 ＮＯＳハウス 石田敏明
29 JIA新人賞

1996年 第8回 ＮＯＳハウス 石田敏明
29 JIA新人賞

1997年 第9回 紙の教会 坂茂
30 JIA新人賞

1997年 第9回 紙の教会 坂茂
30 JIA新人賞

1997年 第9回 紙の教会 坂茂
30 JIA新人賞

1997年 第9回 白翳の家 坂本明
31 JIA新人賞

1997年 第9回 白翳の家 坂本明
31 JIA新人賞

1997年 第9回 白翳の家 坂本明
31 JIA新人賞

1997年 第9回 老人保健施設「桔梗｝ 渡部和生
32 JIA新人賞

1997年 第9回 老人保健施設「桔梗｝ 渡部和生
32 JIA新人賞

1997年 第9回 老人保健施設「桔梗｝ 渡部和生
32 JIA新人賞

1998年 第10回 「ゼンカイ」ハウス 宮本佳明
33 JIA新人賞

1998年 第10回 「ゼンカイ」ハウス 宮本佳明
33 JIA新人賞

1998年 第10回 「ゼンカイ」ハウス 宮本佳明
33 JIA新人賞

1998年 第10回 常盤台の住まい 平倉直子
34 JIA新人賞

1998年 第10回 常盤台の住まい 平倉直子
34 JIA新人賞

1998年 第10回 常盤台の住まい 平倉直子
34 JIA新人賞

ナンシ フィンレイ 千葉
1998年 第10回 和洋女子大学佐倉セミナ ハウス

ナンシー・フィンレイ+千葉
35 JIA新人賞

1998年 第10回 和洋女子大学佐倉セミナーハウス
ナンシ フィンレイ+千葉
学35 JIA新人賞

1998年 第10回 和洋女子大学佐倉セミナ ハウス
学35 JIA新人賞 学

1999年 第11回 宇土マリ ナハウス 吉松秀樹
36 JIA新人賞

1999年 第11回 宇土マリーナハウス 吉松秀樹
36 JIA新人賞

1999年 第11回 宇土マリ ナハウス 吉松秀樹
36 JIA新人賞

1999年 第11回 太田市総合ふれあいセンタ 今村雅樹
37 JIA新人賞

1999年 第11回 太田市総合ふれあいセンター 今村雅樹
37 JIA新人賞

1999年 第11回 太田市総合ふれあいセンタ 今村雅樹
37 JIA新人賞

香北町立やなせたかし記念館 詩とメ
1999年 第11回

香北町立やなせたかし記念館・詩とメ
古谷誠章/八木佐千子

38 JIA新人賞
1999年 第11回

香北町立やなせたかし記念館 詩とメ
ルヘン絵本館

古谷誠章/八木佐千子
38 JIA新人賞

1999年 第11回
ルヘン絵本館

古谷誠章/八木佐千子
38 JIA新人賞 ル ン絵本館

2000年 第12回 NT 渡辺真理+木下庸子
39 JIA新人賞

2000年 第12回 NT 渡辺真理+木下庸子
39 JIA新人賞

2000年 第12回 NT 渡辺真理 木下庸子
39 JIA新人賞

2000年 第12回 光の森（梅津邸） 椎名英三
40 JIA新人賞

2000年 第12回 光の森（梅津邸） 椎名英三
40 JIA新人賞

2000年 第12回 光の森（梅津邸） 椎名英三
40 JIA新人賞

2001年 第13回 飯田橋駅（地下鉄大江戸線） 渡辺 誠
41 JIA新人賞

2001年 第13回 飯田橋駅（地下鉄大江戸線） 渡辺　誠
41 JIA新人賞

2001年 第13回 飯田橋駅（地下鉄大江戸線） 渡辺　誠
41 JIA新人賞

2001年 第13回 ST 1／斜めテラスの家 中村勇大
42 JIA新人賞

2001年 第13回 ST-1／斜めテラスの家 中村勇大
42 JIA新人賞

2001年 第13回 ST 1／斜めテラスの家 中村勇大
42 JIA新人賞

2002年 第14回 森の展望台・トイレ 高砂正弘
43 JIA新人賞

2002年 第14回 森の展望台・トイレ 高砂正弘
43 JIA新人賞

2002年 第14回 森の展望台 トイレ 高砂正弘
43 JIA新人賞

建築家協会表彰リスト1



手塚貴晴+手塚由比 池

建築家協会表彰リスト2

2002年 第14回 屋根の家
手塚貴晴+手塚由比、池

44 JIA新人賞
2002年 第14回 屋根の家

手塚貴晴 手塚由比、池
田昌弘44 JIA新人賞 田昌弘新 賞

2003年 第15回 NATURAL ELLIPSE 遠藤政樹
45 JIA新人賞

2003年 第15回 NATURAL　ELLIPSE 遠藤政樹
45 JIA新人賞賞

2003年 第15回 西所沢の住宅 佐藤光彦
46 JIA新人賞

2003年 第15回 西所沢の住宅 佐藤光彦
46 JIA新人賞

2004年 第16回 伊達の援護寮 藤本壮介
47 JIA新人賞

2004年 第16回 伊達の援護寮 藤本壮介
47 JIA新人賞

2004年 第16回 中国木材名古屋事業所 福島加津也+冨永祥子
48 JIA新人賞

2004年 第16回 中国木材名古屋事業所 福島加津也+冨永祥子
48 JIA新人賞

2005年 第17回 調布のアパートメント 石黒由紀
49 JIA新人賞

2005年 第17回 調布のアパートメント 石黒由紀
49 JIA新人賞

2005年 第17回 砥用町林業総合センター 西沢大良
50 JIA新人賞

2005年 第17回 砥用町林業総合センター 西沢大良
50 JIA新人賞

第 南 広2006年 第18回 阿佐谷南の家 小川広次
51 JIA新人賞

2006年 第18回 阿佐谷南の家 小川広次
51 JIA新人賞

年 第 矢 朝
賞

2007年 第19回 ES house-01 矢田朝士
52 JIA新人賞

2007年 第19回 ES house-01 矢田朝士
52 JIA新人賞

年 第 桝 本店 晃久
新 賞

2007年 第19回 桝屋本店 平田晃久
53 JIA新人賞

2007年 第19回 桝屋本店 平田晃久
53 JIA新人賞

年 第 香 県文化会館 大 宏
年賞

1997年 第１回 香川県文化会館 大江 宏
54 JIA２５年賞

1997年 第１回 香川県文化会館 大江　宏
54 JIA２５年賞

年 第 回 芦屋市民 タ 「 ナ ホ 西沢文隆
年賞

1998年 第2回 芦屋市民センター「ルナ・ホール」 西沢文隆
55 JIA２５年賞

1998年 第2回 芦屋市民センター「ルナ・ホール」 西沢文隆
55 JIA２５年賞

年 第 回 代官山 サイド 槇 文彦
年賞

2000年 第3回 代官山ヒルサイドテラス 槇 文彦
56 JIA２５年賞

2000年 第3回 代官山ヒルサイドテラス 槇　文彦
56 JIA２５年賞

年 北海道開拓記念館 佐藤総合計画
年賞

2002年
第 回 般建築

北海道開拓記念館 佐藤総合計画
57 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

北海道開拓記念館 佐藤総合計画
57 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

年 埼玉県立博物館 前川國男建築設計事務所
年賞

2002年
第 回 般建築

埼玉県立博物館 前川國男建築設計事務所
58 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

埼玉県立博物館 前川國男建築設計事務所
58 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

年 神奈川県民ホ 日建設計
年賞

2002年
第 回 般建築

神奈川県民ホール 日建設計
59 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

神奈川県民ホ ル 日建設計
59 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

2002年 青嶋ホ ル 田中謙次建築研究所
年賞

2002年
第 回 般建築

青嶋ホール 田中謙次建築研究所
60 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

青嶋ホ ル 田中謙次建築研究所
60 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

2002年 アサヒビ ル名古屋工場 伊藤建築設計事務所 森口雅文
61 A２ 年賞

2002年
第4回 般建築

アサヒビール名古屋工場 伊藤建築設計事務所 森口雅文
61 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

アサヒビ ル名古屋工場 伊藤建築設計事務所 森口雅文
61 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

