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はしがき
国立研究開発法人建築研究所は、より良い住宅・建築・都市計画に係る技術に関す
る調査、研究及び開発を実施することにより、これら技術の向上を実現し、公平・中
立な立場から住宅・建築・都市の健全な発展と秩序ある整備に資することを目的とし
て研究開発等の業務を行っています。これら取り組みのひとつとして、1983 年度に国
土交通省（当時：建設省）の補助事業である地域住宅計画推進事業に代表されるよう
な、気候風土や生産体制などの地域の住文化に根ざした住宅計画に関する研究を継続
して実施してきました。
我が国は多様な風土・文化を有していることから、地域によって育まれてきた住文
化は多種多様です。他方、現代社会においては少子高齢化・人口減少が進展しており、
これら新しい現代の社会的ニーズに応えながらも、地域の住文化を生かし、地域自ら
が発案、実行するすまい・まちづくりの手法を改めて模索していく段階にあります。
このような状況の下で、地域の気候風土や地場産材、構工法等の住文化を十分理解し
た上で地域の今後の在り方を考えることは有用であると考えられ、地域性を踏まえた
すまい・まちづくりを新たな視点から見直すことは現代社会における重要な課題です。
そこで建築研究所では、地域の住文化に根ざしたすまい・まちづくりに関するこれ
までの研究開発を総括するとともに、その結果を次代の新たな社会的ニーズにも対応
したすまい・まちづくりへと繋げていくために、
「平成 26 年度建築研究所すまいづく
り表彰

地域住宅賞」を実施しました。当表彰においては全国各地から多くの優れた

作品・活動が寄せられ、その中から特に優れた 20 点を選定いたしました。これら近年
における作品・活動は、少子高齢・人口減少社会にあって、人々の生活の基盤となる
すまい・まちのこれまでとこれからを考えるにあたり模範的な事例となり得るもので
あると考えられます。このため「受賞作品・活動集」という形でまとめ、建築研究資
料として出版するもので、本研究所の重点課題である「アジアの住まいとその地域性
に配慮した省エネ住宅設計技術の移転手法に関する研究」において、我が国の建築技
術に係る情報の収集整理を行うことを目的として実施しました。
当研究資料が、地域の住文化に根ざしたより良いすまい・まちづくりに携わる住民・
市民をはじめとして、地方公共団体の担当者、NPO やコンサルタント、建設関連業者、
あるいは研究者等の方々の参考となり、今後のすまい・まちづくりに資するものとな
れば幸いであります。
最後に、ご後援を頂いた各団体、ご協力を頂いた皆様、また、当研究資料の出版に
際してその意義をご理解いただき、資料への掲載をご快諾いただいた受賞者各位にこ
の場を借りて厚く御礼申し上げます。
国立研究開発法人建築研究所 理事長 坂本雄三
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概要：
本資料は、
「平成 26 年度建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅賞」において
「地域住宅賞」ならびに「地域住宅奨励賞」として表彰された作品・活動の詳細
を「受賞作品・活動集」としてまとめたものである。
我が国は多様な気候風土を有しており、地域によって育まれてきた住文化やす
まい方は多種多様である。多くの課題を抱える現代社会にあって、地域に根ざし
たすまい・まちづくりを推進していくことには、人口減少・少子高齢社会への対
応や地域活性化、地域の持続的発展という側面からも重要な意義があると考えら
れる。その実践的な取り組みを行うためには優れた先進事例の内容を理解するこ
とが有用であり、本研究資料はそのための具体的な事例集と位置付けられる。
地場産材を活かした住宅や既存ストックの活用、コミュニティによる活発な活
動、また地域の生産システムに踏み込んだ取り組み等、バラエティに富んだ作品
や活動が掲載されており、本資料は今後のすまい・まちづくりの更なる推進のた
めの参考資料としての活用が期待される。
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Synopsis:
This book is a collection of selected works and activities for "Regional and
Cultural Housing Award of Building Research Institute 2014".
Since Japan has a variety of climatic condition, housing cultures and lifestyles
vary from region to region. For the problems facing modern society including aging, fewer
children and shrinking population, promoting housing and town development with proper
environment could be one of the effective countermeasures to such problems in each
region.
These selected works and activities in this book are valued and advanced cases
of housing planning and town management which are practiced by considering locally
sourced materials, existing housing stock and regional community. We hope this paper will
be utilized as an useful reference for the challenge to accomplish better housing
environment and community.
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平成 26 年度建築研究所すまいづくり表彰について

平成 26 年度建築研究所すまいづくり表彰について

実施の経緯
わが国には四季の変化があり、また南北に長い国土は寒冷気候地帯から亜熱帯
気候地帯に位置することから、各地で多種多様な気候・風土が見られる。「住む」
という観点から捉えれば、地域によってこの多種多様な気候・風土に対応すべき
環境は異なり、産出される材料も一様ではないため、その中で育まれてきた地域
の住文化はそれぞれに固有の豊かさを有している。
この「地域固有の環境を具備した住まいづくり（Housing with Proper Environment）」
（参照：国土技術政策総合研究所資料第 151 号「HOPE 計画の 20 年」
）の推進に向
けた取り組みとして、1983 年度に国土交通省（当時：建設省）の補助事業として
地域住宅計画推進事業（通称 HOPE 計画）が創設された。地域の住宅事情に最も
精通している市町村が主体となって自ら計画を策定し、地域の建設関連業者や住
民等と共に地域に密着した事業を展開したことにより、それぞれの地域での豊か
な個性ある住文化に根ざしたすまい・まちづくりが実現されてきた。
これに対し、建築研究所ではすまいづくりを取り巻く様々な状況の変化に的確
に対応しつつ、すまいの地域性の研究とそれに基づく技術開発を長年にわたり一
貫して行うことで、豊かな個性ある住文化に根ざしたすまい・まちづくりの実現
および推進に一定の寄与をしてきたところである。
そこで建築研究所では、地域住宅計画を通して得られたこれまでの研究・開発
の効果を総括するとともに、その結果をフィードバックさせ、これからのさらな
る住みよいすまいづくりに関する研究・開発を実施して行くために、
「平成 26 年
度建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅賞」を実施することとした。
なお本表彰は、建築研究所重点課題「アジアの住まいとその地域性に配慮した
省エネ住宅設計技術の移転手法に関する研究～アジア・モンスーン地域を対象と
して～（平成 26～27 年度課題）」の一環として実施した。同課題は、我が国でこ
れまでに培われてきた省エネ住宅設計技術のアジア・モンスーン地域の各国にお
ける活用に向けて、各地域の気候特性および各地域における住宅と住まい方等の
調査を合わせて行うことで、その実現可能性を検討するものである。
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我が国における省エネ住宅の発展の背景には、気候風土や地域の地場産材など
をはじめとした多様な地域性に配慮し育まれてきたすまい・まちづくりがある。
省エネ技術や省エネ住宅の情報収集と合わせて、これら地域に根ざした気候・風
土を始めとした多様な地域性に配慮したすまい・まちづくりについての調査・整
理を行うことで得られる知見を今後へ生かしていくことも重要である。
あわせて、特に優れたものについては表彰を行うことにより、近年の意欲的な
取り組みに脚光を当てる機会が得られ、また今後のより活発なすまい・まちづく
りへ資するものとなることも期待される。以上の理由から、本表彰を当課題にお
いて実施したものである。

本表彰の意義・目的
わが国の現代社会においては少子高齢化・人口減少が進行しており、これまで
の全国画一的なすまい・まちづくりや拡大型の都市開発・まちづくりから、より
持続可能な、成熟社会にふさわしい豊かな住生活を実現可能とするためのすま
い・まちづくりが求められている。
このためには、人口減少・少子高齢化等の社会的影響が地域により異なること
や、これまでに地域が培ってきた歴史や文化の多様さに十分配慮しつつ、あるべ
きすまい・まちの姿を地域ごとに模索していく必要があると言える。
ここにおいて、地域の地場産材、構工法、気候風土、住文化を十分理解した上
で取り組まれるすまい・まちづくりは、すなわち、地域住宅計画の理念に則った
すまい・まちづくりは、その有力な手がかりの一つとなり得る。
この意味で、
「地域性」に配慮しつつ、地域ならではのすまい・まちのあるべき
姿を実現するために、近年の社会情勢を踏まえ取り組まれてきた「すまい・まち
づくり」の優れた事例を収集し、新たな視線で捉え直すことは意義深いと言える。
本表彰はこの地域住宅計画の理念に則り、地域自身の創意と工夫による住み良
いすまいづくりを今後より一層促進して行くために、地域の住文化に根ざし、人
に優しく、地域に優しく、そして地球に優しいこれからの未来に向けたすまい・
まちづくりやそのための活動を表彰するものである。また、これを通して我が国
の地域住宅計画の推進ならびに啓発を図り、以て地域特性を踏まえたすまいづく
りに資することを目的としている。
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建築研究所すまいづくり表彰の実施
「平成 26 年度建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅賞」の実施に当たっては、
「住宅部門」と「地域部門」の 2 部門を設けることとした。
「住宅部門」とは、地域の気候風土に対応し、かつ住宅生産体制や地域の資源
（人材、地場産材）や住宅建設システムの活用などの広範な地域の住文化に立脚
した、現代社会の諸問題に対応したライフスタイルを実現するすまいづくりによ
る住宅作品を表彰するものである。
また「地域部門」とは、地域の住文化や伝統文化に根ざしたすまいづくりによ
るまちづくり（景観整備等）や、地域の資源（人材、地場産材）の活用などによ
る地域の住宅生産体制の確立や政策等、地域の活性化に資する活動を表彰するも
のである。
これを踏まえ、地域の気候・風土に適合し、地域の人（人材）、地域の物（地場
産材や既存建築の活用）
、地域の技術などの地域の住文化を大切にした、真に住み
良く、地域・人・環境に優しいすまいづくり、ならびに、まちづくり及びそれら
に関わる活動を広く募集した。
平成 27 年 1 月 14 日（水）から 2 月 13 日（金）の期間において募集したところ、
住宅部門 59 件、地域部門 15 件の、計 74 件の作品・活動が寄せられた。
応募された作品・活動について、これら 2 部門毎に、平成 27 年 2 月 17 日に開
催された審査委員会による審査を経た上で、特に優秀な作品や活動を「建築研究
所すまいづくり表彰

地域住宅賞」として、また、地域住宅賞に準じる優れたも

のを「建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞」として表彰することとし

た。

受賞作品・活動の選考
平成 27 年 2 月 17 日に開催された審査委員会においては、住宅部門、地域部門
毎に予備審査と本審査の 2 段階にわけて審査を実施した。
まず選考過程全般を通して、本表彰における公平な評価・選考過程を担保する
ために、応募された作品・活動に直接的に関係する応募に対しては推薦等を行わ
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ないことを確認した。

1．予備審査
最初に各審査委員が地域住宅賞の趣旨に則り、各自の評価基準で地域住宅賞に
ふさわしいと思うものに投票を行った。奨励賞等も含め複数の作品・活動を表彰
するため、この段階では複数投票を可とした。この投票結果を参考に、全ての応
募作品・活動について審査委員がその理由を相互確認した。次に選考の公正さを
確保するために審査に関する幾つかの評価項目について共通認識のための意見交
換し合意を見た上で、この共通の評価基準を前提に再度審査を行い、住宅部門で
は 29 件を、地域部門では 15 件を本審査の対象とした。

2．本審査
最初に 1 件ずつ提案の優れた特徴や作品・活動の持つ説得性、普遍性、普及の
可能性および建築技術の先進性・確実性等を再度確認した上で、予備審査と同じ
方法（複数投票可）で再度投票を行った。その結果 1 票以上得票のあった応募作
品、住宅部門 18 件、地域部門 8 件の中から住宅部門、地域部門毎に「地域住宅賞」
1 件、
「地域住宅奨励賞」複数件を選考することとした。
地域部門の審査では審査員全員が投票した 1 件を「地域住宅賞」に、得票の多
いもの 5 件を「地域住宅奨励賞」に全員一致で選定した。
住宅部門においては、得票の多い 2 件について検討が行われ、再度作品の建築
技術的要件等を精査し、
「地域住宅賞」1 件を選定した。この 1 件を除いた 17 件の
から、得票数が多いものから 13 件を「地域住宅奨励賞」として選定した。
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受賞作品・活動寸評
建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅賞
【住宅部門】
作品・活動名：十津川村復興公営住宅
代表応募者 ：十津川村長 更谷慈禧
場所