2002年 別子銅山記念館 日建設計（大阪）
62 JIA２５年賞

2002年
第4回 般建築

別子銅山記念館 日建設計（大阪）
62 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

別子銅山記念館 日建設計（大阪）
62 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

2002年 倉敷アイビ スクエア 浦辺設計
63 JIA２５年賞

2002年
第4回 般建築

倉敷アイビースクエア 浦辺設計
63 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

倉敷アイビ スクエア 浦辺設計
63 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

2002年 親和銀行本店 白井晟 研究所 白井晟
64 JIA２５年賞

2002年
第4回 般建築

親和銀行本店 白井晟一研究所 白井晟一
64 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

親和銀行本店 白井晟 研究所 白井晟
64 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

2002年 ホテルム ンビ チ 国建 国場幸房
65 JIA２５年賞

2002年
第4回 般建築

ホテルムーンビーチ 国建 国場幸房
65 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

ホテルム ンビ チ 国建 国場幸房
65 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

2002年 東北大学附属図書館 鬼頭梓建築設計事務所
66 JIA２５年賞

2002年
第4回 般建築

東北大学附属図書館 鬼頭梓建築設計事務所
66 JIA２５年賞

2002年
第4回 一般建築

東北大学附属図書館 鬼頭梓建築設計事務所
66 JIA２５年賞 第4回　　 般建築

2002年 第4回 住宅 大賞 上遠野邸 上遠野建築事務所 上遠野徹
67 JIA２５年賞

2002年 第4回　　　住宅　大賞 上遠野邸 上遠野建築事務所 上遠野徹
67 JIA２５年賞

2002年 第4回　　　住宅　大賞 上遠野邸 上遠野建築事務所 上遠野徹
67 JIA２５年賞

2002年 第4回 住宅 大賞 目神山の家（回帰草庵） 石井 修
68 JIA２５年賞

2002年 第4回　　　住宅　大賞 目神山の家（回帰草庵） 石井　修
68 JIA２５年賞

2002年 第4回　　　住宅　大賞 目神山の家（回帰草庵） 石井　修
68 JIA２５年賞

2002年 上小沢邸 広瀬鎌二
69 JIA２５年賞

2002年
第4回 住宅

上小沢邸 広瀬鎌二
69 JIA２５年賞

2002年
第4回　　　住宅

上小沢邸 広瀬鎌二
69 JIA２５年賞 第4回　　　住宅

2002年 住吉の長屋 安藤忠雄
70 JIA２５年賞

2002年
第4回 住宅

住吉の長屋 安藤忠雄
70 JIA２５年賞

2002年
第4回　　　住宅

住吉の長屋 安藤忠雄
70 JIA２５年賞 第4回　　　住宅

2002年 かたつむり山荘 山本長水建築事務所 山本長水
71 JIA２５年賞

2002年
第4回 住宅

かたつむり山荘 山本長水建築事務所 山本長水
71 JIA２５年賞

2002年
第4回　　　住宅

かたつむり山荘 山本長水建築事務所 山本長水
71 JIA２５年賞 第4回　　　住宅

2002年 沖縄の家 現代建築設計事務所 金城信吉
72 JIA２５年賞

2002年
第4回 住宅

沖縄の家 現代建築設計事務所 金城信吉
72 JIA２５年賞

2002年
第4回　　　住宅

沖縄の家 現代建築設計事務所 金城信吉
72 JIA２５年賞 第4回　　　住宅

2004年 第５回 般建築 大賞 カトリック新発田教会 アントニン レ モンド
73 JIA２５年賞

2004年 第５回　一般建築　大賞 カトリック新発田教会 アントニン・レーモンド
73 JIA２５年賞

2004年 第５回　 般建築　大賞 カトリック新発田教会 アント ン レ モンド
73 JIA２５年賞

駒沢オリンピック公園総合運動場 体
2004年 第５回 般建築 大賞

駒沢オリンピック公園総合運動場　体
芦原義信

74 JIA２５年賞
2004年 第５回　一般建築　大賞

駒沢オリンピック公園総合運動場　体
育館 管制塔

芦原義信
74 JIA２５年賞

2004年 第５回　 般建築　大賞
育館　管制塔

芦原義信
74 JIA２５年賞 育館　管制塔

2004年 第５回 般建築 尻別山荘 白井晟 研究所
75 JIA２５年賞

2004年 第５回　一般建築 尻別山荘 白井晟一研究所
75 JIA２５年賞

2004年 第５回　 般建築 尻別山荘 白井晟 研究所
75 JIA２５年賞

佐藤武夫設計事務所（現 佐藤総合
2004年 第５回 般建築 岩手県民会館

佐藤武夫設計事務所（現・佐藤総合
76 JIA２５年賞

2004年 第５回　一般建築 岩手県民会館
佐藤武夫設計事務所（現 佐藤総合
計画）76 JIA２５年賞

2004年 第５回　 般建築 岩手県民会館
計画）76 JIA２５年賞 計画）

山下寿郎設計事務所 武藤構造力学
2004年 第５回 般建築 NHK放送センタ

山下寿郎設計事務所、武藤構造力学
77 JIA２５年賞

2004年 第５回　一般建築 NHK放送センター
山下寿郎設計事務所、武藤構造力学
研究所 日本技術開発 梓設計77 JIA２５年賞

2004年 第５回　 般建築 NHK放送センタ
研究所、日本技術開発、梓設計77 JIA２５年賞 研究所、日本技術開発、梓設計

2004年 第５回 一般建築 愛知県緑化ｾﾝﾀ ・本館 愛知県/瀧 光夫/東海設計
78 JIA２５年賞

2004年 第５回　一般建築 愛知県緑化ｾﾝﾀｰ・本館 愛知県/瀧　光夫/東海設計
78 JIA２５年賞

2004年 第５回　 般建築 愛知県緑化ｾﾝﾀ 本館 愛知県/瀧　光夫/東海設計
78 JIA２５年賞

2004年 第５回 一般建築 富山商工会議所ビル 小林道夫
79 JIA２５年賞

2004年 第５回　一般建築 富山商工会議所ビル 小林道夫
79 JIA２５年賞

年 第 回 般建築 富山商 会議所ビル 小林道夫
79 JIA２５年賞

ＵＩゼンセン同盟中央教育センタ 「友
2004年 第５回 一般建築

ＵＩゼンセン同盟中央教育センター 「友
安井建築設計事務所

80 JIA２５年賞
2004年 第５回　一般建築

ＵＩゼンセン同盟中央教育センタ  友
愛の丘」

安井建築設計事務所
80 JIA２５年賞

年 第 回 般建築
愛の丘」

安井建築設計事務所
５年賞 愛 」

2004年 第５回 一般建築 瀬戸内海歴史民俗資料館 山本忠司
81 JIA２５年賞

2004年 第５回　一般建築 瀬戸内海歴史民俗資料館 山本忠司
81 JIA２５年賞

年 第 回 般建築 瀬戸内海歴史民俗資料館 山本忠司
年賞

2004年 第５回 一般建築 与那原 聖クララ修道院 片岡 献
82 JIA２５年賞

2004年 第５回　一般建築 与那原　聖クララ修道院 片岡　献
82 JIA２５年賞

年 第 回 般建築 与那原 聖クララ修道院 片岡 献
年賞

2004年 第５回 住宅 反住器 毛綱毅曠
83 JIA２５年賞

2004年 第５回　住宅 反住器 毛綱毅曠
83 JIA２５年賞

年 第 回 住 反住器 綱毅曠
年賞

2004年 第５回 住宅 私の家 林 寛治
84 JIA２５年賞

2004年 第５回　住宅 私の家 林　寛治
84 JIA２５年賞

年 第 回 住 私 家 林 寛治
年賞

2004年 第５回 住宅 トンネル住居 横河 健
85 JIA２５年賞

2004年 第５回　住宅 トンネル住居 横河　健
85 JIA２５年賞

第 横 健
年賞

2004年 第５回 住宅 自邸（所沢の家 私の家） 阿部 勤
86 JIA２５年賞

2004年 第５回　住宅 自邸（所沢の家　私の家） 阿部　勤
86 JIA２５年賞賞

2004年 第５回 住宅 コルゲートパイプの家（川合邸） 川合健二
87 JIA２５年賞

2004年 第５回　住宅 コルゲートパイプの家（川合邸） 川合健二
87 JIA２５年賞賞

2006年 第６回 一般建築 大賞 岡山市立オリエント美術館 岡田新一
88 JIA２５年賞

2006年 第６回　一般建築　大賞 岡山市立オリエント美術館 岡田新一
88 JIA２５年賞

建築家協会表彰リスト2



建築家協会表彰リスト3

2006年 第６回 一般建築 大賞 熊本県立美術館 前川建築設計事務所
89 JIA２５年賞

2006年 第６回　一般建築　大賞 熊本県立美術館 前川建築設計事務所
89 JIA２５年賞

賞
賞

太田實+北海道立近代美術館設計共
2006年 第６回 一般建築 北海道立近代美術館

太田實+北海道立近代美術館設計共
90 JIA２５年賞

2006年 第６回　一般建築 北海道立近代美術館
太 實 海道 近代美術館設計共
同企業体90 JIA２５年賞 同企業体賞

神奈川県立近代美術館・鎌倉館（本
2006年 第６回 一般建築

神奈川県立近代美術館・鎌倉館（本
坂倉準三

91 JIA２５年賞
2006年 第６回　一般建築

神奈 県 近代美術館 鎌倉館（本
館と新館）

坂倉準三
91 JIA２５年賞 館と新館）

2006年 第６回 一般建築 聖グレゴリオの家 長島建築研究所 長島正充
92 JIA２５年賞

2006年 第６回　一般建築 聖グレゴリオの家 長島建築研究所 長島正充
92 JIA２５年賞

2006年 第６回 一般建築 パレスサイド・ビルディング 日建設計
93 JIA２５年賞

2006年 第６回　一般建築 パレスサイド・ビルディング 日建設計
93 JIA２５年賞

2006年 第６回 一般建築 愛知県立芸術大学 吉村順三・奥村昭雄
94 JIA２５年賞

2006年 第６回　一般建築 愛知県立芸術大学 吉村順三・奥村昭雄
94 JIA２５年賞

築 築2006年 第６回 一般建築 国立民族学博物館 黒川紀章建築都市設計事務所
95 JIA２５年賞

2006年 第６回　一般建築 国立民族学博物館 黒川紀章建築都市設計事務所
95 JIA２５年賞

第 住宅 滝 遠 徹2006年 第６回 住宅 大滝邸 上遠野 徹
96 JIA２５年賞

2006年 第６回　住宅 大滝邸 上遠野　徹
96 JIA２５年賞

年 第 住宅 続 久が 家 清家清 株 デザ
賞

2006年 第６回 住宅 続 久が原の家 清家清+(株)デザインシステム
97 JIA２５年賞

2006年 第６回　住宅 続　久が原の家 清家清+(株)デザインシステム
97 JIA２５年賞

年 第 住宅 松 崎 家 建築環境 究所
年賞

2006年 第６回 住宅 松ヶ崎の家 建築環境研究所
98 JIA２５年賞

2006年 第６回　住宅 松ヶ崎の家 建築環境研究所
98 JIA２５年賞

年 第 新座 家 益 義弘 益 昭
年賞

2007年 第7回 新座の家Ⅰ Ⅱ Ⅲ 益子義弘・益子昭子
99 JIA２５年賞

2007年 第7回 新座の家Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ 益子義弘・益子昭子
99 JIA２５年賞

年 第 回 塔 家 東 孝光
年賞

2007年 第7回 塔の家 東 孝光
100 JIA２５年賞

2007年 第7回 塔の家 東　孝光
100 JIA２５年賞

年 第 回 群馬県立歴史博物館 大高建築設計事務所
年賞

2007年 第7回 群馬県立歴史博物館 大高建築設計事務所
101 JIA２５年賞

2007年 第7回 群馬県立歴史博物館 大高建築設計事務所
101 JIA２５年賞

年 第 回 五本木 ウ ク 阿部勤
年賞

2007年 第7回 五本木ハウス アルテック 阿部勤
102 JIA２５年賞

2007年 第7回 五本木ハウス アルテック 阿部勤
102 JIA２５年賞

年 第 回 逆瀬台の家 出江 寛
年賞

2007年 第7回 逆瀬台の家 出江 寛
103 JIA２５年賞

2007年 第7回 逆瀬台の家 出江　寛
103 JIA２５年賞

年 第 回 山口県立美術館 鬼頭梓建築設計事務所
年賞

2007年 第7回 山口県立美術館 鬼頭梓建築設計事務所
104 JIA２５年賞

2007年 第7回 山口県立美術館 鬼頭梓建築設計事務所
104 JIA２５年賞

2007年 第7回 積木の家Ⅰ（防府歯科医院） 相田武文設計研究所
年賞

2007年 第7回 積木の家Ⅰ（防府歯科医院） 相田武文設計研究所
105 JIA２５年賞

2007年 第7回 積木の家Ⅰ（防府歯科医院） 相田武文設計研究所
105 JIA２５年賞

2007年 第7回 ひろしま美術館 日建設計
106 A２ 年賞

2007年 第7回 ひろしま美術館 日建設計
106 JIA２５年賞

2007年 第7回 ひろしま美術館 日建設計
106 JIA２５年賞

2007年 第7回 松山桑原の住宅 長谷川逸子 建築計画工房(株) 長谷川逸子
107 JIA２５年賞

2007年 第7回 松山桑原の住宅 長谷川逸子・建築計画工房(株) 長谷川逸子
107 JIA２５年賞

2007年 第7回 松山桑原の住宅 長谷川逸子 建築計画工房(株) 長谷川逸子
107 JIA２５年賞

2007年 第7回 光格子の家 葉デザイン事務所
108 JIA２５年賞

2007年 第7回 光格子の家 葉デザイン事務所
108 JIA２５年賞

2007年 第7回 光格子の家 葉デザイン事務所
108 JIA２５年賞

村尾成文/斉藤繁喜/浅石
2000年 第１回 般建築 優秀賞 アクロス福岡

村尾成文/斉藤繁喜/浅石

109 環境建築賞
2000年 第１回 一般建築 優秀賞 アクロス福岡

村尾成文/斉藤繁喜/浅石
優/肥田景明/村松映 /109 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　優秀賞 アクロス福岡 優/肥田景明/村松映一/109 環境建築賞 優/肥田景明/村松映 /
哲 オ

2000年 第１回 般建築 優秀賞 大阪市中央体育館 遠松展弘
110 環境建築賞

2000年 第１回 一般建築 優秀賞 大阪市中央体育館 遠松展弘
110 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　優秀賞 大阪市中央体育館 遠松展弘
110 環境建築賞

2000年 第１回 般建築 優秀賞 緒方町役場庁舎 青木 茂
111 環境建築賞

2000年 第１回　一般建築　優秀賞 緒方町役場庁舎 青木　茂
111 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　優秀賞 緒方町役場庁舎 青木　茂
111 環境建築賞

2000年 第１回 般建築 優秀賞 コナミ那須研修所 櫻井 潔/野原文男
112 環境建築賞

2000年 第１回　一般建築　優秀賞 コナミ那須研修所 櫻井　潔/野原文男
112 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　優秀賞 コナミ那須研修所 櫻井　潔/野原文男
112 環境建築賞

2000年 第１回 般建築 優秀賞 浪合フォ ラム 中村 勉
113 環境建築賞

2000年 第１回　一般建築　優秀賞 浪合フォーラム 中村　勉
113 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　優秀賞 浪合フォ ラム 中村　勉
113 環境建築賞

岡本 賢/山本健司/小原
2000年 第１回 般建築 入賞 宇都宮市冒険活動センタ

岡本　賢/山本健司/小原
114 環境建築賞

2000年 第１回　一般建築　入賞 宇都宮市冒険活動センター
岡本　賢/山本健司/小原
沢俊之114 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　入賞 宇都宮市冒険活動センタ
沢俊之114 環境建築賞 沢俊之

2000年 第１回 般建築 入賞 五洋建設那須研修所 山本雅之
115 環境建築賞

2000年 第１回　一般建築　入賞 五洋建設那須研修所 山本雅之
115 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　入賞 五洋建設那須研修所 山本雅之
115 環境建築賞

林 昌二/南石周作/若林
2000年 第１回 般建築 入賞 掛川市庁舎

林　昌二/南石周作/若林
116 環境建築賞

2000年 第１回　一般建築　入賞 掛川市庁舎
林　昌二/南石周作/若林
亮/中島勝美116 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　入賞 掛川市庁舎
亮/中島勝美116 環境建築賞 亮/中島勝美

長野オリンピ ク記念アリ ナ（エム
2000年 第１回 般建築 入賞

長野オリンピック記念アリーナ（エム
岡本 賢/梅田貞夫

117 環境建築賞
2000年 第１回　一般建築　入賞

長野オリンピック記念アリ ナ（エム
ウェ ブ）

岡本　賢/梅田貞夫
117 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　入賞
ウェーブ）

岡本　賢/梅田貞夫
117 環境建築賞 ウェ ブ）

仙田 満+環境デザイン 大建設計共
2000年 第１回 般建築 入賞 兵庫県立但馬ド ム

仙田　満+環境デザイン・大建設計共
118 環境建築賞

2000年 第１回　一般建築　入賞 兵庫県立但馬ドーム
仙田　満+環境デザイン 大建設計共
同企業体/三菱重工業118 環境建築賞

2000年 第１回　 般建築　入賞 兵庫県立但馬ド ム
同企業体/三菱重工業118 環境建築賞 同企業体/三菱重工業

2000年 第１回 住宅 最優秀賞 黒谷の家 大角雄三
119 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　最優秀賞 黒谷の家 大角雄三
119 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　最優秀賞 黒谷の家 大角雄三
119 環境建築賞

2000年 第１回 住宅 最優秀賞 明野の家 加藤義夫
120 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　最優秀賞 明野の家 加藤義夫
120 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　最優秀賞 明野の家 加藤義夫
120 環境建築賞

2000年 第１回 住宅 最優秀賞 世田谷区深沢環境共生住宅 小林 明 岩村和夫
121 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　最優秀賞 世田谷区深沢環境共生住宅 小林　明、岩村和夫
121 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　最優秀賞 世田谷区深沢環境共生住宅 小林　明、岩村和夫
121 環境建築賞

2000年 第１回 住宅 入賞 S邸 藤島 喬
122 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　入賞 S邸 藤島　喬
122 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　入賞 S邸 藤島　喬
122 環境建築賞

2000年 第１回 住宅 入賞 竹中工務店八事家族寮・竹友寮 永岡 久
123 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　入賞 竹中工務店八事家族寮・竹友寮 永岡　久
123 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　入賞 竹中 務店八事家族寮 竹友寮 永岡　久
123 環境建築賞