：奈良県十津川村

寸評

：当地域は奈良県最南端に位置する山地にある。2011 年 9 月 3
日、台風 12 号による豪雨の被災者のための地域型復興住宅建
設に当たって、十津川大工等の参加協力を得て民家調査を行
い、従来から守られた山地住宅の原則 25 項目を発掘した。こ
の結果を適用した作品（災害公営住宅）である。傾斜地を利
用し、最小限の土地造成により住宅群を配置し、従来の山村
風景に溶け込むように建設した。地元木材の利用、多雨地域
に対応する建築的操作等と同時に環境性能も確保され、落ち
着いた住宅建築を実現している。地域環境特性を把握し既存
集落に溶け込んだ住宅開発の好例である。

【地域部門】
作品・活動名：Share 金沢
代表応募者 ：株式会社 五井建築設計研究所 代表取締役 西川英治
場所

：石川県金沢市

寸評

：障害者、高齢者と健常者、若者が一緒に住み生活する 25 棟の
まちづくりの実践である。この建設地は金沢の郊外住宅団地
に隣接する旧病院跡地を利用し、中央に学生向け宿舎とサー
ビス付き高齢者向け住宅等を配置し、周辺地区には、温泉、
レストラン高齢者デイサービス施設、商業施設の町並み、児
童館や同支援センターや多様な日常生活施設などが取り囲ん
でいる。周囲には濃い緑地があり良好な環境が整えられてい
る。周辺の住宅団地の住民も多く訪れ、丁寧な住民活動と相
俟って今後期待される持続可能な地域社会の具体像が示され
ている。
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建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅奨励賞
【住宅部門】
作品・活動名：SHIRASU
代表応募者 ：ARAY Architecture 鈴木亜生
場所

：鹿児島県鹿児島市

寸評

：高温多湿な鹿児島市に建つ住宅である。当地方はシラス大地
にあり、豊富なその鉱物資源を利用開発したシラスブロック
で創られた建築である。いわば地域の大地が生んだ循環型住
宅と言える。

作品・活動名：140 年の歴史をつなぐ庄司家の断熱気密補強
代表応募者 ：安井妙子あとりえ 主宰 安井妙子
場所

：宮城県仙台市

寸評

：大規模既存民家の改修である。立地する仙台市は省エネ基準 4
地域であり、相応の各部位断熱対応が施されている。結果と
して、居住環境の向上を伴いつつ、伝統的街並みの保存を試
みた取り組みとして評価される。

作品・活動名：豊富町サロベツ住宅
代表応募者 ：株式会社まちづくり計画設計
場所

：北海道豊富町

寸評

：北方地域に立地する住宅建設指針を設定し、地元資源の活用、
高気密高断熱の採用、地下空間確保など寒冷地の住み手にふ
さわしい提案とその実践活動で、地域の住宅関連産業との連
携を通し、技術啓発に取り組んでいる。
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作品・活動名：カミノハウス ～記憶を残し小さく豊かに暮らす～
代表応募者 ：辻充孝
場所

：岐阜県関市

寸評

：関市郊外にある空き家の小住宅改造である。改造を住宅の基
本性能を向上する改造と住み手に手の届く改装に 2 段階に分
けて整理し、実施している。外壁改造の室内環境向上と住み
手の生活様式の工夫で、温熱通風環境が確保されている。

作品・活動名：菜園付きエコアパート かたくりの里 とうべつ『空』
代表応募者 ：有限会社 ビオプラス西條デザイン 西條正幸
場所

：北海道当別町

寸評

：2 階建て 4 軒長屋住宅である。地元建材、特に木質系断熱材を
多用し、地熱や雨水などの積極利用と同時に雁木による雪害
対策など寒冷地生活に配慮する一方、室内では子供の生活空
間の確保も可能となっている。

作品・活動名：未来へ、先人の技をつなぐ「結い」の家
代表応募者 ：株式会社 建築工房匠 代表取締役 福迫健
場所

：鹿児島県鹿児島市

寸評

：鹿児島湾に面する住宅で省エネ地域 7 に対応している。地域
の材料を用い、職人との連携を図り伝統的技術技法を取り入
れながら、長期優良住宅認定を受けた和風建築として施主の
要望に応えている。
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作品・活動名：水俣エコハウス ～足るを知る普通の家～
代表応募者 ：すまい塾古川設計室 古川保
場所

：熊本県水俣市

寸評

：高温多湿な地域にたつ伝統工法による住宅である。真壁構造、
大屋根、三和土、土壁の採用など、木造建築の自然素材を資
源循環の立場から再評価し活用している。言わば現代社会に
おける伝統建築の持つすまいづくりでの優位性を再認識した
作品と言える。

作品・活動名：都市型プロトタイプ住宅「木箱 212」
代表応募者 ：葛西潔建設設計事務所 葛西潔
場所

：東京都杉並区

寸評

：市街地小宅地に提案された住宅である。両側全面開放を 1 方
向門型木造ラーメン構造により確保している。主構造の「箱」
は同一部材を活用して室内の通風性能、収納空間を確保し、
単純な外形は容易に外断熱工法の効果を発揮できる。

作品・活動名：大宮ヴィジョンシティプロジェクト みはしの杜
代表応募者 ：株式会社 中央住宅
場所

：埼玉県さいたま市

寸評

：埼玉県大宮市にある戸建て住宅地開発で、住宅と区画道路配
置に通風、遮風対策を施している。住環境を確保するため卓
越風方向と直角に道路を配置し、植栽設置と併せ団地内風環
境を制御しつつ 5 つの街区環境を提供している。
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作品・活動名：コアハウス 牡鹿半島のための地域再生最小限住宅 板倉の家
代表応募者

：東京工業大学

アトリエ・ワン

アーキエイド半島支援勉強

会コアハウスワーキンググループ 塚本由晴
場所

：宮城県石巻市

寸評

：牡鹿半島に建つ、東日本大震災の災害復興漁村住宅である。
漁民の生産手段確保を優先し、生活向上に対応しつつ増改築
可能な住宅設計計画であり、規模を必要最小限に抑えながら
も初期の建設投資の軽減を目指している。また地域の豊富な
植林木材資源を多く利用し、内外装共に木の良さを感じられ
る住宅である。

作品・活動名：黒壁と出格子のある蔵のような家
代表応募者 ：株式会社 けやき建築設計 畔上順平
場所

：埼玉県加須市

寸評

：伝統文化が色濃く残る埼玉県加須市にたつ在来工法の和風住
宅である。外観は伝統的町屋であるが、良質なことで定評の
ある山形県金山町内で伐採、製材、乾燥（主に自然乾燥）さ
れた金山杉を用い、材木で 8 割程度を現地でプレカットして
使用している。この原材料産地との連携が、強度に優れ、美
しい高品質の材料の確保と工期短縮やコスト削減に効果を発
揮した例である。

作品・活動名：熊谷の家
代表応募者 ：亀倉治（株式会社小林建設）
場所

：埼玉県熊谷市

寸評

：関東平野内陸部に位置し夏の高温、冬の強風で名高い地域に
たつ大規模住宅の建て替えである。解体した木材を極力利用
し、省エネ地域区分 6 地区に対応しつつ地域に伝わる伝統的
在来木造の外観を維持した住宅である。
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作品・活動名：土間ハウス
代表応募者 ：アトリエ・クー 杉本真理子
場所

：徳島県徳島市

寸評

：徳島県産の杉材は仮設工事用材として利用されてきたが、有
効利用を喚起すべく造られた住宅である。特に外壁に空気層
をとり、厚板を利用することで断熱効果を上げ、杉が持つ保
温性と調湿効果が土間の活用と共に発揮された住宅である。
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【地域部門】
作品・活動名：復興住宅入居前後のコミュニティづくりのための、「くらしの
懇談会」ワークショプ
代表応募者 ：宮城県本吉郡南三陸町 町長 佐藤仁
場所

：宮城県本吉郡南三陸町

寸評

：大震災により町民は半減したが、50 カ所に分散した仮設住宅
に暮らす住民の生活一体感を維持増進するために、仮設や復
興住宅の集会所建設は重要と考え、
「暮らしの懇談会」を設け
食事会など通じ住民意見を集約している。

作品・活動名：
「森とイエ」プロジェクト
代表応募者 ：Sa design office 一級建築士事務所 小倉寛征
場所

：北海道上川郡下川町

寸評

：地元資源利用のすまい・まちづくりは産業の活性化と環境負
荷低減に貢献することから、「森とイエ通信」を発行し地域材
とともに暮らす家づくりを推進している生産システムを含め
た住宅供給システムである。古出までにその理念を具体化し
た住宅 5 棟が相次いで竣工した。

作品・活動名：住田町役場新庁舎
代表応募者 ：住田町長 多田欣一
場所

：岩手県住田町

寸評

：住田町は山林が大半を占め木材及びその加工利用が主産業で
あり、それを象徴する大規模木造庁舎が建設された。大屋根
に支えられた木質空間は明るく且つ親しみを持ちやすい空間
となっており、訪れる町民を優しく迎えている。
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作品・活動名：地域と共に生きるための持続可能なライフスタイルを創造す
る取組み
代表応募者 ：一般社団法人 IORI 倶楽部
場所

：福島県大沼郡三島町

寸評

：会津地域固有な木材資源と木造住宅を核に地域社会の活性化
と住民と行政等の交流を促進する事業を展開している。福島
の地域に根ざしながら住宅建築が備える多様な価値を最大限
発見し、広く地域に発信する活動である。

作品・活動名：コミュニティ・アーキテクトをめざして

ライフワーク「越

前武生のまちづくり」
代表応募者 ：石本都市建築研究所 石本茂雄
場所

：福井県越前市

寸評

：コミュニティ・アーキテクトによる活動である。地域に寄り
添い多彩な空間創造、学習、まちの維持管理に活躍している。
常に街と建築が作る空間環境に深く関心を寄せ、地域資源を
最大限活用できる地場の専門技術者を目指している。

14

審査委員会構成
「平成 26 年度建築研究所すまいづくり表彰」の審査委員会の構成は次の通り。
委員長 渡邉定夫

東京大学名誉教授

委員

三井所清典 公益社団法人日本建築士会連合会会長

委員

川崎直宏

株式会社市浦ハウジング＆プランニング代表取締役副社長

委員

北真夫

国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室室長

委員

清水耕一郎 株式会社アルセッド建築研究所佐賀事務所所長

委員

水谷明大

独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ長
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表彰式の様子

表彰状
表彰状、および額装（地域住宅賞のみ）は、現在においても積極的に地域住宅
計画を推進する各地方自治体において、地域の文化を支える方々にご協力をお願
いし、一品一品全て手づくりで作成したもので、地域の心のこもった作品となっ
ている。