2000年 第１回 住宅 入賞 山梨のCD小屋 井口直巳
124 環境建築賞

2000年 第１回　住宅　入賞 山梨のCD小屋 井口直巳
124 環境建築賞

年 第 回 住宅 入賞 山梨の 小屋 井 直巳
124 環境建築賞

2001年 第２回 最優秀賞 神戸税関 本関 川島克也
125 環境建築賞

2001年 第２回　最優秀賞 神戸税関　本関 川島克也
125 環境建築賞

年 第 回 最優秀賞 神戸税関 本関 川島克也
環境建築賞

櫻井 潔/野原文男/中村
2001年 第２回 優秀賞 東京ガスアースポート

櫻井　潔/野原文男/中村
126 環境建築賞

2001年 第２回　優秀賞 東京ガスアースポート
櫻井　潔/野原文男/中村
晃子126 環境建築賞

年 第 回 優秀賞 東京ガ ア ポ ト
晃子環境建築賞

2002年 第３回 一般建築 最優秀賞 いわむらかずお絵本の丘美術館 野沢正光
127 環境建築賞

2002年 第３回　一般建築　最優秀賞 いわむらかずお絵本の丘美術館 野沢正光
127 環境建築賞

年 第 回 般建築 最優秀賞 わむら ずお絵本 美術館 野沢 光
環境建築賞

櫻井 潔/飯塚 宏/関原
2002年 第３回 一般建築 最優秀賞 東葛テクノプラザ

櫻井　潔/飯塚　宏/関原
128 環境建築賞

2002年 第３回　一般建築　最優秀賞 東葛テクノプラザ
櫻井 潔/飯塚 宏/関原
聡128 環境建築賞

年 第 回 般建築 最優秀賞 東葛テク ラザ
聡環境建築賞

2002年 第３回 一般建築 優秀賞 埼玉県環境科学国際センター 横河健 葉山成三
129 環境建築賞

2002年 第３回　一般建築　　優秀賞 埼玉県環境科学国際センター 横河健、葉山成三
129 環境建築賞

年 第 回 般建築 優秀賞 埼 県環境科学国際 横 健、葉 成
環境建築賞

2002年 第３回 一般建築 入賞 いわき市立草野心平記念文学館 陽田秀夫
130 環境建築賞

2002年 第３回　一般建築　　入賞 いわき市立草野心平記念文学館 陽田秀夫
130 環境建築賞

第 般建 賞 わ 野 陽 秀
環境建築賞

2002年 第３回 一般建築 入賞 NTT武蔵野研究開発センター本館 安井幹人/松島 修
131 環境建築賞

2002年 第３回　一般建築　　入賞 NTT武蔵野研究開発センター本館 安井幹人/松島　修
131 環境建築賞

賞 武
環 建 賞

猪子 順/藤田 稔/前田
2002年 第３回 一般建築 入賞 神戸関電ビルディング

猪子　順/藤田　稔/前田
132 環境建築賞

2002年 第３回　一般建築　　入賞 神戸関電ビルディング
猪子 順 藤 稔 前
昇132 環境建築賞 昇建 賞

パサージュガーデン渋谷「投資育成ビ
2002年 第３回 一般建築 入賞

パサージュガーデン渋谷「投資育成ビ
大野二郎

133 環境建築賞
2002年 第３回　一般建築　　入賞

渋 投資育成
ル」

大野二郎
133 環境建築賞 ル」

建築家協会表彰リスト3



建築家協会表彰リスト4

2002年 第３回 住宅 最優秀賞 恒見邸 再生工事 猶村 徹
134 環境建築賞

2002年 第３回　住宅　最優秀賞 恒見邸　再生工事 猶村　徹
134 環境建築賞

賞
環 建 賞

2002年 第３回 住宅 入賞 再生エコハウス 濱 恵介/菅谷克子
135 環境建築賞

2002年 第３回　住宅　入賞 再生エコハウス 濱　恵介/菅谷克子
135 環境建築賞建 賞

2002年 第３回 住宅 入賞 妙嘉寺庫裏 内田祥士
136 環境建築賞

2002年 第３回　住宅　入賞 妙嘉寺庫裏 内田祥士
136 環境建築賞

2002年 第３回 住宅 入賞 パストラルコートと街の修景 柴田知彦/柴田いづみ
137 環境建築賞

2002年 第３回　住宅　入賞 パストラルコートと街の修景 柴田知彦/柴田いづみ
137 環境建築賞

2003年 第４回 一般建築 優秀賞 キッコーマン野田本社屋 藤井 進/木村博則
138 環境建築賞

2003年 第４回　一般建築　優秀賞 キッコーマン野田本社屋 藤井　進/木村博則
138 環境建築賞

ビ
室井一雄/成田 治/岩村

2003年 第４回 一般建築 優秀賞 日新火災本社ビル
室井一雄/成田　治/岩村
雅139 環境建築賞

2003年 第４回　一般建築　優秀賞 日新火災本社ビル
雅人139 環境建築賞 雅人

築2003年 第４回 一般建築 入賞 カカシ米穀深谷工場オフィス棟 白江龍三/彦坂満洲夫
140 環境建築賞

2003年 第４回　一般建築　入賞 カカシ米穀深谷工場オフィス棟 白江龍三/彦坂満洲夫
140 環境建築賞

第 般建築 賞
築

2003年 第４回 一般建築 入賞 地熱利用のSOHO 圓山彬雄
141 環境建築賞

2003年 第４回　一般建築　入賞 地熱利用のSOHO 圓山彬雄
141 環境建築賞

年 第 住宅 優秀賞 台 家 花 勝敏
境建築賞

2003年 第４回 住宅 優秀賞 江戸川台の家 花田勝敏
142 環境建築賞

2003年 第４回　住宅　優秀賞 江戸川台の家 花田勝敏
142 環境建築賞

年 第 住宅 賞 大 家 鯨 勇
境建築賞

2003年 第４回 住宅 入賞 大子の民家 鯨井 勇
143 環境建築賞

2003年 第４回　住宅　入賞 大子の民家 鯨井　勇
143 環境建築賞

第 般建築 優秀賞 ネ シ （ ） 浜 彦
環境建築賞 年

第５回 一般建築 優秀賞 NEC玉川ルネサンスシティ（1） 浜田明彦
144 環境建築賞 2004年

第５回　一般建築　優秀賞 NEC玉川ルネサンスシティ（1） 浜田明彦
144 環境建築賞 2004年

第 回 般建築 優秀賞 常陸太 市総合福祉会館 井和紘
環境建築賞 年

第５回 一般建築 優秀賞 CO2：常陸太田市総合福祉会館 石井和紘
146 環境建築賞 2004年

第５回　一般建築　優秀賞 CO2：常陸太田市総合福祉会館 石井和紘
146 環境建築賞 2004年

第 回 般建築 入賞 河合町総合福祉会館”豆山 里” 川島克也
環境建築賞 年

第５回 一般建築 入賞 河合町総合福祉会館”豆山の里” 川島克也
147 環境建築賞 2004年

第５回　 般建築　入賞 河合町総合福祉会館 豆山の里 川島克也
147 環境建築賞 2004年

東北 業大学環境情報 学科 究
第 回 般建築 入賞

東北工業大学環境情報工学科研究
瓶博厚

環境建築賞 年
第５回 一般建築 入賞

東北工業大学環境情報工学科研究
棟 教育棟

二瓶博厚
148 環境建築賞 2004年

第５回　 般建築　入賞
棟・教育棟

二瓶博厚
148 環境建築賞 2004年 棟 教育棟

第 回 住宅 優秀賞 宮崎台「桜坂 清水敬示
環境建築賞 年

第５回 住宅 優秀賞 宮崎台「桜坂」 清水敬示
149 環境建築賞 2004年

第５回　住宅　優秀賞 宮崎台「桜坂」 清水敬示
149 環境建築賞 2004年

第 回 住宅 入賞 中村享
環境建築賞 年

第５回 住宅 入賞 E7-project 中村享一
150 環境建築賞 2004年

第５回　住宅　入賞 E7 project 中村享
150 環境建築賞 2004年

第５回 住宅 入賞 箱の家 48 難波和彦
環境建築賞 年

第５回 住宅 入賞 箱の家-48 難波和彦
151 環境建築賞 2004年

第５回　住宅　入賞 箱の家 48 難波和彦
151 環境建築賞 2004年

大野二郎/松本成樹/佐藤
2005年 第６回 般建築 優秀賞 日本大学理工学部船橋校舎１４号館

大野二郎/松本成樹/佐藤

1 2 環境建築賞
2005年 第６回 一般建築 優秀賞 日本大学理工学部船橋校舎１４号館

大野二郎/松本成樹/佐藤
昌之/吉原和正/岡地宏明152 環境建築賞

2005年 第６回　 般建築　優秀賞 日本大学理工学部船橋校舎１４号館 昌之/吉原和正/岡地宏明152 環境建築賞 昌之/吉原和正/岡地宏明
高宮眞介 丸 治 早

2005年 第６回 般建築 優秀賞 慈愛会 奄美病院 川島克也 堀川 晋
153 環境建築賞

2005年 第６回 一般建築 優秀賞 慈愛会 奄美病院 川島克也、堀川 晋
153 環境建築賞

2005年 第６回　 般建築　優秀賞 慈愛会　奄美病院 川島克也、堀川　晋
153 環境建築賞

中村 勉/山本圭介/堀
2005年 第６回 般建築 優秀賞 大東文化大学板橋キ ンパス

中村 勉/山本圭介/堀
154 環境建築賞

2005年 第６回 一般建築 優秀賞 大東文化大学板橋キャンパス
中村　勉/山本圭介/堀
啓二154 環境建築賞

2005年 第６回　 般建築　優秀賞 大東文化大学板橋キャンパス
啓二154 環境建築賞 啓二

2005年 第６回 般建築 優秀賞 瀬戸市立品野台小学校 若林 亮
155 環境建築賞

2005年 第６回 一般建築 優秀賞 瀬戸市立品野台小学校 若林 亮
155 環境建築賞

2005年 第６回　 般建築　優秀賞 瀬戸市立品野台小学校 若林　亮
155 環境建築賞

渡辺真理/木下庸子/石岡
2005年 第６回 般建築 優秀賞 兵庫県西播磨総合庁舎

渡辺真理/木下庸子/石岡
156 環境建築賞

2005年 第６回 一般建築 優秀賞 兵庫県西播磨総合庁舎
渡辺真理/木下庸子/石岡
崇156 環境建築賞

2005年 第６回　 般建築　優秀賞 兵庫県西播磨総合庁舎
崇156 環境建築賞 崇

2005年 第６回 般建築 入賞 地球環境戦略研究機関（IGES) 富樫 亮
157 環境建築賞

2005年 第６回　一般建築　入賞 地球環境戦略研究機関（IGES) 富樫　亮
157 環境建築賞

2005年 第６回　 般建築　入賞 地球環境戦略研究機関（IGES) 富樫　亮
157 環境建築賞

2005年 第６回 般建築 入賞 安曇野高橋節郎記念美術館 宮崎 浩
158 環境建築賞

2005年 第６回　一般建築　入賞 安曇野高橋節郎記念美術館 宮崎　浩
158 環境建築賞

2005年 第６回　 般建築　入賞 安曇野高橋節郎記念美術館 宮崎　浩
158 環境建築賞

早稲田大学大学院情報生産システム 森 浩/前田 哲/蜷川利
2005年 第６回 般建築 入賞

早稲田大学大学院情報生産システム 森 浩/前田 哲/蜷川利
159 環境建築賞

2005年 第６回　一般建築　入賞
早稲田大学大学院情報生産システム
研究科

森　浩/前田　哲/蜷川利
彦/桂木宏昌159 環境建築賞

2005年 第６回　 般建築　入賞
研究科 彦/桂木宏昌159 環境建築賞 研究科 彦/桂木宏昌

久保清 /香川眞ニ/森田
2005年 第６回 住宅 優秀賞 MAYUMIYAの工房

久保清一/香川眞ニ/森田
160 環境建築賞

2005年 第６回　住宅　優秀賞 MAYUMIYAの工房
久保清 /香川眞ニ/森田
真由美160 環境建築賞

2005年 第６回　住宅　優秀賞 MAYUMIYAの工房
真由美160 環境建築賞 真由美

2005年 第６回 住宅 優秀賞 高知 本山町の家 小玉祐 郎
161 環境建築賞

2005年 第６回　住宅　優秀賞 高知・本山町の家 小玉祐一郎
161 環境建築賞

2005年 第６回　住宅　優秀賞 高知 本山町の家 小玉祐 郎
161 環境建築賞

2005年 第６回 住宅 入賞 静戸の家 田中直樹
162 環境建築賞

2005年 第６回　住宅　入賞 静戸の家 田中直樹
162 環境建築賞

2005年 第６回　住宅　入賞 静戸の家 田中直樹
162 環境建築賞

瀬戸愛知県館／あいち海上の森セン
2006年 第７回 般建築 最優秀賞

瀬戸愛知県館／あいち海上の森セン
第 工房

163 環境建築賞
2006年 第７回　一般建築　最優秀賞

瀬戸愛知県館／あいち海上の森セン
タ

第一工房
163 環境建築賞

2006年 第７回　 般建築　最優秀賞
ター

第 工房
163 環境建築賞 タ

秋田県立横手清陵学院中学校 高等 近宮建 千野保幸 佐
2006年 第７回 般建築 優秀賞

秋田県立横手清陵学院中学校・高等 近宮建一、千野保幸、佐

164 環境建築賞
2006年 第７回　一般建築　優秀賞

秋田県立横手清陵学院中学校 高等
学校

近宮建 、千野保幸、佐
藤昌之 吉原和正 長岐164 環境建築賞

2006年 第７回　 般建築　優秀賞
学校 藤昌之、吉原和正、長岐164 環境建築賞 学校 藤昌 、吉原和 、長岐

侃 金沢純治前田啓介 岩佐義久 大
2006年 第７回 般建築 優秀賞 マブチモ タ 株式会社 本社棟

前田啓介、岩佐義久、大
165 環境建築賞

2006年 第７回　一般建築　優秀賞 マブチモーター株式会社　本社棟
前田啓介、岩佐義久、大
坪泰 栗原卓也 柳井崇165 環境建築賞

2006年 第７回　 般建築　優秀賞 マブチモ タ 株式会社　本社棟
坪泰、栗原卓也、柳井崇165 環境建築賞 坪泰、栗原卓也、柳井崇

與謝野久 八幡健志 堀
2006年 第７回 般建築 優秀賞 関電ビルディング

與謝野久、八幡健志、堀
166 環境建築賞

2006年 第７回　一般建築　優秀賞 関電ビルディング
與謝野久、八幡健志、堀
川晋 猪子順 吉村晃治166 環境建築賞

2006年 第７回　 般建築　優秀賞 関電ビルディング
川晋、猪子順、吉村晃治166 環境建築賞 川晋、猪子順、吉村晃治
平倉章二 児玉耕二 山

2006年 第７回 般建築 優秀賞 Honda和光ビル
平倉章二、児玉耕二、山

167 環境建築賞
2006年 第７回　一般建築　優秀賞 Honda和光ビル

平倉章 、児玉耕 、山
本茂義 井上宏 小塩智167 環境建築賞

2006年 第７回　 般建築　優秀賞 Honda和光ビル 本茂義、井上宏、小塩智
也 浦洋介

167 環境建築賞
也 浦洋介山口県立きららスポ ツ交流公園多

2006年 第７回 般建築 入賞
山口県立きららスポーツ交流公園多

千鳥義典 岡村和典
168 環境建築賞

2006年 第７回　一般建築　入賞
山口県立きららスポ ツ交流公園多
目的ドーム「きらら元気ドーム」

千鳥義典、岡村和典
168 環境建築賞

2006年 第７回　 般建築　入賞
目的ドーム「きらら元気ドーム」

千鳥義典、岡村和典
168 環境建築賞 目的ド きらら元気ド 」

2006年 第７回 一般建築 入賞 ＫＢ 豊嶋守・目黒泰道
169 環境建築賞

2006年 第７回　一般建築　入賞 ＫＢ 豊嶋守・目黒泰道
169 環境建築賞

2006年 第７回　 般建築　入賞 ＫＢ 豊嶋守 目黒泰道
169 環境建築賞

2006年 第７回 住宅 最優秀賞 アグ・デ・パンケ農園の住宅 小室雅伸
170 環境建築賞

2006年 第７回　住宅　最優秀賞 アグ・デ・パンケ農園の住宅 小室雅伸
170 環境建築賞

年 第 回 住宅 最優秀賞 アグ デ ンケ農園の住宅 小室雅伸
170 環境建築賞

2006年 第７回 住宅 優秀賞 唐津山・積み木の家 矢作昌生
171 環境建築賞

2006年 第７回　住宅　優秀賞 唐津山・積み木の家 矢作昌生
171 環境建築賞

年 第 回 住宅 優秀賞 唐津山 積み木の家 矢作昌生
環境建築賞

2006年 第７回 住宅 入賞 K邸 善養寺 幸子
172 環境建築賞

2006年 第７回　住宅　入賞 K邸 善養寺　幸子
172 環境建築賞

年 第 回 住宅 入賞 邸 善養寺 幸子
環境建築賞

2006年 第７回 住宅 入賞 津山の家 二井清治
173 環境建築賞

2006年 第７回　住宅　入賞 津山の家 二井清治
173 環境建築賞

年 第 回 住宅 入賞 津山 家 井清治
環境建築賞

亀井 忠夫/村尾 忠彦/野
2007年 第８回 一般建築 優秀賞 日建設計東京ビル

亀井 忠夫/村尾 忠彦/野
本 睦朗 横174 環境建築賞

2007年 第８回　一般建築　優秀賞 日建設計東京ビル 原 文男/本間 睦朗/横田174 環境建築賞
年 第 回 般建築 優秀賞 建設計東京 原 文男/本間 睦朗/横田

雄史
環境建築賞

雄史東 利恵 長谷川浩己 松
2007年 第８回 一般建築 優秀賞 星のや 軽井沢

東　利恵、長谷川浩己、松
175 環境建築賞

2007年 第８回　一般建築　優秀賞 星のや　軽井沢
東 利恵、長谷川浩己、松
沢隆志175 環境建築賞

年 第 回 般建築 優秀賞 軽井沢
沢隆志環境建築賞

2007年 第８回 一般建築 優秀賞 洲本市立図書館 鬼頭 梓 佐田 祐一
176 環境建築賞

2007年 第８回　一般建築　優秀賞 洲本市立図書館 鬼頭 梓、佐田 祐一
176 環境建築賞

第 般建 優秀賞 鬼頭 、
環境建築賞

東京工業大学緑が丘１号館 レトロ
2007年 第８回 一般建築 優秀賞

東京工業大学緑が丘１号館　レトロ
安田 幸一/竹内 徹

177 環境建築賞
2007年 第８回　一般建築　優秀賞

東京 業大学緑 号館
フィット

安田 幸一/竹内 徹
177 環境建築賞

賞
フィット環 建 賞
大野市シビックセンター（学びの里「め

2007年 第８回 一般建築 優秀賞
大野市シビックセンター（学びの里「め

葉 祥栄
178 環境建築賞

2007年 第８回　一般建築　優秀賞
大野市シ ック タ （学
いりん」）

葉 祥栄
178 環境建築賞 いりん」）建 賞

近宮 健一 平山 浩樹 大
2007年 第８回 一般建築 優秀賞 東京大学柏キャンパス環境棟

近宮 健一、平山 浩樹、大
179 環境建築賞

2007年 第８回　一般建築　優秀賞 東京大学柏キャンパス環境棟
近宮 健 、 浩樹、
野 秀敏179 環境建築賞 野 秀敏

建築家協会表彰リスト4



五十君 興/廣重 拓司/米

建築家協会表彰リスト5

2007年 第８回 一般建築 入賞 エプソンイノベーションセンター
五十君 興/廣重 拓司/米

潤 飯塚 宏 滝澤 総180 環境建築賞
2007年 第８回　一般建築　入賞 エプソンイノベーションセンター 田 潤/飯塚 宏/滝澤 総/180 環境建築賞

賞 田 潤/飯塚 宏/滝澤 総/
野 瀬 恵

環 建 賞
野 瀬 恵福田 卓司 小泉 治 長澤

2007年 第８回 一般建築 入賞 武蔵野市立大野田小学校
福田 卓司、小泉 治、長澤

181 環境建築賞
2007年 第８回　一般建築　入賞 武蔵野市立大野田小学校

福 卓司、 泉 治、長澤
悟181 環境建築賞

武
悟建 賞
岡村 和典/稲垣 恵一/栫

2007年 第８回 一般建築 入賞 下関市立 豊北中学校
岡村 和典/稲垣 恵一/栫

182 環境建築賞
2007年 第８回　一般建築　入賞 下関市立　豊北中学校

和典 稲 栫
弘之/鬼木 貴章182 環境建築賞 弘之/鬼木 貴章

2007年 第８回 一般建築 入賞 成増高等看護学校 富永 譲
183 環境建築賞

2007年 第８回　一般建築　入賞 成増高等看護学校 富永 譲
183 環境建築賞

2007年 第８回 一般建築 入賞 鯖江市環境教育支援センター 大野 秀敏 吉田 明弘
184 環境建築賞

2007年 第８回　一般建築　入賞 鯖江市環境教育支援センター 大野 秀敏、吉田 明弘
184 環境建築賞

2007年 第８回 一般建築 入賞 銀山温泉 藤屋 隈 研吾
185 環境建築賞

2007年 第８回　一般建築　入賞 銀山温泉　藤屋 隈 研吾
185 環境建築賞

築2007年 第８回 一般建築 入賞 東京未来大学 圓山彬雄
186 環境建築賞

2007年 第８回　一般建築　入賞 東京未来大学 圓山彬雄
186 環境建築賞

第 住宅 秀賞 亀
築

2007年 第８回 住宅 最優秀賞 亀山双屋 栗林 賢次
187 環境建築賞

2007年 第８回　住宅　最優秀賞 亀山双屋 栗林 賢次
187 環境建築賞

年 第 住宅 優秀賞 嵐 淳
境建築賞

2007年 第８回 住宅 優秀賞 ANNEX 五十嵐 淳
188 環境建築賞

2007年 第８回　住宅　優秀賞 ANNEX 五十嵐　淳
188 環境建築賞

年 第 住宅 賞 南を向く家 奈良 謙伸 奈良
境建築賞

2007年 第８回 住宅 入賞 南を向く家 奈良 謙伸/奈良 顕子
189 環境建築賞

2007年 第８回　住宅　入賞 南を向く家 奈良 謙伸/奈良 顕子
189 環境建築賞
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日本建築士事務所協会連合会日本建築士事務所協会連合会建 務
表彰名 表彰年度 表彰回 作品名 設計事務所名 設計者名表彰名 表彰年度 表彰回 作品名 設計事務所名 設計者名表彰名 表彰年度 表彰回 作品名 設計事務所名 設計者名