記章

佐賀県有田町 有田焼
色鍋島 今右衛門 人間国宝 十四代 今泉今右衛門

額縁

山形県金山町

金山杉
きごころ工房

賞状
書

富山県富山市八尾

手漉き和紙

桂樹舎

紙漉き職人

指物師 岸 欣一
水橋 真佐美

福島県三春町
内藤 星姿
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審査委員長 審査報告

住宅供給政策の一環として実施された地域住宅計画（HOPE 計画）は、30
年の長きにわたりその事業を展開してきた。この地域住宅計画の推進を支え
てきた地域住宅計画の策定地方公共団体やコンサル等によって結成された
「地域住宅計画推進協議会」の活動は平成 25 年度で終了した。この間住宅が
地域の自然や歴史的環境にふさわしく建設され、同時に固有の社会的地域環
境を形成する上で大きな役割を持つ存在であることが広く認識されたところ
である。
また、自立循環型住宅の評価など、持続可能社会構築へ向かう住宅建築に
ついても地域環境に相応しいあり方が検討されてきた。
更に、地域の社会環境を創る住宅建築が地域社会の資産である点に注目し、
その生産過程から維持管理、近隣社会の活性化等、地域環境向上に資する諸
活動に着目し、地域住宅計画に地域活動部門を設け優れた地域住民活動を評
価した。
こうした地域住宅計画の推進は広く全国に及び、就中、公的住宅供給の面
では、地域環境に相応しく固有の地域環境を形成する住宅建設と近隣社会形
成が普及し、初期の目標は達成されたと考えられる。
一方、人口減少社会の到来が大きな話題になるにつれ、地域住宅計画推進
活動を通じて地域住宅計画が担うべき新たな役割が強く意識されることにな
った。それは地域にふさわしい住宅が近隣住宅と共に創る街並みの問題であ
る。住宅の増改築や新築が街並みを更新するわけであるが、こうした更新過
程にこそ地域住宅計画推進の役割があり、同時にその普及活動は広く一般住
宅建設や維持管理に及ぶ、とする認識である。
こうした問題意識から、地域住宅計画の意図と実績を踏まえ、地域にふさ
わしい住宅、街並み造り及びそれに関連する地域活動を広く社会に浸透させ
る必要性を認識し、その普及活動の一環として長年にわたりこの地域住宅計
画の研究活動と技術開発を実施してきた建築研究所によって「平成 26 年度建
築研究所住まいづくり表彰 地域住宅賞」が実施された次第である。
住宅部門では全国から 59 件もの多数の応募作品・活動が寄せられた。北は
北海道から南の沖縄県に至る地域にまたがり、亜寒帯から亜熱帯に至る我が
国の気候風土に対応した住宅建築である。そこには建築所有者等と、作り手
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である設計者・施工者の地域に対する熱意が表現されていると考えられる。
応募作品・活動の多くは増改築新築を問わず多様な切り口で「地域環境」、
「地域」を捉え一様ではない。地域の山から里へ木材生産の流れを、地位固
有の素材利用を、受け継がれるべき住宅の姿を、近隣社会生活の付き合いを、
街並み景観を、失われた集落の思い出を、そして共通して言えるが、持続可
能で高性能住宅建築を目指す作品が大多数であった。一部には「地域」を用
途地域制や相隣関係のみと取り違えたものもあったが、総じて応募作品に込
められた「地域」に対する取り組みはその作品に反映されるものであった。
地域部門では 15 件の応募があった。少ない件数でありながら応募は全国的
に分散している。まちづくりに参加する市民活動は多く見られる活動である
が、地域の住宅建築生産組織の改善活動、社会的生活弱者対応の住宅地整備
や維持管理活動、近隣住生活を組織化し豊かにする活動、地域的固有性を具
体化する建築活動など、地域固有の環境に根ざす活動が提示されている。
東日本大震災においても、地域の生産体制を活用した木造応急仮設住宅の
建設や、地域型復興住宅の建設や提案、これらを活用した地域型災害公営住
宅の建設など、地域住宅計画の理念に則ったすまい・まちづくりが行われて
いる。現在ではすまい・まちづくりにおいてその地域性を取り入れることが
ごく一般的になっている。今回の「建築研究所住まいづくり表彰」において
も、全国からまさにこの理念を体現した 74 件もの応募があった。この「地域
住宅計画」の理念は、時代に即した新たな社会的ニーズをもその中に取り込
みながら、時代を超えて後世に伝えるべき崇高な理念であると言える。今後
とも地域住宅計画とその理念の普及、および将来への継承を期待する。

「平成 26 年度建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅賞」審査委員会
審査委員長 渡邉定夫
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平成 26 年度建築研究所すまいづくり表彰

受賞作品・活動

受賞作品ごとに、応募内容と合わせて、
「受賞名」
、
「部門」
「作品名」
、
「応募者」
、「所在地」、「寸評」
を記している。
なお、
「寸評」は審査報告にて示したものの再掲である。

地域住宅賞

建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅賞
住宅部門

十津川村復興公営住宅

十津川村長 更谷 慈禧

奈良県十津川村

当地域は奈良県最南端に位置する山地にある。2011 年 9 月 3 日、
台風 12 号による豪雨の被災者のための地域型復興住宅建設に当
たって、十津川大工等の参加協力を得て民家調査を行い、従来か
ら守られた山地住宅の原則 25 項目を発掘した。この結果を適用し
た作品（災害公営住宅）である。傾斜地を利用し、最小限の土地
造成により住宅群を配置し、従来の山村風景に溶け込むように建
設した。地元木材の利用、多雨地域に対応する建築的操作等と同
時に環境性能も確保され、落ち着いた住宅建築を実現している。
地域環境特性を把握し既存集落に溶け込んだ住宅開発の好例であ
る。
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ົඛఫᡤ㸸ዉⰋ┴ྜྷ㔝㒆༑ὠᕝᮧᏐᑠཎ㸰㸰㸳㸫㸯
㹄㸿㹖㸸㸮㸵㸲㸴㸫㸴㸰㸫㸮㸳㸶㸮

ࡍࡿࠋࠖ࡞ࡢࡼ࠺ࠊఫࡲ࠸࡙ࡃࡾࡢᡤసࢆ㸰㸳㡯┠
ᩚ⌮ࠊඹ᭷ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ┬࢚ࢿ࡞⌧௦ࡢఫࡲ࠸࡙ࡃ
ࡾᚲせ࡞᪂ࡋ࠸ᡭἲࡶࡇࢀຍ࠼ࡓࠋ

ᇉࢆᘔࡍ࡞༑ὠᕝࡽࡋ࠸㢼ᬒࢆ⥅ᢎࡋࡓࠋ
༑ὠᕝࡢேᕤᯘࡢᮦ✚ࡣᮡ㸸ᱠ㸻㸵㸸㸱࡛࠶ࡾࠊᚋ
ࡣᮡࡢά⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸯㸮㱋⣭⛬ᗘ㸦⣙㸳㸮ᖺ

༙ᓥỈᐖ㸦㸰㸮㸯㸯ᖺ㸷᭶ྎ㢼㸯㸰ྕ㞵⅏ᐖ㸧ࠖ

ࡇࢀࡽࡢఫࡲ࠸࡙ࡃࡾࡢཎ๎ᚑࡗ࡚㸰Ჷࡢ⯆ࣔ

⏕㸧ࡢᮡ㸦⬚㧗┤ᚄ㸰㸶㸮㹫㹫㸧ࡀ㇏ᐩ࠶ࡿࡓࡵࠊ㛫

ࡽࡢ⯆ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ⿕⅏๓ࡽᯘᴗࢆ᰾ࡋࡓ

ࢹࣝఫᏯ㸦ᖹᒇᘓ࡚ࢱࣉࠊ㝵ᘓ࡚ࢱࣉ㸧ࢆᘓタࡋ

ఆᮦࡽࢀࡿ᭱ᑍἲ㸲ᑍ㸵ᑍࢆせ࡞ᱱࡋࠊᰕ

ᮧ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓ༑ὠᕝᮧࡣࠊ⯆බႠఫᏯ࣭⿕

ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㸰㸮㸯㸲ᖺ㸲᭶ࡲ࡛ࠊ㞟ⴠ⏕ࢆぢᤣ࠼

ࢆ㸲ᑍゅࡍࡿᵓ㐀ィ⏬ࡋࡓࠋ༑ὠᕝᮡࡢ㨩ຊࢆά

⅏⪅ࡢ⮬❧ᘓఫᏯࡢࣔࢹࣝ࡞ࡾࠊᯘᴗ⯆㈉⊩ࡍ

ࡓࠕ⯆බႠఫᏯ㸯㸱Ჷࠖࠕ་ᖌఫᏯ㸯Ჷࠖࡀᡂࡋ

ࡍࡓࡵࠊෆ㒊ࡣᰕ࣭ᱱࢆぢࡏࡿ┿ቨ㐀ࡾࡋࠊ㯮ᰕ࣭

ࡓࠋ

ᕪ㬞ᒃ࡞Ẹᐙⓗࡘ㦵ኴᮦࢆ⏝࠸ࡓࠋ

 ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯

 ەసရࡢ≉ᚩ

ࡿࡓࡵࡢࠕ༑ὠᕝᮧ⯆ࣔࢹࣝఫᏯࠖࢆᘓタࡋࡓࠋ
⯆ࣔࢹࣝఫᏯࡣࠊ༑ὠᕝࡢẼೃ㢼ᅵࡸᬒほࠊ⏕ά
ᵝᘧࡢ㓄៖ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ༑ὠᕝᮡࡢ㨩ຊࢆ᭱㝈ᘬฟ

ᖹᆅࡢᑡ࡞࠸༑ὠᕝ ᳃ᯘ⋡⣙㸷㸴㸣 ࡛ࡣࠊつᶍ࡞

ࡋࠊ┬࢚ࢿࠊ㧗ᛶ⬟ࠊపࢥࢫࢺ࡛࠶ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ

㐀ᡂࢆ⾜ࢃࡎࠊ㞟ⴠఫᏯࢆᇙࡵ㎸ࡴࡇࡀࡩࡉࢃࡋ࠸ࠋ

ࢀࡿᮧ࡙ࡃࡾ᥎㐍ጤဨࠖࢆ❧ࡕୖࡆࠊᮧ࡙ࡃࡾࡢᡓ␎

タィ⪅ࢳ࣮࣒ࡣࠊタィඛ❧ࡗ࡚༑ὠᕝࡢఫࡲ࠸࡙ࡃ

ᮧࡢᏳ࣭ᏳᚰᣐⅬ࡛࠶ࡿ㇂℩࣭㧗᳃㞟ⴠ㞟⣙ࡉࢀࡓ

ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽ⯆ᴗࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋᚋࡢ༑ὠᕝᮧࡢ

ࡾࡢᡤసࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࠊẸᐙㄪᰝࠊ༑ὠᕝᕤࡢ

⯆බႠఫᏯࡣࠊ᪤Ꮡࡢᆅᙧࡸᶞᮌࠊ⏕άື⥺࡛࠶ࡿࠕ㔛

Ᏻᚰ࣭ᏳᣐⅬ࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ⯆ᴗࢆ᥎㐍ࡋ

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠊఫẸࣄࣜࣥࢢࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜ࡗࡓࠋᖺ

㐨ࠖࡢ⥅ᢎࢆඃඛࡋ࡚ࠊ㛫ཱྀ㸳㛫ዟ⾜㸱㛫ࡢ⣽㛗࠸ᡞ

ࡓ㇂℩㞟ⴠ㧗᳃㞟ⴠ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࠕᮧࡢⰺ࡙ࡃࡾᴗࠖ

㛫㝆Ỉ㔞ࡀ⣙㸰㸪㸱㸮㸮㹫㹫ࡁࢃࡵ࡚ከࡃࠊᛴᩳ㠃

ᘓ࡚ఫᏯࢆࠊ➼㧗⥺ἢࡗ࡚㓄⨨ࡋࡓࠋ㧗పᕪࡢࡁ࠸

ࡀ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⱝ⪅ࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ാࡁࡓ࠸ࠊఫࡳ

ἢࡗ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࡿ༑ὠᕝࡢẸᐙࡣ⊂≉ࡢᘓ⠏ᵝᘧࡀ࠶

ᩜᆅ࡛ࡣࠊ㇂ഃࢆ㧗ᇶ♏ࡋ࡚㧗పᕪࢆᘓ⠏ⓗゎỴࡍ

ࡓ࠸ᛮ࠼ࡿ㞟ⴠࢆࡿࡇࢆ┠ⓗࠊ✵ࡁᐙ⏝ࡸ᪂

ࡿࠋࡲࡓ⚄㐨ࡢᐙࡀከࡃࠊ⚄Ჴࡸඛ♽ࡢ∩ࢆ⨨ࡃሙᡤ

ࡿࠊࡇࡢᆅ᪉ከ࠸ᘓ⠏ᵝᘧࠕྜྷ㔝ᘓ࡚ࠖࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ

ࡓ࡞⚟♴タࡢᵓࠊᯘᴗࡢභḟ⏘ᴗ⏤᮶ࡍࡿ⏘ᴗ

ᘓ≀ࡣ㞵ࡾࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ㌺ࢆపࡃࠊ῝ࡃࡍࡿ୍

ⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆྵࡵࠊ⯆ࡢḟࡢẁ㝵ࡢᮧ࡙ࡃࡾࡀ

ࡀ㔜せどࡉࢀࡿ࡞ࠊከࡃࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
༑ᩘேࡢ༑ὠᕝᕤẸᐙㄪᰝࡢ┿ࢆᇶ㆟ㄽࢆ

᪉ࠊᐊෆᅽ㏕ឤࡀ࡞࠸ࡼ࠺ᒇ᰿᩿⇕࣭໙㓄ኳࡋࡓࠋ

㔜ࡡࠊ࠼ࡤࠕᒣ㛫ᆅ⊂≉ࡢ㢼㞵ࡽጔቨࢆಖㆤࡋࠊ

༑ὠᕝẸᐙࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿᮡ⦪ᯈᙇࡾࢫࣂࣝࣀࣇ࢟࢜

ࡘ㔜せ࡞ᬒほせ⣲࡛࠶ࡿࢫࣂࣝࣀࣇ࢟࢜ࣟࢩࢆ⥅ᢎ

ࣟࢩࢆタࡅࠊ᧦ቨࡣ▼✚ࡳࢆࡋࠊ㢼ࡼࡅࡢᯈሟࡸ⏕

༑ὠᕝᮧ࡛ࡣࠊ㛵ಀྛㄢࢆᶓ᩿ࡋࡓࠕάຊ㨩ຊ࠶ࡩ

㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅賞
地域部門

Share 金沢

株式会社 五井建築設計研究所 代表取締役 西川英治

石川県金沢市

障害者、高齢者と健常者、若者が一緒に住み生活する 25 棟のまち
づくりの実践である。この建設地は金沢の郊外住宅団地に隣接す
る旧病院跡地を利用し、中央に学生向け宿舎とサービス付き高齢
者向け住宅等を配置し、周辺地区には、温泉、レストラン高齢者
デイサービス施設、商業施設の町並み、児童館や同支援センター
や多様な日常生活施設などが取り囲んでいる。周囲には濃い緑地
があり良好な環境が整えられている。周辺の住宅団地の住民も多
く訪れ、丁寧な住民活動と相俟って今後期待される持続可能な地
域社会の具体像が示されている。

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲࠉᆅᇦఫᏯ㈹࠙ᆅᇦ㒊㛛ࠚ

ᕷ⏫ᮧ㸸▼ᕝ┴㔠ἑᕷ

6KDUH㔠ἑ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸ᰴᘧ♫ࠉᘓ⠏タィ◊✲ᡤࠉ௦⾲ྲྀ⥾ᙺࠉすᕝⱥࠉࠉົඛఫᡤ㸸▼ᕝ┴㔠ἑᕷၥᒇ⏫┠␒ᆅ
㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧ࠉ7(/㸸ࠉ)$;㸸

 ەసရࡢᴫせ
 ࠕ6KDUH㔠ἑࠖࡣᚑ᮶ࡢࠕ⦪ᆺ⚟♴ࠖࡽ⬺ࡋ࡚ࠊ
 㞀ᐖ⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖖ⪅ࡸⱝ⪅ࠊ㧗㱋⪅ࡶศ
 ࡅ㝸࡚࡞ࡃ୍⥴ᬽࡽࡏࡿ⾤ࢆࡿ࠸࠺ヨࡳ࡛
 ࠶ࡿࠋ










 ⾤యࡀᑵປᨭタ
 ⚟♴タࠊ㞀ᐖ⪅タࠊᖖ⪅ࡢタ࡞ィᲷ
 ࡢᘓ≀୍࡛ࡘࡢ⾤ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⾤యࡀᑵປᨭタ⨨ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
 㞀ᐖ⪅ࢆྵࡵࠊᏛ⏕ࡽ㧗㱋⪅ࡀ⏕άࢆඹฟ᮶
 ࡿ⾤࡛࠶ࡿࠋ
 ⮬↛⎔ቃࢆάࡋࡓ㺩㺋㺎㺭㺻㺛㺗㺎㺷ࡢ⾤
 ᩜᆅయࢆࡗ࡚ࠊᖹᒇࡶࡋࡃࡣ㸰㝵ᘓ࡚ࡢᘓ≀
 ࢆయࡋࠊ⮬↛⎔ቃࢆάࡋࡓࣄ࣮࣐ࣗࣥࢫࢣ
 ࣮ࣝࡢ⾤ࢆࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑠࡉ
 ࡞㒊ศࡢ࣓࣮ࢪࢩ࣮ࣥࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚యࢆᵓᡂ
 ࡍࡿ࠸࠺ᡭἲࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ồࡵࡽࢀࡓ⚟♴タࡸఫᒃࠊᗑ⯒➼ࡢᘓ≀ࡶᶵ⬟
 ู㓄⨨ࡏࡎࠊᘓ≀ࡢつᶍࡸᙧែᛂࡌࠊᩜᆅ
 యࣛࣥࢲ࣒ศᲷ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕࢡࢸࣈ࣭࢚ࢪࣥࢢࠖᇶ࡙ࡃ
ࠕࡈࡕࡷΰࡐࠖࡢ⾤
ࡇࡢ⾤࡙ࡃࡾࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡣࠕࡈࡕࡷΰࡐࠖࡢ⾤
ศࡾࡸࡍࡃ⾲⌧࡛ࡁࡿࠋࠕࡈࡕࡷΰࡐࠖࡢព
ࡣ࠶ࡽࡺࡿேࡀศࡅ㝸࡚࡞ࡃࠊࡩࢀྜ࠺⎔ቃࡀ
ഛ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࠊ㐠Ⴀἲேࡣ
ࡑ࠺ࡋࡓ⾤ࢆࠕࢡࢸࣈ࣭࢚ࢪࣥࢢࠖ࠸࠺
⪃࠼᪉࠙ఫẸࡢᗣࡸᏳࡀᏲࡽࢀࠊ✚ᴟⓗ
♫ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᩥⓗ࣭⢭⚄ⓗάືఫẸ⮬㌟
ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡅࡿ⤌ࡳࠚᇶ࡙࠸࡚⾤ࡢఫẸ⮬
㌟ࡀࡾ࠶ࡆ࡚࠸ࡃࠕ⚾ࡀࡘࡃࡿ⾤ࠖ࠸࠺ゝⴥ
ࢆ㐠Ⴀࢥࣥࢭࣉࢺࡋ࡚ᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㇟ᚩⓗ࡞タࡀࠕⱝᯇඹྠᗑࠖྡࡅࡽ
ࢀࡓࢩࣙࢵࣉ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡣࢧ࣮ࣅࢫࡁ㧗㱋⪅
ྥࡅఫᏯࡢఫẸࢆ୰ᚰࠊධࢀࡽ㈍ࡲ࡛ࡢ
㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

6KDUH㔠ἑࡢ⾤୪ࡳ ඹྠᗑࡣ⾤ࡢఫẸࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀࡿ

ەసရࡢ≉ᚩ
ᩜᆅࡣᪧᅜ❧㝔ࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓ㔠ἑᕷ༡ᮾ㒊ࡢ
㑹እ࠶ࡾࠊᗫ㝔࡞ࡗ࡚࡞ࡾࡢᖺ᭶ࡀὶࢀ࡚
Ⲩࢀᨺ㢟ࡢ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽᩜᆅ࿘ᅖ
ࡢ㞧ᮌᯘࢆࡣࡌࡵࠊᩜᆅෆṧࡉࢀࡓᶞᮌࡣࡇࡢ
ᆅᇦ୍ᖏࡢⰋዲ࡞⮬↛⎔ቃࢆࡾ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢ᪤ᏑࡢⰋዲ࡞⥳ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾṧࡍࡇࡣィ⏬

北陸鉄道バス・
田上 2丁目
（シェア金沢前）
バス停留所

←杜の里

E-10

E- 6

E- 2

ձつᶍ࡛㇟ᚩⓗ࡞タ࡙
ࡃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩜᆅయࢆ
ࡗ࡚ࠊᴟࡵ࡚ࣄ࣮࣐ࣗࣥ
࡞ࢫࢣ࣮ࣝࢆᣢࡘ⾤ࢆࡿࠋ
ղồࡵࡽࢀࡿᶵ⬟ࡣᶵ⬟ู
㓄⨨ࡼࡽࡎࠊᘓ≀ࡢつᶍ
ࡸᙧែᛂࡌ࡚ࠊᩜᆅయ
㐺ษศᲷ㓄㓄⨨ࡍࡿࠋ
ճ᪤Ꮡࡢ⥳᪂ࡋ࠸⥳ࡀㄪ
ࡋࡓ⮬↛㇏࡞⎔ቃࢆ
ࡾࠊேࡀゐࢀ࠶࠸ࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⏕ࡲࢀࡿሙ
ࡢタᐃࢆ㔜どࡍࡿࠋ
ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯
ᮾ࡛ࡣ㟈⅏ࡼࡾᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ୍ᣲ
ᔂቯࡉࢀࡓࠋࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⯆ࡇࡑ᪂ࡋ
࠸᪥ᮏࡢ࠶ࡿࡁጼࡀᥦ♧ࡉࢀ࠺ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
6KDUH㔠ἑࡣ⿕⅏ᆅ❧ሙࡇࡑ␗࡞ࡿࡀࠊ
ࠕᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᵓ⠏ࠖ࠸࠺ྠࡌ┠ᶆࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡶྠࡌே㛫ࡋ࡚㞀ᐖ⪅ࡶᖖ
⪅ࡶ࡞࠸࡚ࢆໟᣓࡋࡓࠊࡼࡾᗈ࠸ࠕᆅᇦࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢヨࡳࡣጞࡲࡗࡓࡤࡾ࡛࠶
ࡾࠊࡑࡢᡂᯝࡣࡑ࠺⡆༢┠ࡍࡿࡇࡣฟ᮶࡞
࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᚋࡶタィ⪅ࡋ࡚῝ࡃ㛵ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

田上本町→

駐車場

ᩜᆅෆࡢ⥳ࡣฟ᮶ࡿࡔࡅ
ṧࡍࡼ࠺ࠊᘓ≀ࢆィ⏬ࠋ

ୖࡢࡁ࡞࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᩜᆅࡢ༡ഃ
ᮾഃࡀ㸳㹫⛬ᗘ㧗ྎ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᩜᆅ≉ᛶ
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地域住宅奨励賞

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

SHIRASU
ARAY Architecture 鈴木亜生

鹿児島県鹿児島市

高温多湿な鹿児島市に建つ住宅である。当地方はシラス大地にあ
り、豊富なその鉱物資源を利用開発したシラスブロックで創られ
た建築である。いわば地域の大地が生んだ循環型住宅と言える。
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地域住宅奨励賞
住宅部門

140 年の歴史をつなぐ庄司家の断熱気密補強
安井妙子あとりえ 主宰 安井妙子
庄司栄治郎
宮城県仙台市

大規模既存民家の改修である。立地する仙台市は省エネ基準 4 地
域であり、相応の各部位断熱対応が施されている。結果として、
居住環境の向上を伴いつつ、伝統的街並みの保存を試みた取り組
みとして評価される。
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      㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸㸮㸰㸰㸫㸵㸵㸶㸫㸲㸴㸯㸶 FAX㸸㸮㸰㸰㸫㸵㸵㸶㸫㸲㸴㸯㸶
ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯
ྎᕷᐑᇛ㔝༊ཎ⏫ࡢཎ⏫ᮏ㏻ࡾࡣྎ㥐ࡽ⣙

⥺㠃ࡍࡿᗈ࡞ࡶࡢ࡛ᩜᆅෆࡣᩥᗜⶶࠊ㉁ⶶ➼ࡢ

ࢆࡋࡓࠋእቨࡢࡍ࡚ᵓ㐀⏝ྜᯈࢆᙇࡗ࡚⪏㟈ቨ

ᅵⶶ㸲Ჷࠊᡞᑠᒇࠊཏ➼ࡀ⌧Ꮡࡍࡿࠋ

ࡋࠊෆ㒊⪏㟈ቨࡣࠊᗙᩜࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ࢆᏲࡿࡓࡵ⣡ᡞ

2.5 ࣓࣮࢟ࣟࢺࣝᮾࡢ⨨ᮾす㉮ࡿ㛗ࡉ 1.5 ࢟

ᗉྖᐙࡣすഃ㞄ᆅᡤᅾࡍࡿᗉྖᮏᐙࡽᩥ

➼᪂タࡋࡓࠋᒇ᰿ࡣ⎰ⵌࡁ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࢆ㕲ᯈⵌࡁ

࣓࣮ࣟࢺࣝࡢྎࡽሷ㔩⮳ࡿ⾤㐨࡛࠶ࡿࠋ

୕ᖺ(1806)ึ௦ࡀศᐙࡋࡓࠋ௦┠ࡢභ⏨

ኚ᭦ࡋࡓࡇࡼࡾእほࡣኚࢃࡿࡀࠊ⪏㟈ᛶ⬟ࢆቑ

20 ᖺࡢྎ✵く࡛↝ࡅṧࡗࡓࡇࡼࡾఏ⤫ⓗ࡞ᘓ

࡛࠶ࡿᯘࡣᅵᐙࡢ፵㣴Ꮚ࡞ࡾࠊࡑࡢ㛗⏨ࡣリேࠊ

ࡋ࡚ࡢᏳ☜ಖࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ

㐀≀ࡀከࡃṧࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽᪧᕷ⾤ᆅ㏆࠸ࡇ

ⱥᩥᏛ⪅ᅵᬌ⩫(ᅵᯘྜྷ 1871-1952㸧࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬ࣂࣜࣇ࣮ࣜ  ㌴᳔Ꮚ࡛⛣ືࡍࡿᐙ᪘ࡀᐙࡌࡹ