1 建設大臣賞 1999 第15回 久万町立久万中学校校舎屋内運動場 (株)大建設計工務1 建設大臣賞 1999 第15回 久万町立久万中学校校舎屋内運動場 (株)大建設計工務建設大臣賞 第 回 久 久 中学校校舎 動場 (株)大建設計 務

2 1999 第152 優秀賞 1999 第15回 総合交流ターミナル ユートランド姫神 (株)三衡設計舎2 優秀賞 1999 第15回 総合交流タ ミナル ユ トランド姫神 (株)三衡設計舎

3 優秀賞 1999 第15回 白金台オ (株) キ ク イブ3 優秀賞 1999 第15回 ＳＭＥ白金台オフィス (株)アーキテクトファイブ3 優秀賞 1999 第15回 ＳＭＥ白金台オフィス (株)ア キテクトファイブ

4 優秀賞 1999 第15回 三菱東京製薬かずさ研究所 清水建設(株)4 優秀賞 1999 第15回 三菱東京製薬かずさ研究所 清水建設(株)優秀賞 第 回 三菱東京製薬かずさ研究所 清水建設(株)

5 優秀賞 1999 第15回 カルチェ住吉川 (株)オーク建築研究所5 優秀賞 1999 第15回 カルチェ住吉川 (株)オーク建築研究所

6 優秀賞 1999 第15回 ミテ 新大阪 清水建設(株)関西事業本部6 優秀賞 1999 第15回 アミティエ新大阪 清水建設(株)関西事業本部6 優秀賞 1999 第15回 アミティエ新大阪 清水建設(株)関西事業本部

7 優秀賞 1999 第15回 岡山市営芳田団地共同住宅 (株)創和設計7 優秀賞 1999 第15回 岡山市営芳田団地共同住宅 (株)創和設計優秀賞 第 回 岡山市営芳 団地共同住 (株)創和設計

第8 建設大臣賞 2000 第16回 小石原焼伝統産業会館 (株)徳岡昌克建築設計事務所8 建設大臣賞 2000 第16回 小石原焼伝統産業会館 (株)徳岡昌克建築設計事務所

9 優秀賞 2000 第16回 くばメモリアルホ ル (株)岡設計9 優秀賞 2000 第16回 つくばメモリアルホール (株)岡設計9 優秀賞 2000 第16回 つくばメモリアルホ ル (株)岡設計

山口県民芸術文化ホ ルながと ながと山口県民芸術文化ホールながと ながと
10 優秀賞 2000 第16回

山口県民芸術文化ホ ルながと ながと
総合体育館（通称 ルネ サ長門） (株)山下設計10 優秀賞 2000 第16回 総合体育館（通称：ルネッサ長門） (株)山下設計10 優秀賞 2000 第16回 総合体育館（通称：ルネッサ長門） (株)山下設計

11 優秀賞 2000 第16回 静岡市工芸と歴史の体験施設 駿府匠宿 (株)高木滋夫建築設計事務所11 優秀賞 2000 第16回 静岡市工芸と歴史の体験施設 駿府匠宿 (株)高木滋夫建築設計事務所優秀賞 第 回 市 芸 体験 設 駿府 (株)高 建 設 事務所

室生村福祉保険交流センター ぬく森の
12 2000 第16回

室生村福祉保険交流センタ  ぬく森の
12 優秀賞 2000 第16回 郷 (株)福本設計12 優秀賞 2000 第16回 郷 (株)福本設計

13 優秀賞 2000 第16回 桜城館 (株)アルセ ド建築研究所13 優秀賞 2000 第16回 桜城館 (株)アルセッド建築研究所13 優秀賞 2000 第16回 桜城館 (株)アルセッド建築研究所

14 優秀賞 2000 第16回 万国津梁館 (株)国建14 優秀賞 2000 第16回 万国津梁館 (株)国建

15 土交通大 賞 2001 第17回 「中庭 を持 都市型老 ホ (株) 建設計15 国土交通大臣賞 2001 第17回 「中庭」を持つ都市型老人ホーム (株)日建設計15 国土交通大臣賞 2001 第17回 「中庭」を持つ都市型老人ホ ム (株)日建設計

北海道立北方四島交流センタ （ニ北海道立北方四島交流センター（ニ・
16 優秀賞 2001 第17回

北海道立北方四島交流センタ （
ホ ロ） (株)北海道岡田新 設計事務所16 優秀賞 2001 第17回 ホ・ロ） (株)北海道岡田新一設計事務所優秀賞 第 回 ホ ） (株)北海道岡田新 設計事務所

17 優秀賞 2001 第17回 大洗町立南中学校 (株)三上建築事務所17 優秀賞 2001 第17回 大洗町立南中学校 (株)三上建築事務所

18 優秀賞 2001 第17回 東村立あずま小学校 (株)石井設計18 優秀賞 2001 第17回 東村立あずま小学校 (株)石井設計18 優秀賞 2001 第17回 東村立あずま小学校 (株)石井設計

(株)高垣建築総合計画 (株)竹中工(株)高垣建築総合計画・(株)竹中工
19 優秀賞 2001 第17回 東京カトリック神学院

(株)高垣建築総合計画 (株)竹中
務店19 優秀賞 2001 第17回 東京カトリック神学院 務店優秀賞 第 回 東京 リック神学院 務店

第20 優秀賞 2001 第17回 大宇陀町心の森多世代交流プラザ (株)福本設計20 優秀賞 2001 第17回 大宇陀町心の森多世代交流プラザ (株)福本設計

21 優秀賞 2001 第17回 鹿野町立鹿野小学校 (株)白兎設計事務所21 優秀賞 2001 第17回 鹿野町立鹿野小学校 (株)白兎設計事務所21 優秀賞 2001 第17回 鹿野町立鹿野小学校 (株)白兎設計事務所

22 国土交通大臣賞 2002 第18回 遠友学舎 (株)アトリエ アク22 国土交通大臣賞 2002 第18回 遠友学舎 (株)アトリエ アク

23 優秀賞 2002 第18回 武家 敷 崎家 角館 武道館 (株) 空 計23 優秀賞 2002 第18回 武家屋敷小野崎家・角館町武道館 (株)関・空間設計23 優秀賞 2002 第18回 武家屋敷小野崎家 角館町武道館 (株)関 空間設計

24 優秀賞 2002 第18回 十王町立図書館 (株)三上建築事務所24 優秀賞 2002 第18回 十王町立図書館 (株)三上建築事務所24 優秀賞 2002 第18回 十王町立図書館 (株)三上建築事務所

25 優秀賞 2002 第18回 那珂瓜連聖苑 (株)久米設計25 優秀賞 2002 第18回 那珂瓜連聖苑 (株)久米設計

26 優秀賞 2002 第18回 (株)竹 務店東京26 優秀賞 2002 第18回 テクニカハウス (株)竹中工務店東京26 優秀賞 2002 第18回 テクニカハウス (株)竹中工務店東京

27 優秀賞 2002 第18回 善き牧者愛徳の聖母修道会本部修道院 (株)竹中工務店大阪27 優秀賞 2002 第18回 善き牧者愛徳の聖母修道会本部修道院 (株)竹中工務店大阪優秀賞 第 回 善き牧者愛徳の聖母修道会本部修道院 (株)竹中 務店大阪

第28 優秀賞 2002 第18回 松江北堀美術館 (有)ナック建築事務所28 優秀賞 2002 第18回 松江北堀美術館 (有)ナック建築事務所

29 国土交通大臣賞 2003 第19回 慶應義塾大学 吉 来往舎 清水建設（株）29 国土交通大臣賞 2003 第19回 慶應義塾大学日吉 来往舎 清水建設（株）29 国土交通大臣賞 2003 第19回 慶應義塾大学日吉 来往舎 清水建設（株）

30 優秀賞 2003 第19回 秋田県ゆとり生活創造センタ 遊学舎 (株)小畑勇設計事務所30 優秀賞 2003 第19回 秋田県ゆとり生活創造センター 遊学舎 (株)小畑勇設計事務所優秀賞 第 回 秋 県ゆ り 活創造 タ 遊学舎 (株) 畑勇設計事務所

31 優秀賞 2003 第19回 お 蔵 生 福 造(株)事務所 林建築 計事務所31 優秀賞 2003 第19回 お囲蔵の再生 福源酒造(株)事務所 小林建築設計事務所31 優秀賞 2003 第19回 お囲蔵の再生 福源酒造(株)事務所 小林建築設計事務所

32 優秀賞 2003 第19回 広島市五日市火葬場 (株)佐藤総合計画関西事務所32 優秀賞 2003 第19回 広島市五日市火葬場 (株)佐藤総合計画関西事務所32 優秀賞 2003 第19回 広島市五日市火葬場 (株)佐藤総合計画関西事務所