⌧ᘓ≀ࡣᛂᖺ(1866)ࡢⅆ࡛↝ኻࡋࡓᚋࠊ㞄ᆅ

࠺ࢆ⛣ື࡛ࡁࡿࡼ࠺ᗋ㧗ࡢ⤫୍ࢆᅗࡾࠊ⋞㛵ࡢᅵ㛫

ࡢᮏᐙࡶࠊ᫂ᖺ(1874)ᘓ⠏ࡋࡓఏࢃ

࣮࣍ࣝࡢẁᕪࢆ࡞ࡃࡍࡓࡵࠊ๓㠃Ṍ㐨ࡽഴᩳ⣙

ࡽ୍ᖏࡣ㏆㞄ၟᴗᆅᇦࠊ‽㜵ⅆᆅᇦᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
つᶍ࡞࣐ࣥࢩࣙࣥࡀࡑࡧ࠼ᘓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⏫ࡾࡣ㛫ཱྀࡀ⊃ࡃዟ⾜ࡁࡢ῝࠸ᩜᆅࡀ୪ࡪࠋࡋࡓ

ࡿࠋᒃఫ㒊ᗙᩜ㒊ࡀ㹊ᆺᘓࡘࠋ⌧ᅾࡢᒃఫ㒊ࡣ

㸳㸣ࡢࢫ࣮ࣟࣉࢆసࡗࡓࠋࢺࣞࡣ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢᣦᑟ

ࡀࡗ࡚ᘓ≀እቨࡢ༙ࡀᘏ↝ࡢᜍࢀࡢ࠶ࡿ㒊ศ࡞

 38 ᖺ(1963)ࠊྎᡤ㒊ࢆᨵ⠏ࡋ࡚ 2 㝵ᘓ࡚ࡋࡓࠋ

ࡢࡶࠊᡭࡍࡾ࡞ࡢ⨨ࢆỴࡵࡓࠋࡋࡋ᭱ࡶࡋ࠶

ࡾࠊఏ⤫ⓗ⏫ᐙࡢእほࢆಖࡘࡇࡀ㞴ࡋࡃࠊࣔࣝࢱࣝ

ᨵಟ๓ࡣ 211 ੍࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࢆᨵ⠏ࡢ୍㒊ࢆ

ሬࡾእቨࡢᐙࡀ┠ࡃࠋࡋࡋṔྐṧࡿࡼ࠺࡞

ྲྀࡾቯࡋࠊᨵಟᚋࡣᘏᗋ㠃✚⣙ 165 ੍࡞ࡿࠋᮾ᪥

㸲㸬ᬮ෭ᡣẼ  165 ੍ࡢ✵㛫 2.8kw ࡢ࢚ࢥ

ⅆᝎࡲࡉࢀ⥆ࡅࡓேࠎࡣࠊỤᡞ௦ࡽ㞄ᆅ᥋ࡍ

ᮏ㟈⅏࡛ࠊᅵቨடࡀධࡿ➼ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠋ

ࣥࢆ 2 ྎ㓄⨨ࡋࠊᬮ෭ᡣ౪ࡍࡿࠋ㸰㝵ᬮᡣタഛࡣ

❹ᕤࡣ 2014 ᖺ 12 ᭶ 24 ᪥࡛࠶ࡿࠋ

ࡿእቨࡣ㛤ཱྀ㒊ࢆタࡅ࡞࠸ࠊቨࡢᅵሬࡾቨ⁽႞
ୖࡆࡍࡿ࡞ࠊ㜵ⅆࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢃࡏ࡞ࡢࡣᒇෆ

ᗘࡢࣂࣜࣇ࣮࡛ࣜ࠶ࡿࠋ

࡞࠸ࠋᖖẼ➨㸱✀࡛ࢺࣞࠊᾎᐊࡢࢲࢡࢺࣇࣥ

ەసရࡢ≉ᚩ

ᗋୗ㓄ࡋࡓ࢝࢘ࣥࢱ࣮࣮ࣟࣇࣥ㸰ྎ࡛㈥࠺ࠋ

ᗉྖᐙࡣᖾ࠸㛫ཱྀࡀ 10 㛫(⣙ 18㹫)ᗈࡃᘏ↝ࡢ

㸯㸬᩿⇕Ẽᐦ⿵ᙉ  ᡤᅾᆅྎᕷࡣᖹᡂ 25 ᖺ┬࢚

ࡇࡢࡓࡵᗋୗࡢ

ᜍࢀࡢ࡞࠸እ࿘㒊ศࡀከ࠸ࡇࡽࠊఏ⤫ⓗእほᡠ

ࢿᇶ‽࡛ 4 ᆅᇦᒓࡍࡿࠋ᩿⇕ᮦࡣࢿ࣐࢜ࣇ࢛࣮࣒ࢆ

࡚࠸ࡓࠋྎᡤẼࡣ⤥Ẽ㐃ືᆺẼᡪࡋࡓࠋ⤥Ẽࡣ

ࡍಟࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠊすഃ㞄ᆅ᥋ࡍࡿእቨࡢ㛤ཱྀ㒊ࢆ

ᒇ᰿ 100 ੈእቨ 60 ੈࠊᇶ♏ෆ㒊❧ࡕୖࡀࡾ࣌

ᕪᅽᘧ⤥Ẽཱྀ㸰ᡤࢳࣕࣥࣂ࣮ࢆࡋࡓ⤥Ẽཱྀ

㛢ࡌࡿ࡞ࡢ⏫୪ࡳ㈉⊩ࡍࡿಟᬒࢆࡋࡓࠋ

࣓࣮ࣜࢱ࣮ࢫࢱࣟࣇ࢛࣮࣒ 50 ੈࠊᇶ♏❧ࡕୖࡀ

ࡽ㸱ᡤศࡅࠊィ㸳ᡤࡽ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᗘࡣ㸯᭶ᮎࡢⅬ࡛ 15Υಖࡓࢀ

ࡾእ㒊ࡢ୍㒊ࢫࢱࣟࣇ࢛࣮࣒ 30 ੈࢆᕤࡋࡓࠋ

㸳㸬᪤Ꮡᮦࡸ⮬↛ᮦࡢά⏝  ᘓ㒊ࡣ⮬ᕫᡤ᭷

ᐙࢆᡤ᭷ࡍࡿேࠎࡀ 1 Ჷ࡛ࡶከࡃᚋୡṧࡑ࠺⪃

㛤ཱྀ㒊ࡣࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢧࢵࢩ࡛ࢺࣜࣉࣝపᨺᑕ࢞ࣛ

ࡢᒣࡢᮌ࡛ᘓ⠏ࡋ࡚࠾ࡾ㇏ᐩᮌᮦࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠼ࡿࡁࡗࡅ࡞ࡿࡼ࠺ࠊእᵓࡸᗞᅬࡶྵࡵ࡚⨾ࡋ࠸

ࢫࣝࢦࣥ࢞ࢫᑒධࡋࡓࠋ୍㒊ᘏ↝ࡢᜍࢀࡢ࠶ࡿ㒊

᪤Ꮡࡢ⦕⏥ᯈࡣ⏝ࡋࠊ᪂つᗋࡸእቨࡣ㔠ᒣᮡࢆ᥇

ࡓࡓࡎࡲ࠸ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ

ศࡣ࣌పᨺᑕ࢞ࣛࢫࣝࢦࣥ࢞ࢫᑒධࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ

⏝ࠊࡢᕼᮃᚑࡗ࡚ࠊᅵⶶಖ⟶ࡋ࡚࠶ࡿྂᮦࢆ

ەసရࡢᴫせ

㸰㸬⪏㟈⿵ᙉ  ྠỿୗࡣ᭱ 4 ࠶ࡾㄪᩚ

⭜ᯈࡸࡅᗊ⏝ࡋࡓࠋᘓලࡶಟ⌮ࡋ࡚ࢺࣞࠊᐷ

ಟࡋࡓࠋ⭉ᮙࡋࡓᰕ⬮ 6 ᮏࡣྂᮦࢆ㌿⏝ࡋ࡚᰿⥅ࡂ

ᐊ࡞㌿⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ຍ࠼࡚ࠊࡢఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢಟぢᮏ࡞ࡾࠊྂ࠸

ᩜᆅࡣཎ⏫ᮏ㏻ࡾࡢ༡ഃ࠶ࡾࠊ༡➃ࡣᅜ㐨 45 ྕ
᩿㠃ヲ⣽ᅗ

ୗ ᗙᩜ㒊 ྑ ᒃఫ㒊

ᗙᩜࡢᗋ࣭Ჴ࣭᭩㝔
ཎ⏫ᮏ㏻ࡾ

1 㝵ᖹ㠃ᅗ

ཎ⏫ᮏ㏻ࡾ

Ẹᐙ㢼ࡢⲔࡢ㛫
R45
ᗉྖᮏᐙࡢ⨨ google

Ẽᬮ෭ᡣ
㸰㝵ᖹ㠃ᅗ

᪂ᪧࡢእほ

㸰㝵ᗯୗࡽගࢆ᥇ࡾ㎸ࢇࡔᒃ㛫㺃ྎᡤ ዟࡣὙ㠃ᡤᾎᐊ

25Υ
20Υ
15Υ
1 ᭶ 21 ᪥

1 ᭶ 11 ᪥

1᭶1᪥

2015 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥ࡽ 31 ᪥ࡲ࡛ࡢᒇෆ
ࡣڹᗋୖ 10 ࠊࡣۑᗋୖ 110 ࠋ
ࢥࣥ 2 ྎࡣᖖ㐠㌿࡛
11.8Υࠊ᭱పẼ

ᗘグ㘓 

1 ᭶ 31 ᪥

ᐃ:ᮾᏛྜྷ㔝༤ᩍᤵ

ᐃ⨨ࡣᖹ㠃ᅗ♧ࡍࠋᐷᐊࡣᬮᡣ࡞ࡋ࡛ᡬ㛤ᨺࠋ࢚

ᗘࡣ 22Υ࠾ẕࡉࡲࡢࡓࡵ㧗ࡵタᐃࠋྎᕷࡢ 1 ᭶ࡢ᭱㧗Ẽ

ࡣ㸫3.4Υࠊ᭶ᖹᆒẼ

ࡣ 2.6Υࠊ᪥↷㛫ࡣ 152 㛫ࠋ㸦Ẽ㇟ᗇ㹆㹎㸧

ࡣ
ཎ⏫ᮏ㏻ࡾࡽࡳࡿᒃఫ㒊

ᗞᅬࡽࡳࡿᗙᩜ㒊

㺨㺼㺶㺏㺪㺶㺎ࡢ㺢㺐㺸ࠊὙ㠃ࠊ⋞㛵 3 Ⅼ

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

豊富町サロベツ住宅
株式会社まちづくり計画設計
有限会社アーキシップアソシエイツ
豊富町
北海道豊富町

北方地域に立地する住宅建設指針を設定し、地元資源の活用、高
気密高断熱の採用、地下空間確保など寒冷地の住み手にふさわし
い提案とその実践活動で、地域の住宅関連産業との連携を通し、
技術啓発に取り組んでいる。

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ                       ᕷ⏫ᮧྡ㸸ᾏ㐨㇏ᐩ⏫

㇏ᐩ⏫ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸ᰴᘧ♫ࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬タィ       ົඛఫᡤ㸸ᮐᖠᕷ୰ኸ༊༡㸯᮲す㸳┠㸯㸵㸫㸰ࣉࣞࢪࢹࣥࢺᯇࣅࣝ㸯㸮㸮 㸷㹄
      㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸㸮㸯㸯㸫㸰㸰㸱㸫㸴㸴㸮㸵 FAX㸸㸮㸯㸯㸫㸰㸰㸱㸫㸴㸲㸶㸶
ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯

࡚ࠊᆅᇦ࡛⫱ࢇ࡛࠸ࡃఫᏯ࡛࠶ࡿࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚࠾

Ꮿᐩኈぢ㸿ᆅ༊࠾࠸࡚ࡣࠊ⡆᫆⪏ⅆᵓ㐀ᖹᒇᘓ࡚ఫ

㇏ᐩ⏫ࡣࠊ㓗㎰ࢆᇶᖿ⏘ᴗࡋࠊኳ↛࢞ࢫࠊ▼Ⅳࠊ

ࡾࠊᚋࡶᨵⰋࢆ㔜ࡡࠊࡼࡾⰋ࠸ఫᏯ࣭ఫᏯᆅ࡙ࡃࡾ

Ꮿࢆ㠃ⓗᨵၿᴗࡼࡾ㧗㱋⪅ྥࡅࣜࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢆᐇࡋࡓࠋᨵၿࡢሙྜ࡛ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾࢧࣟ࣋ࢶ

Ἠ࡞ࡢ㈨※ࡶᜨࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇࡽࠊ 25

ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ⪃࠼ࡽࠊࠕẸ㛫

ᖺࡣேཱྀ㸯ேάẼ࠶ࡿᕷ⾤ᆅࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓ

ఫᏯࡢᨭཬࡧၨⓎࠖࠊ
ࠕබႠఫᏯ࠾ࡅࡿඛᑟⓗ

ఫᏯᇶ‽ࢆྲྀࡾධࢀࡓ㸦ᅗ㸵㸧
ࠋ

ᾏ㐨㒊ࡢᆅ᪉㒔ᕷ࡛࠶ࡿ㸦⌧ᅾࡣ⣙ 4,200 ே㸧
ࠋ

ᴗࠖ
ࠊ
ࠕᆅᇦࡢேᮦ⫱ᡂࠖࢆ⥲ྜⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㹡㸬㢼ྥࡁ㓄៖ࡋࡓఫᲷ㓄⨨㸦ࡣࡲ࡞ࡍᅋᆅ㸧㸸බ

ᖹᡂ 12 ᖺ㸱᭶ࠕ㇏ᐩ⏫ఫᏯ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥࠖࢆ⟇

ەసရࡢ≉ᚩ

ႠఫᏯࡣࡲ࡞ࡍᅋᆅ㸦≉ᐃබඹ㈤㈚ఫᏯྵࡴ㸧ࡣᖹᡂ

ᐃࠊ㔜Ⅼ⟇ࡢ㸯ࡘ㇏ᐩ⊂⮬ࡢఫᏯ㈨※ࡢά⏝ࢆᥖ

㸦㸯㸧Ẹ㛫ఫᏯ࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ

㸶㹼14 ᖺᗘᩚഛࡉࢀࡓ⪏ⅆᵓ㐀㸰㝵ᘓ࡚ 10 Ჷ 64

ࡆࠊ⩣ᖺࠕ㇏ᐩ⏫ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯ࡙ࡃࡾ࢞ࢻࣉࣛࣥࠖ

㹟㸬ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯࣔࢹࣝఫᏯ㸸ᖹᡂ 13 ᖺࣔࢹࣝఫ

ᡞࡢᅋᆅ࡛࠶ࡿࠋᙜᅋᆅࡣ㇏ᐩᕷ⾤ᆅࡢ㒊⨨ࡋࠊ

ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋࢧࣟ࣋ࢶఫᏯࡣࠊᑗ᮶ࢃࡓࡾ㇏ᐩ⏫

Ꮿᅋᆅ㸦ࣔࢹࣝఫᏯ㸰ᲷཬࡧศㆡᏯᆅ㸧ࢆࢥ࣮࣏ࣛࢸ

≉ሙࡢすࡢ㢼ࡀᙉ࠸⨨࠶ࡿࡇࡽࠊ᪤Ꮡ

ࡢ♫㈨⏘ࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸ఫᏯࢫࢺࢵࢡ࡞ࡿࡼ

ࣈ᪉ᘧࡼࡾᩚഛࡋࡓࠋࣔࢹࣝఫᏯࡣ 12 ࡢᇶᮏ᪉

ࡢㄪᰝ◊✲ࢆཧ⪃ࡋ࡚ࠊせື⥺࡛ࡢ㞷ࡢ྿ࡁ⁀ࡲ

࠺ࠊఫᏯࡢᇶᮏⓗᛶ⬟ࢆᾏ㐨ࡀ᥎㐍ࡍࡿ᪉ᆺఫ

㔪ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸱ࠊ㸲㸧
ࠋ

ࡾࢆపῶࡍࡿ㓄⨨ࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ㸶㸧
ࠋ

Ꮿࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊከᏍ㉁࡛▱ࡽࢀࡿ㇏ᐩ⏘ࡢ⌛⸴㡫

㹠㸬ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯᘓタᨭᴗไᗘ㸸㇏ᐩ⏫࡛ࡣࢧࣟ

㸦㸱㸧ᆅᇦࡢேᮦ⫱ᡂ

ᒾ㸦⌛⸴ᅵ㸧࡞ࡢ⮬↛⣲ᮦࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋࠊᆅᇦ

࣋ࢶఫᏯᘓタಁ㐍ᑐ⟇ࡋ࡚ࠊ⏫ෆఫᏯࢆᘓタࡍࡿ

㹟㸬ᆅඖᴗ⪅ࡢຮᙉࡢ㛤ദ㸸ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯ࡙ࡃࡾ

࡞ࡽ࡛ࡣࡢᬽࡽࡋࠊఫࡲ࠸᪉ࢆᥦࡋࡓఫᏯ࡛࠶ࡿࠋ

ሙྜࠊᘓタ㈝ࡢ୍㒊ࢆ⿵ຓࡍࡿไᗘࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋࢧ

◊✲㸦㏻⛠㸸ࢧࣟఫ㸧ࡣࠊ㇏ᐩ⏫ෆࡢᘓ⠏㛵㐃⏘ᴗ

ᙜࣉࣛࣥ࠾࠸࡚ࡣࠊఫẸ⾜ᨻࡀࡶ┠ᣦࡍᆅᇦ

ࣟ࣋ࢶఫᏯᘓタᇶ‽㸦᪉ᆺఫᏯᘓタᇶ‽ྜ⮴ࠊ⌛

㛵ࢃࡿ 17 ᴗᡤࠊ23 ྡࡢཧຍࡼࡾᖹᡂ 17 ᖺ㸯

ࡢఫᏯീࡋ࡚ࠊ
㸳ࡘࡢ┠ᶆ 12 ࡢᇶᮏ᪉㔪
㸦ᅗ㸯㸧

⸴ᅵࡢά⏝ࠊᩜᆅ㠃✚ 330 ੍௨ୖࡢ㸱ࡘࢆᚲ㡲ᇶ‽

᭶Ⓨ㊊ࡋࠊဨࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍᢏ⾡࣭▱㆑ࡢྥୖ

ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋᆅሙ⏘ᮦ࡛࠶ࡿ⌛⸴ᅵࢆά⏝ࡍࡿ

ࡋࠊࡑࡢ᥎㐍せ௳ࡢ୰ࡽ㸯㡯┠௨ୖࢆ㑅ᢥ㸧

ࢆᅗࡿࡓࡵࠕタィࠖ
ࠕ࣓ࢹࠖ
ࠕ㐠Ⴀࠖࡢ㸱ࡘࡢ㒊

ࡶࠊ✚㞷ᐮ෭ࡢẼೃ᮲௳ᑐᛂࡋࡓ᩿⇕ᛶ⬟ࠊ┬࢚

ྜ⮴ࡍࡿሙྜࡣ 300 ࢆ⿵ຓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛

㛛ࢆタࡅ࡚ࠊఫᏯ㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࡸᴗάືࢆᒎ㛤

ࢿᛶ⬟ࢆᣢࡘࡇࠊ༑ศ࡞ሁ㞷✵㛫ࡢ☜ಖ➼ࡢ㞷࣭㢼

 29 ௳ࡢᩚഛࡀᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸳㸧
ࠋ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛⏫ࡢ㐃ᦠࡼࡾ 12 ᅇࡢຮᙉ

ᑐ⟇ࠊᆅᇦࡢᩥ࡛࠶ࡿ࣒࢜࢝ࣟ㸦ᆅୗ✵㛫ࢆά⏝ࡋ

㸦㸰㸧බႠఫᏯ࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ

ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࠊࢧࣟ࣋ࢶఫᏯ㛵ࡍࡿᢏ⾡ࡢၨ

ࡓఏ⤫ⓗ࡞㈓ⶶᗜ㸧ࡢά⏝➼ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰㸧
ࠋ

㹟㸬Ẹ㛫άຊࢆάࡋࡓୖ᪉ᘧ㸦ᐩኈぢ㥐す㸧
㸸බ

Ⓨᬑཬ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸷㸧
ࠋ

ᖹᡂ 23 ᖺ㸰᭶ࡣఫᏯ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥࢆⓎᒎࠊぢ┤

ႠఫᏯᐩኈぢ㥐すᆅ༊ࡣᖹᡂ 22 ᖺᩚഛࡉࢀࡓᮌ㐀

㹠㸬ᆅඖᴗࡢฟ㈨ࡼࡿୖබఫᩚഛ㐠Ⴀ♫ࡢ

ࡋࡋࡓࠕ㇏ᐩ⏫ఫ⏕άᇶᮏィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿ

ᖹᒇᘓ࡚ 7 Ჷ 32 ᡞࡢᅋᆅ࡛࠶ࡿࠋᙜᅋᆅࡣࢧࣟ࣋ࢶ

タ❧㸸ࢧࣟఫࡣࠊࡑࡢᚋࠊཧຍᴗ⪅ࡢฟ㈨ࡼࡾ㹊

ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯࡢᬑཬྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ఫᏯᇶ‽㓄៖ࡍࡿࡇࢆ๓ᥦୖ᪉ᘧࡼࡾᩚ

㹊㹎ࢆ❧ࡕୖࡆࠊୖබႠఫᏯ㸦ᐩኈぢᅋᆅ㥐すᆅ༊㸧

ഛࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸴㸧
ࠋ

ࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊᑗ᮶ⓗࡣ⟶⌮㐠Ⴀࢆᢸࡗ࡚࠸ࡃ⪃࠼

㹠㸬᪤ᏑఫᏯࡢ㠃ⓗᨵၿ㸦ᐩኈぢ㸿ᆅ༊㸧
㸸බႠఫ

࡛࠶ࡿࠋ

ەసရࡢᴫせ
ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯࡣࠊࠕࡼࡳࠖఫࡲ࠺ఫẸࡗ

ᅗ㸯 ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯࡢ  ࡢᇶᮏ᪉㔪
ᐙ᪘ࡢᡂ㛗ࡢᑐᛂ

࣭ྍኚ㛫ษࡾྍື⣡ࢆ
ࡗ࡚ࠊ㛫ษࡾࢆ⮬⏤ࠋ
࣭ᩜᆅつᶍࡣࡺࡗࡓࡾ੍௨
ୖࠊᗞ࡙ࡃࡾࠊ᮶ᐈ⏝㥔㌴ሙ
࡞ከ┠ⓗ⏝ྍ⬟

ຍ㱋ࡼࡿ㌟య≧ἣࡢኚ
ࡢᑐᛂ
࣭ẁᕪࡢゎᾘࡣࡶࡕࢁࢇࠊࢻ
ࣀࣈࡢᙧࡶ㓄៖ࠋㆤᮇ
ࡣࠕㆤࡉࢀࡿഃࠖࠕㆤࡍ
ࡿഃࠖ᪉ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆ
☜ಖ

‵ᗘࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᛶࡢ㧗࠸ እ㈞᩿⇕ᕤἲࡢᑟධ
㇏ᐩ⏘ࠕ⌛⸴ᅵࠖࡢά⏝



ᅗ㸳 ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯࡢ

ᅗ㸰 ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯࡢ࣓࣮ࢪ







㧗ᶫ㑰እほ

ᅗ㸴 ୖබႠఫᏯ





ᐩኈぢᅋᆅ㥐すᆅ༊

ᅗ㸱 ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯࣔࢹࣝఫᏯ
ࠕࣃࢵࢩࣈẼࠖࢩࢫࢸ࣒ ⌛⸴ᅵࢆእ࠺࡞ࠊ
ࡢᑟධᗋୗᬮᡣ
ࠕᆅᇦⰍࠖࢆ₇ฟ