大阪デザイナ 学院 トレ ニングセ大阪デザイナー学院 　トレーニングセ
33 優秀賞 2003 第19回 ンタ (株)竹中工務店大阪33 優秀賞 2003 第19回 ンター (株)竹中工務店大阪優秀賞 第 回 ンタ (株)竹中 務店大阪

34 優秀賞 2003 第19回 合第 学校 植村建築 計事務34 優秀賞 2003 第19回 河合第一小学校 植村建築設計事務所34 優秀賞 2003 第19回 河合第 小学校 植村建築設計事務所

35 優秀賞 2003 第19回 南九州大学 造園学科研究棟 (株)前田設計35 優秀賞 2003 第19回 南九州大学 造園学科研究棟 (株)前田設計優秀賞 第 回 南九州大学 造園学科研究棟 (株)前田設計

36 国土交通大臣賞 2004 第20回 日本大学理工学部テクノプレース15 (株)梓設計36 国土交通大臣賞 2004 第20回 日本大学理工学部テクノプレース15 (株)梓設計国 通 賞 第 回 本 部 (株)梓設

37 優秀賞 2004 第20回 みどりの森保育園 (株)三四五建築研究所37 優秀賞 2004 第20回 みどりの森保育園 (株)三四五建築研究所37 優秀賞 2004 第20回 みどりの森保育園 (株)三四五建築研究所
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日本建築士事務所協会連合会日本建築士事務所協会連合会建 務
表彰名 表彰年度 表彰回 作品名 設計事務所名 設計者名表彰名 表彰年度 表彰回 作品名 設計事務所名 設計者名表彰名 表彰年度 表彰回 作品名 設計事務所名 設計者名

38 優秀賞 2004 第20回 椎の家 企業組合 針谷建築事務所38 優秀賞 2004 第20回 椎の家 企業組合 針谷建築事務所優秀賞 第 回 椎 家 業組合 針谷建築事務所

39 2004 第2039 優秀賞 2004 第20回 大阪信愛女学院チャペル (株)竹中工務店大阪39 優秀賞 2004 第20回 大阪信愛女学院チャペル (株)竹中工務店大阪

40 優秀賞 2004 第20回 杉乃井ホテル大展望露天風呂「棚湯 大成建設（株）九州支店40 優秀賞 2004 第20回 杉乃井ホテル大展望露天風呂「棚湯」 大成建設（株）九州支店40 優秀賞 2004 第20回 杉乃井ホテル大展望露天風呂 棚湯」 大成建設（株）九州支店

41 優秀賞 2004 第20回 大福寺保育園 Inter Media 級建築士事務所41 優秀賞 2004 第20回 大福寺保育園 Inter Media一級建築士事務所

創建築計 究所 創 新 プ創建築計画研究所（創・新・プロト
42 優秀賞 2004 第20回 鹿 島 高等学校

創建築計画研究所（創 新 プロト
計監 業体 溝 駿42 優秀賞 2004 第20回 鹿児島県立開陽高等学校 設計監理共同企業体） 溝口 駿42 優秀賞 2004 第20回 鹿児島県立開陽高等学校 設計監理共同企業体） 溝口　駿

43 優秀賞 2004 第20回 沖縄美ら海水族館 (株)国建43 優秀賞 2004 第20回 沖縄美ら海水族館 (株)国建43 優秀賞 2004 第20回 沖縄美ら海水族館 (株)国建

44 国土交通大臣賞 2005 第21回 軽井沢大賀ホール 鹿島建設（株）44 国土交通大臣賞 2005 第21回 軽井沢大賀ホール 鹿島建設（株）

45 事連会長賞 2005 第21回 弥勒会館 (株)市毛建築設計事務所45 日事連会長賞 2005 第21回 弥勒会館 (株)市毛建築設計事務所45 日事連会長賞 2005 第21回 弥勒会館 (株)市毛建築設計事務所

北海道日本ハムファイタ ズ札幌屋内練北海道日本ハムファイターズ札幌屋内練
46 優秀賞 2005 第21回

北海道日本 ファイタ 札幌屋内練
習場 合宿所 大成建設(株)札幌支店46 優秀賞 2005 第21回 習場・合宿所 大成建設(株)札幌支店優秀賞 第 回 習場 合宿所 大成建設(株)札幌支店

第47 優秀賞 2005 第21回 Ｏ邸（再生） (株)おおみ設計47 優秀賞 2005 第21回 Ｏ邸（再生） (株)おおみ設計

48 優秀賞 2005 第21回 金城学院大学 9 10号館 大成建設(株)名古屋支店48 優秀賞 2005 第21回 金城学院大学 Ｗ9・10号館 大成建設(株)名古屋支店48 優秀賞 2005 第21回 金城学院大学 Ｗ9 10号館 大成建設(株)名古屋支店

49 優秀賞 2005 第21回 高山市立南小学校 (株)日建設計49 優秀賞 2005 第21回 高山市立南小学校 (株)日建設計優秀賞 第 回 高山市 南小学校 (株)日建設計

第50 優秀賞 2005 第21回 甲南大学13号館 (株)竹中工務店大阪50 優秀賞 2005 第21回 甲南大学13号館 (株)竹中工務店大阪

西条市東予南部複合施設 ふれあいプラ西条市東予南部複合施設 ふれあいプラ
51 優秀賞 2005 第21回

西条市東予南部複合施設 ふれあいプラ
ザ東予 新企画設計(株)51 優秀賞 2005 第21回 ザ東予 新企画設計(株)51 優秀賞 2005 第21回 ザ東予 新企画設計(株)

52 国土交通大臣賞 2006 第22回 味の素グル プ高輪研修センタ (株)久米設計 南部 真52 国土交通大臣賞 2006 第22回 味の素グループ高輪研修センター (株)久米設計 南部　真国 通 臣賞 第 回 味 素 高輪研修 (株)久米設 南部 真

聖ステパノ学園講堂「海の見えるホー
53 事連会長賞 2006 第22回

聖ステパノ学園講堂「海の見えるホ
(株)竹中 務店東京 達生53 日事連会長賞 2006 第22回 ル」 (株)竹中工務店東京 西田達生53 日事連会長賞 2006 第22回 ル」 (株)竹中工務店東京 西田達生

仙台ガス局シ ル ム ＧＡＳ ＳＡＬ仙台ガス局ショールーム ＧＡＳ ＳＡＬ
54 優秀賞（ 般建築部門） 2006 第22回

仙台ガス局ショ ル ム ＧＡＳ ＳＡＬ
ＯＮ (株)関 空間設計 木皿 泉54 優秀賞（一般建築部門） 2006 第22回 ＯＮ (株)関・空間設計 木皿 泉54 優秀賞（ 般建築部門） 2006 第22回 ＯＮ (株)関 空間設計 木皿　泉

55 優秀賞（一般建築部門） 2006 第22回 箱根ラリック美術館 鹿島建設(株) 小菅克己55 優秀賞（一般建築部門） 2006 第22回 箱根ラリック美術館 鹿島建設(株) 小菅克己

56 優秀賞（ 般建築部門） 2006 第22回 神戸栄光教会 (株)日建設計 指田孝太郎56 優秀賞（一般建築部門） 2006 第22回 神戸栄光教会 (株)日建設計 指田孝太郎56 優秀賞（ 般建築部門） 2006 第22回 神戸栄光教会 (株)日建設計 指田孝太郎

優秀賞（小規模建築部 (株)エイプラス デザイン 級建築優秀賞（小規模建築部 (株)エイプラス・デザイン一級建築
57

優秀賞（小規模建築部
門） 2006 第22回 ＧＮＨ

(株) イプラス デザイン 級建築
士事務所 佐藤昌樹57 門） 2006 第22回 ＧＮＨ 士事務所 佐藤昌樹57 門） 2006 第22回 ＧＮＨ 士事務所 佐藤昌樹

優秀賞（小規模建築部優秀賞（小規模建築部
58 門） 2006 第22回 横尾の家 藤本寿徳建築設計事務所 藤本寿徳58 門） 2006 第22回 横尾の家 藤本寿徳建築設計事務所 藤本寿徳

59 国土交通大臣賞 2007 第23回 黒部市立宇奈月小学校 (株)福見建築設計事務所 西野晴仁59 国土交通大臣賞 2007 第23回 黒部市立宇奈月小学校 (株)福見建築設計事務所 西野晴仁59 国土交通大臣賞 2007 第23回 黒部市立宇奈月小学校 (株)福見建築設計事務所 西野晴仁

60 日事連会長賞 2007 第23回 高原邸（古木坊） (有)ヱノキ建築事務所 榎 秀雄60 日事連会長賞 2007 第23回 高原邸（古木坊） (有)ヱノキ建築事務所 榎　秀雄事連会長賞 第 回 高原邸（古木坊） (有) キ建築事務所 榎 秀雄

61 優秀賞 般建築部 2007 第23回 学館 パ 滝 業体 憲雄61 優秀賞（一般建築部門） 2007 第23回 旭川市科学館 サイパル 柴滝・ノア・司共同企業体 千田憲雄61 優秀賞（ 般建築部門） 2007 第23回 旭川市科学館 サイパル 柴滝 ノア 司共同企業体 千田憲雄

62 優秀賞（ 般建築部門） 2007 第23回 東洋 キグ バ 本社ビ (株)久米設計 山本茂義62 優秀賞（一般建築部門） 2007 第23回 東洋ロキグローバル本社ビル (株)久米設計 山本茂義62 優秀賞（ 般建築部門） 2007 第23回 東洋ロキグロ バル本社ビル (株)久米設計 山本茂義

63 優秀賞（一般建築部門） 2007 第23回 淀屋橋山本ビル (株)日建設計 川島克也63 優秀賞（一般建築部門） 2007 第23回 淀屋橋山本ビル (株)日建設計 川島克也優秀賞（ 般建築部門） 第 回 淀屋橋山本 (株) 建設計 川島克