㐨㊰ഃࡽࡢ⏫୪ࡳ



ᅗ㸵 㺢㺎㺞㺷㺶㺱㺡㺼㺷


ᐩኈぢᅋᆅᐩኈぢ㸿ᆅ༊

ᅗ㸶 㢼ྥࡁ㓄៖ࡋࡓ㓄⨨᳨ウ

⏕άࡢ▱ᜨࠕ࣒࢜࢝ࣟࠖࡢ ࢩࣥࣉࣝ࡞ⴠ㞷ᒇ᰿
ά⏝






༑ศ࡞ሁ㞷✵㛫ࡢ☜ಖ

㛤ᨺⓗ࡞ෆ㒊✵㛫ࡢ₇ฟ



ቨࢱࣝᕤ

ᅗ㸲
ࣔࢹࣝఫᏯᆅ


እほ㸸⌛⸴ᅵሬቨᕤ

す㢼ࡼࡿ྿ࡁ⁀ࡲ
ࡾࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ

ࡢ⪃࠼᪉

ᅗ㸷 ຮᙉࡢᵝᏊ
ࠕࡘࡃࡾᡭࠖࠕఫࡲ࠸ᡭࠖ
ࠕ⾜ᨻࠖࡼࡿ༠ാయไࡢ
ᵓ⠏
࣭ࢧࣟ࣋ࢶఫᏯ࡙ࡃࡾ◊✲࡞
ࠊ᥎㐍యไࡢᵓ⠏

ᘓ⠏༠ᐃ࣭ࡲࡕ࡙ࡃࡾ༠ᐃ
࡞ࡢ᳨ウ
࣭ᘓ⠏༠ᐃ࣭⾤࡙ࡃࡾ༠ᐃ࡞
ࡢ⮬ⓗ࣮ࣝࣝ⥾⤖

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

カミノハウス ～記憶を残し小さく豊かに暮らす～
辻充孝
辻麻衣
岐阜県関市

関市郊外にある空き家の小住宅改造である。改造を住宅の基本性
能を向上する改造と住み手に手の届く改装に 2 段階に分けて整理
し、実施している。外壁改造の室内環境向上と住み手の生活様式
の工夫で、温熱通風環境が確保されている。

ᵝᘧ㸰

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲ
ᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ                        ᕷ⏫ᮧྡ㸸ᒱ㜧┴㛵ᕷ

࣑࢝ࣀࣁ࢘ࢫ㹼グ᠈ࢆṧࡋᑠࡉࡃ㇏ᬽࡽࡍ㹼
㹙㎷Ꮥ࣭㎷㯞⾰㹛ົඛྡ㸸ᒱ㜧┴❧᳃ᯘᩥ࢝ࢹ࣑࣮  
      㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸0575㸫35㸫3889
ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯

ົඛఫᡤ㸸ᒱ㜧┴⨾⃰ᕷ᭮௦ 88

FAX㸸0575㸫35㸫3890
ᘓ≀ࡢ㠃ᙳࢆṧࡋࡓࡲࡲࠊ⪏㟈ࠊຎᑐ⟇ࠊ┬࢚ࢿࠊ

ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

 ᒱ㜧┴㛵ᕷ⚄㔝ᆅ༊ࠋ ᖺ๓ࡽࠊࢇኚࢃ

ࡇࡢࡼ࠺ࠊ✵ࡁᐙࢆᨵಟ࣭ά⏝ࡋࠊᚲせ༑ศ࡞つ

⇕࡞ᘓ≀ࡢᇶᮏᛶ⬟ࢆྥୖࡉࡏࠊࡉࡽఫࡲ࠸ᡭ

ࡽ࡞࠸⏣ᅬ㢼ᬒࢆṧࡍᆅᇦᘓࡘ⣙  ᆤࡢྂ࠸ᑠࡉ

ᶍ࡛ᬽࡽࡍࡇ࡛ࠊᆅᇦᬒほࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡸ⮬ࡢ

ࡼࡿ ',< ࡸࠊᬽࡽࡋࡢᵝࠎ࡞ᕤኵ࡛ࠊ┬࢚ࢿ࡛ᚰᆅ

࡞✵ࡁᐙࠋࡇࡢ  ᖺవࡾࡢṔྐࢆ้ࢇࡔᑠࡉ࡞ᐙࢆ

ⱝ㏉ࡾࠊ⮬యࡢάᛶࡢࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀࡡ

ࡼ࠸㇏࡞ᬽࡽࡋࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ❹ᕤᚋࠊఫࡳ࡞ࡀ

㉎ධࡋࠊతࡲ࠸ࢆࡑࡢࡲࡲྛ✀ᛶ⬟ᬽࡽࡋྥୖᨵ

ࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋ

ࡽ⾜ࡗࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ

ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⮬↛㇏࡞ᅵᆅ࡛ࡶࠊ᪂ࡓ

ەసရࡢᴫせ

࣭ᬮᡣ㸸⸄ࢫࢺ࣮ࣈࡢタ⨨࣭ά⏝ࠊࢲࣈࣝࣁࢽ࣒࢝ࢫ

ఫᏯࡀᘓタࡉࢀࠊࡑࢀྜࢃࡏࡿࡢࡼ࠺ᣢࡕࡢ

ڧタィ⪅㸸㎷Ꮥ㸦ᒱ㜧┴❧᳃ᯘᩥ࢝ࢹ࣑࣮㸧

ࢡ࣮ࣜࣥࡼࡿ᩿⇕ᙉࠊᮇ⥙ᡞྲྀࡾእࡋ࡚᪥ᑕ

࠸࡞ࡃ࡞ࡗࡓ✵ࡁᐙࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ✵ࡁᐙቑຍక࠸

ڧᕤ⪅㸸73/$1 ᘓ⠏ᕤᡣ

ྲྀᚓࢵࣉࠊ⦕ഃࢆ᩿⇕༊⏬ࢰ࣮ࣥタᐃ

Ᏻࡢᝏࡸࠊ⮬యࡢ࡞㐠Ⴀࡀ❧ࡕ⾜࡞ࡃ࡞

ڧィ⏬ᴫせ

࣭෭ᡣ㸸❆ࡍࡔࢀタ⨨ࡋ᪥ᑕ㐽ⶸࠊ⥙ᡞྲྀࡼ

ࡿࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

࣭ィ⏬ᆅ㸸ᒱ㜧┴㛵ᕷ㸦┬࢚ࢿᆅᇦ㸸㸳ᆅᇦ㸧

ࡿ㏻㢼⏝ࠊ'& ࣮ࣔࢱ࣮ኳᡪࡺࡽࡂẼὶ

 ᅇࠊᨵಟᒚṔࢆࡦࡶゎࡁࠊつᶍࡣࡑࡢࡲࡲᆅᇦ

࣭ᩜᆅ㠃✚㸸 ੍㸦 ᆤ㸧

࣭Ẽ㸸㢼㔞ㄪᩚᶵタ⨨࡛ᩱ⌮ู㢼㔞ㄪᩚ

⣲ᮦࡸ⮬↛⣲ᮦࢆ⏝࠸࡚ᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭ᘏᗋ㠃✚㸸 ੍㸦 ᆤ㸧ቑ⠏࡞ࡋ

࣭⤥㸸┿✵⟶ኴ㝧⇕ Ỉჾࢆ࢚ࢥࢪ࣮ࣙࢬ᥋⥆ࡋ

ᑠࡉࡃᬽࡽࡍࡇ࡛ᩜᆅࡺࡾࡀ⏕ࡲࢀࠊ㇏࡞⮬

࣭ᵓ㐀㝵ᩘ㸸ᮌ㐀ᖹᒇᘓ࡚

ྛ⤥ά⏝ࠊ᭱ᐤࡾࡢ Ἠࡸ㖹ά⏝

↛⎔ቃࡢ㛵ಀࡀᚓࡽࢀࠊᬽࡽࡋࡢ㇏ࡉࡘ࡞ࡀࡿࠋ


࣭᩿⇕ᛶ⬟㸸ᨵಟ๓ 8$ ್㸸:੍ .

࣭↷᫂㸸ኴ㝧ගⓎ㟁እ㒊↷᫂タ⨨ࠊ↷᫂ࡢ /(' 

 ࡲࡓࠊྠᕷࡣ㸱ࡘࡢ Ἠ࠸ࡃࡘࡢ㖹ࡀṧࡾࠊ
⌧ᅾࡶᆅᇦఫẸࡢ᠁࠸ࡢሙ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇࡢᨵಟ
࡛ࡣࠊᾎᐊࡣྲྀࡾ㝖ࡁ⡆᫆ࢩ࣮ࣕ࣡ࡢࡳࡋࠊ㐌ࡢ༙
ศࡣᆅᇦ㈨※࡛࠶ࡿእࡢά⏝ࢆ⪃࠼ࡓࠋ
 ᘬࡗ㉺ࡋᚋ⣙୍ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊᬽࡽࡋ࡞ࡀࡽఫࡲ࠸ᡭ
⮬㌟ࡼࡿᨵಟࡀຍ࠼ࡽࢀࠊᐙࡢឡ╔ᆅᇦᐃ╔
ࡀಁࡉࢀࠊⓒᖺᚋࡶ㇏࡞⾤୪ࡳࡢతࡲ࠸ࢆṧࡍࡇ
ɦԏࠊǁ

эᨵಟᚋ 8$ ್㸸:੍ .㸦㸣ࢵࣉ㸧

࣭ᐙ㟁㸸せᐙ㟁ฎศࠊ㟁ຊぢ࠼ࡿ
࣭ㄪ⌮㸸⸄ࢫࢺ࣮ࣈά⏝ࠊಖ ㄪ⌮ά⏝

࣭᪥ᑕ⇕ྲྀᚓ㸸ᨵಟ๓Ȟ$ ್㸸

࣭ࡑࡢ㸸㹩: ኴ㝧ගⓎ㟁㸩㟁ụ࡛᪥ᖖࡢ⿵ຓ

эᨵಟᚋȞ$ ್ 㸦㸣ࢵࣉ㸧
࣭㸯ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞㸸ᨵಟ๓ *-

㟁※㠀ᖖ⏝㟁※☜ಖࠊᡭᢲᡞ࣏ࣥࣉࠊ⸄ࢫࢺࢵࢡ

эᨵಟᚋ *-㸦㸣ࢵࣉ㸧

 ఫࡲ࠸ᡭ⮬㌟ࡀᡭࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊᬽࡽࡋࡸࡍ

┬࢚ࢿᇶ‽ࡣ࡚㸦᩿⇕ࠊ᪥ᑕ㐽ⶸࠊ࢚ࢿ㸧ࢡࣜ
ەసရࡢ≉ᚩ

ࡉࡢྥୖຍ࠼ࠊᐙឡ╔ࡀࢃࡁࠊእᵓࡶྵࡵࡓᩚഛ
ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾᆅᇦ⁐ࡅ㎸ࢇࡔఫࡲ࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
䕔㻝 ᖺศ䛾䜶 䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝㔞䠷 㻳㻶䠹
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建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

菜園付きエコアパート かたくりの里 とうべつ『空』

有限会社 ビオプラス西條デザイン 西條正幸

北海道当別町

2 階建て 4 軒長屋住宅である。地元建材、特に木質系断熱材を多
用し、地熱や雨水などの積極利用と同時に雁木による雪害対策な
ど寒冷地生活に配慮する一方、室内では子供の生活空間の確保も
可能となっている。

㻌ᘓᘓ⠏
◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚᕷ⏫ᮧྡ㸸ᾏ㐨ᙜู⏫

⳯ᅬࡁ࢚ࢥࣃ࣮ࢺ ࡓࡃࡾࡢ㔛
࠺ࡘࠗ✵࠘
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ࣭Ặྡ㸸᭷㝈♫ࣅ࢜ࣉࣛࢫすᲄࢹࢨࣥ  すᲄṇᖾ     ົඛఫᡤ㸸ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊ⓒྜࡀཎ 4 ┠ 8㸫1
      㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸011㸫774㸫8599  FAX㸸011㸫774㸫8581  Email㸸eco@saijo-d.com
䖃ᆅᇦᛶ䜈䛾㓄៖㡯㻌
ᡤᅾᆅࡢᾏ㐨ࡢᙜู⏫ࡣࠊᮐᖠᕷࡢᮾ㞄᥋ࡋ࡚
࠸ࡿேཱྀ  ேࡢࠊ
㎰ᴗࢆᇶ┙ࡋࡓ⏣ᅬ㒔ᕷ
࡛ࡍࠋẼ ࡣ㸫 ᗘࡲ࡛ୗࡀࡿ᪥ࡶ࠶ࡾࠊࡣ㞷
ࡀከࡃ≉ู㞷ᆅᇦᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ᪥ᮏᾏ
ഃ㐨ኸᅪࡢẼೃ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡢ㞷ᑐ⟇࣭㧗࠸᩿
⇕ᛶ⬟࣭ᾏ㐨⏘ࡢᚠ⎔ᆺ㈨ᮦࢆ᭱㝈ά⏝ࡋࡓ࢚
ࢥࣃ࣮ࢺࡢᘓタࢆ┠ᣦࡋࡲࡋࡓࠋఫẸ㛫ࡸᆅᇦࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸࡀ᪂ࡓ⏕ࡲࢀࡿࡼ࠺ࠊᗞඛᡞูࡢᑓ⏝
⳯ᅬࠊඹྠࣁ࣮ࣈ࣮࢞ࢹࣥࡶタࡅࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡼࡾࠊⱝ࠸Ꮚ⫱࡚ୡ௦ࡢఫẸࢆࡧ㎸ࡴࡇ
ࡶᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