優秀賞（小規模建築部
64

優秀賞（小規模建築部
2007 第23回 う整 科 (株) ド 若 信64 門） 2007 第23回 かとう整形外科クリニック (株)アトリエ ノルド 若松信行64 門） 2007 第23回 かとう整形外科クリニック (株)アトリエ ノルド 若松信行

優秀賞（小規模建築部優秀賞（小規模建築部
65

優秀賞（小規模建築部
門） 2007 第23回 すずき脳神経外科クリニ ク 建築家 吉田イサムとア クハイ 吉田 勇65 門） 2007 第23回 すずき脳神経外科クリニック 建築家 吉田イサムとアークハイ 吉田 勇門） 第 回 すずき脳神経外科クリ ック 建築家 吉田イサムとア ク イ 吉田 勇

優秀賞（小規模建築部優秀賞（小規模建築部
66 門） 2007 第23回 養命酒健康の森 記念館 (株)竹中工務店東京 関谷和則66 門） 2007 第23回 養命酒健康の森 記念館 (株)竹中工務店東京 関谷和則第 養

67 国土交通大臣賞 2008 第24回 川本製作所東京ビ (株) 建設計 原直次67 国土交通大臣賞 2008 第24回 川本製作所東京ビル (株)日建設計 石原直次67 国土交通大臣賞 2008 第24回 川本製作所東京ビル (株)日建設計 石原直次

68 日事連会長賞 2008 第24回 大成札幌ビル 大成建設(株)札幌支店 高橋章夫68 日事連会長賞 2008 第24回 大成札幌ビル 大成建設(株)札幌支店 高橋章夫事連会長賞 第 回 大成札幌 大成建設(株)札幌支店 高橋章夫

69 優秀賞（一般建築部門） 2008 第24回 北日本新聞 創造の森「越中座」 鹿島建設(株) 米田浩二69 優秀賞（一般建築部門） 2008 第24回 北日本新聞 創造の森「越中座」 鹿島建設(株) 米田浩二

70 優秀賞（ 般建築部門） 2008 第24回 東京松屋ＵＮＩＴＹ 河野有悟建築計画室 河野有悟70 優秀賞（一般建築部門） 2008 第24回 東京松屋ＵＮＩＴＹ 河野有悟建築計画室 河野有悟70 優秀賞（ 般建築部門） 2008 第24回 東京松屋ＵＮＩＴＹ 河野有悟建築計画室 河野有悟

71 優秀賞（ 般建築部門） 2008 第24回 かほく市立大海保育園 (株)ＭＡＣ建築研究所 山田憲子71 優秀賞（一般建築部門） 2008 第24回 かほく市立大海保育園 (株)ＭＡＣ建築研究所 山田憲子優秀賞（ 般建築部門） 第 回 く市 大海保育園 (株) 建築研究所 山 憲子

72 優秀賞（一般建築部門） 2008 第24回 龍谷大学大宮学舎 大宮図書館 (株)日建設計大阪オフィス 赤木 隆72 優秀賞（ 般建築部門） 2008 第24回 龍谷大学大宮学舎 大宮図書館 (株)日建設計大阪オフィス 赤木　隆

優秀賞（小規模建築部 西村伸也研究室 新潟大学施設管理優秀賞（小規模建築部 西村伸也研究室・新潟大学施設管理
73

優秀賞（小規模建築部
門） 2008 第24回 新潟大学科学技術交流悠久会館

西村伸也研究室 新潟大学施設管理
部 鹿島建設(株)北陸支店 稲森孝二73 門） 2008 第24回 新潟大学科学技術交流悠久会館 部、鹿島建設(株)北陸支店 稲森孝二73 門） 2008 第24回 新潟大学科学技術交流悠久会館 部、鹿島建設(株)北陸支店 稲森孝二

優秀賞（小規模建築部優秀賞（小規模建築部
74

優秀賞（小規模建築部
門） 2008 第24回 すがぬま耳鼻咽喉科 中日設計(株) 清谷英広74 門） 2008 第24回 すがぬま耳鼻咽喉科 中日設計(株) 清谷英広

日事連表彰リスト2



ＤＡＡＳデジタル卒業設計大賞２００８

プロジェクト名（タイトル） 応募者氏名 評

1

casket of Architecture

（URL：http://kirara.cyber.kyoto-
art.ac.jp/pdf/diploma2007/dp06/）

京都造形芸術大学卒業
込山絵美

三部作系エントリーとして、それぞれの建築は
丁寧に設計されている。ウェブとしての完成度
は高い。個々の建築にも個性があり、統一感は
ないものの完成度は高い方。

2

[ 集積 ]

（URL:https://kirara.cyber.kyotoart.ac.jp/course
/kenchiku/curriculum/subject/diploma/diploma
2007/dp30572405/index.html）

京都造形芸術大学卒業
松本和也

ウェブの構成はうまい。建築にも工夫がある。3
つの作品の関連性が高い。同時に表現もその
関連性を反映させている。ただ、個々の作品に
はもろさもあるので、インパクトが減速した感じ
も否めない・・・。

3

空気を変える建築

（URL:http://www.3river.jp/kenchiku/sotsuten/
）

京都造形芸術大学卒業
三川周子

素朴な表現ではあるが、建築に対する強い思い
があることがひしひしと感じられる。好感が持て
る。

4

kobe walk strip
神戸市灘区JR貨物線跡地プロジェクト

（URL:http://kirara.cyber.kyoto-
art.ac.jp/pdf/diploma2007/dp08/）

京都造形芸術大学卒業
笠川由美

リニアな敷地条件を生かし、3つの建築を関連
づけながら展開するストーリー性が面白い。
個々の建築にもユニークな表現があり、完成度
が高い。

5

Re-Paris
パリの再構築～交通空間としての都市～

（URL:http://www.geocities.jp/oay_ra ）

法政大学卒業
大竹慶和

パリの都市軸を再構築し、都市の新しい環境を
提案している。造形も魅力的であるが、建築とし
ての奥深さが少々物足りない。プレゼンテーショ
ンとしては魅力的。

<資料３

6
ツリーハウス制作ムービー

（URL:http://www.cott.jp/works/movies.html）

立命館大学卒業
安福友祐

実際にツリーハウスを制作している。その内容
をムービーで記録した作品は、表現の手法とし
てはそれほど新鮮ではないものの、個性的では
ある。

7

空にひらいた小学校

（URL:http://www.geocities.jp/rxghc728/index.h
tml）

土田純寛
とてもまじめな建築作品。ウェブとしては特別な
表現ではないものの、展開は素直。表参道ヒル
ズ裏の学校の計画。

8
余床解放　-消せないインフラ-

（URL:http://teammag.web.fc2.com/index.html）

早稲田大学理工学部建築学科卒業
荒木聡（意匠古谷研究室）・熊谷祥吾
（構造新谷研究室）・平須賀信洋（環
境田辺研究室）

DAASのコンテンツの方向性としては少々屈折
下感じはある。

9

TOKYO　MICRONATION
東京ミクロネーション(2007）

（URL:http://enjoy.pial.jp/~toyo-
kamo/index.html）

東京電気大学建築学科卒業
加茂川豊記

大都市に大きな構造体を覆い被し、構造体の存
在によって引き起こされる様々なダイナミズムを
都市の活性化に生かそうという作品。プレゼン
がスライドショー的で、表現の奥深さがない。

10
パレットケース

（URL:http://fotologue.jp/kopey/)

東京電機大卒業
工藤浩平

ウェブの表現も魅力的、建築としてもセル状の
空間が寄り集まった新しい形体で、面白い。表
現と空間性の関連もある。

11
陰翳空間と美術館

(URL:https://www.daas.jp/~minami/pub008/)

福井大学卒業
小坂　宗義

建築の内容、プレゼンテーションはスタンダード
であるが、ムービーの扱い方など評価出来る点
も多い。地下空間のシークエンスを表現してい
る箇所は興味深い。

異なるヒカリは交わる
日本大学卒業

地下空間を使い、ダイナミックな形の屋根で覆う
ことで異質な内部空間を創出する。作品そのも
のには面白い部分があるが 提出の形態が適

12
(URL:https://www.daas.jp/~minami/katoh_hikari.
pdf)

日本大学卒業
加藤尚裕

のには面白い部分があるが、提出の形態が適
切ではないように思えるので、その点が難。そ
の不足を挽回できるほどの作品内容であるか
どうかは疑問。
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運営委員会副委員長 南 政樹 

 

DAAS 広報展示活動について 
 
かねてより DAAS の取り組みを広く周知するため，広報活動の必要性が指摘

されてきた．2007 年度（第二期）は，コンソーシアム会員である三団体のご協

力を頂き，展示による広報活動を実施することができた．この場をお借りして，

ご協力いただいた士会連合会，日事連，JIA の三団体に厚く御礼申し上げたい． 
展示では，趣旨と概要，収蔵コンテンツと Web サイトを紹介したポスターと

DAAS が収蔵する写真から 12 点を掲示した．また，PC で実際の Web サイトや

ビデオを上映するなどデモンストレーションを行った． 
 
2008 年 10 月 3 日(金) 日事連総会＠東京・帝国ホテル 

 



2008 年 10 月 16 日(木)〜19 日(日) 
JIA 仙台大会＠宮城・せんだいメディアテーク 

 

2008 年 10 月 25 日(土) 士会連合会全国大会＠徳島・アスティとくしま 

 



広報事業内訳 

  

［広告費］  

  ポスター作成費用 A1×１２枚 ラミネート加工 

 ポスター作成費用 A1×４枚 ラミネート加工 

  ¥77,341

  

［通信運搬費］  

 展示品、備品等 送付代金 

   ¥8,370

  

［旅費・交通費］  

 徳島・仙台 交通費および宿泊費 

  （仙台大会 3 名、徳島大会 4名） 

   ¥273,632

  

 ［その他］  

  展示会場備品等利用料 など 

  ¥103,575

  

 11 月現在合計   ¥462,918

 
  

（※登録料等、未精算あり）
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