䖃సရ䛾ᴫせ㻌
⏝ڧ㏵࣭ᵓ㐀つᶍ 㸲ᡞ㛗ᒇ࣭ᮌ㐀㸰㝵ᘓ࡚
ڧᩜᆅ㠃✚  ੍㸦 ᆤ㸧
ڧᘓ⠏㠃✚  ੍㸦 ᆤ㸧       
ڧᗋ㠃✚  ੍㸦 ᆤ㸧
ڧᴗ⪅ ⃝⏘ᴗᰴᘧ♫
ڧタィ⪅ ᭷㝈♫ࣅ࢜ࣉࣛࢫすᲄࢹࢨࣥ
ڧᕤ⪅ Ṋ㒊ᘓタᰴᘧ♫

▷ᮇ㛫ࡢᢞ㈨┠ⓗ࡛ࠊ┬࢚ࢿࡸ⎔ቃࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐜
ࢀࡀࡕ࡞㈤㈚ࣃ࣮ࢺ࡛ࡍࡀࠊᅇࠊ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓ
㧗࠸ࢫ࣌ࢵࢡࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ࡛ࠊ㛗ᮇࡢࢥࢫࢺᅇ
ࡶྍ⬟࡞ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ࣌ࣞࢵࢺࢫࢺ࣮ࣈࡼࡿᬮ
ᡣࠊ࣮ࢫࢳ࣮ࣗࣈࡼࡿ⤥Ẽࠊᮌ㉁⧄⥔ࡢ  ੈእ
ቨ᩿⇕࡞ࠊከࡃࡢḟୡ௦ࡢヨࡳࢆྲྀࡾධࢀࡓ࢚ࢥ
ࣃ࣮ࢺ࡛ࡍࠋᖺᗘࡼࡾ㸰ᖺ㛫Ώࡾࠊᾏ㐨⛉Ꮫ
Ꮫᐮᆅ⎔ቃ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᡤඹྠ࡛ࠊᘓ≀
ࡢ⇕ⓗᛶ⬟ࡢ᳨ド࣭ᐊෆ⎔ቃࡢᐇ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ



䖃సရ䛾≉ᚩ㻌
ᾏ㐨⏘䛾ᮌᮦ䞉ୖ䛢ᮦ
ᮌᮦࡣ 㸣ᾏ㐨⏘ࡢ↓ᇈᮦࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᵓ
㐀ᮦࡣࢡ࣭ࣜ࢝ࣛᯇ࣭ࢺࢻᯇࠊእቨᮦ࢝ࣛᯇ㐨༡
ࢫࢠࢆ࠸ࠊᘓලࡸᐙලࡶࢺࢻᯇ࡞ࡢ㐨⏘ᮦࢆ
⏝ࠋෆᮦࡣᄇⅆ‴⏘࣍ࢱࢸ㈅Ẇࢆࣜࢧࢡࣝࡋࡓ
⁽႞ࠊỤู⏘ࡢࣞࣥ࢞ࢱࣝ࡞ࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ
⏘ᆅᾘࠊ⏕⏝ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊᘓタࡢ⎔ቃ㈇ᢸ
ࡢ㍍ῶࡶ┠ⓗࡋࡲࡋࡓࠋ

⮬↛⣲ᮦ䛾ᵝ㻌
Ꮫ⸆ࡸྜᯈ㢮ࠊ᪂ᘓᮦࠊࣅࢽ࣮ࣝࢡࣟࢫࢆ୍ษ
ࢃࡎࠊ↓ᇈࡢࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢࡸ⣬ࠊ⁽႞࡛ୖࡆࠊ
ఫࡴேࡢᗣ㈇ᢸࢆࡅ࡞࠸ࠊᏳᚰ࣭Ᏻ࡞ࣃ࣮
ࢺ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡼࡾࠊゎయ࣭ᗫᲠ
ࡢ⎔ቃࡢᙳ㡪ࡶᑡ࡞ࡃ࡛ࡁࡲࡍࠋ
  
䜴䝑䝗䝣䜯䜲䝞䞊㻞㻜㻜 䟚እቨ᩿⇕㻌
ᾏ㐨⏘ࡢᯘᆅṧᮦࡸ㛫ఆᮦࢆࣜࢧࢡࣝ⏝ࡋࡓ࢘
ࢵࢻࣇࣂ࣮᩿⇕ᮦࢆእቨ  ੈሸࡋࡲࡋࡓࠋ
㧗ᛶ⬟ࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝྠ⛬ᗘࡢ᩿⇕ᛶ⬟ࢆ᭷ࡋࠊᮌᮦ
ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿㄪ‵ᛶ⬟࡛ࠊእቨෆࡢ‵ᗘࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟ
࡛ࣝࡁࡲࡍࠋ⇕ᐜ㔞ࡀ㧗ࡃእẼ ᙳ㡪ࡉࢀࡃ࠸Ⅼ
ࡶ≉ᚩ࡛ࡍࠋᒇ᰿᩿⇕ࡶ྿ࡁ㎸ࡳࢱࣉࢆ  ੈ
ሸࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

䝨䝺䝑䝖䝇䝖䞊䝤䛻䜘䜛ᬮᡣ㻌
㛫ఆᮦࡸ〇ᮦࡃࡎࢆཎᩱࡋࡓᮌ㉁࣌ࣞࢵࢺࡣࠊ▼
⇞ᩱ㐪࠸⏕ྍ⬟࡛ࠊᅜࡇ࡛ࡶ〇㐀࡛ࡁࡿᆅ⏘
ᆅᾘࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ࣌ࣞࢵࢺࢆ⇞ᩱ
ࡋࡓࢫࢺ࣮ࣈࢆྛᡞタ⨨ࡋࡲࡍࠋ



䜰䞊䝇䝏䝳䞊䝤⤥Ẽ䛸䝃䞊䜻䝳䝺䞊䝅䝵䞁㻌
ᆅ⇕ࢆ⏝ࡋࡓ⇕ࢆ⾜࠺࣮ࢫࢳ࣮ࣗࣈࢆࡗࡓ
⤥Ẽࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⳯ᅬࡢୗ 㹫ࡢ⤥Ẽࣃࣉ
ࢆᇙࡵࠊࡢ෭Ẽࢆᚤ㔞࡛ࡍࡀᆅ⇕ࡼࡗ࡚ࡸࢃࡽࡆ
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᐊෆࡢኳ㏆⁀ࡲࡗࡓᬮẼࢆᗋୗ
㏦ࡾ㎸ࡴࢧ࣮࣮࢟ࣗࣞࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᅵ㛫䛾⏝㻌
ᗞඛࡢ⳯ᅬࡢෆ㒊ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼࡚ᅵ㛫ࡢ࠶ࡿࣜ
ࣅࣥࢢࢆタࡅࡲࡋࡓࠋ༡㠃ࡢ᪥ᑕࢆྲྀࡾධࢀࠊᅵ㛫
⇕ࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊᐊෆࡢ ⇕⎔ቃᙺ❧࡚ࡲࡍࠋ

ⱝᡭᕤ䛾⫱ᡂ㻌
ᕤົᗑࡀⱝᡭᕤࡢ⫱ᡂ⇕ᚰ࡞ࡶ࠶ࡾࠊᲷᱱࡣ
ᕤṔ  ᖺࡢⱝᡭࡀᢸ࠸ࠊ㝶ᡤఏ⤫ࡢ⥅ࡂᡭࡸཱྀࢆ
ྲྀࡾධࢀࡓࠊ
ᢏ⾡ࡢ⥅ᢎ࣭ྥୖᙺ❧ࡘሙࡋࡲࡋࡓࠋ

ᑓ⏝⳯ᅬ䛸䝝䞊䝤䜺䞊䝕䞁㻌
㑹እࡢᗈ࠸ᩜᆅ᮲௳ࢆ⏕ࡋ࡚ࠊ㝖ⲡࡸ㎰⸆ࢆ⏝
ࡋ࡞࠸࣮ࣝࣝࢆᐃࡵࡓ⳯ᅬࣁ࣮ࣈ࣮࢞ࢹࣥࢆタࡅࡲ
ࡋࡓࠋᛌ㐺࡞ఫ⎔ቃࢆసࡾ࡞ࡀࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢሙࡋ࡚ᙺ❧ࡘࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

㞵Ỉ⏝㻌
ࢻ࣒ࣛ⨁ࢆ⏝ࡋࡓ㞵Ỉࢱࣥࢡࢆタ⨨ࡋࠊ⳯ᅬ
⏝ࡋࡲࡍࠋᮍ⏝ࡸ࣮࢜ࣂ࣮ࣇ࣮ࣟࡢ㞵ỈࡣᬯῺ⟶
ὶࡉࢀࡲࡍࠋ

㞷ᑐ⟇䛾㞜ᮌ㻌
ᏘࡢṌ⾜ࡸసᴗࢫ࣮࣌ࢫࡢࡓࡵࠊ㞷㝖ࡅࡢᒇ᰿ࢆタ
ࡅࡲࡋࡓࠋෆ㒊እ㒊ࡢ⦆⾪✵㛫ࡋ࡚ᙺ❧ࡕࡲࡍࠋ

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

未来へ、先人の技をつなぐ「結い」の家

株式会社 建築工房匠

代表取締役 福迫健

鹿児島県鹿児島市

鹿児島湾に面する住宅で省エネ地域 7 に対応している。地域の材
料を用い、職人との連携を図り伝統的技術技法を取り入れながら、
長期優良住宅認定を受けた和風建築として施主の要望に応えてい
る。

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ                     ᕷ⏫ᮧྡ㸸㮵ඣᓥ┴㮵ඣᓥᕷ

ᮍ᮶ࠊඛேࡢᢏࢆࡘ࡞ࡄࠕ⤖࠸ࠖࡢᐙ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛⚟㏕   ົඛྡ㸸(ᰴ)ᘓ⠏ᕤᡣ          ົඛఫᡤ㸸㮵ඣᓥ┴㮵ඣᓥᕷᏱᐟ 5 ┠ 30-2
      㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸㸮㸷㸷㸫㸰㸴㸲㸫㸰㸮㸱㸲 FAX㸸㸮㸷㸷㸫㸰㸴㸲㸫㸰㸯㸱㸲
ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯

እほࡣࠊ❿᱁Ꮚࢆᙉㄪࡋࡓ⏫ᒇࡢ㊃ࢆ㔊ࡍ 2 㝵ᘓ࡚ࠋ

㸱ࠊ⮬↛⣲ᮦ࡛ࠊேࡢᚰయࡀᩚ࠺ᗣఫᏯ

ෆࡣṇ௦≀ࡢᘓලࠊḍ㛫࡞ࢆ⏝ࠋኳ

እᵓࡸࣉ࣮ࣟࢳ⋞ᫀ▼ࠊ㕲ᖹ▼ࠊ⁐ᒾࢱࣝ⏝࠸

ࡀከࡃ㧗 ከ‵ࠊ⸃ᦶ༙ᓥࡢᒣ୪ࡳ㮵ඣᓥ‴ࡣࡉ

ࡣ༑ᩥᏐ⤌ࢇࡔ͆ኴ㰘ᱱ͇ࠊᑠᒇ⌧ࡋୖࡆࠋᒇ

ࢡࣛࣥࢺࡢᚰᏳࡽࡄሙࡋ࡚ࠊᗞࡣỈ⍆❍ࢆ

ࡲࢀࡓᖹᆠᆅࠋሙࡣẚ㍑ⓗ ᬮ࡞ᆅᇦࠋࢡࣛࣥ

᰿᩿⇕ᛶ⬟⪏㟈ᛶࢆ☜ಖࡋ࡞ࡀࡽࠊ㛤ᨺឤఏ⤫⨾

ࡋࡓࠊ᳜᱂ࡋࡓᮌࡼࡿᚤẼೃࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆ≺

ࢺࡢᕼᮃࡍࡿࣛࣇࢫࢱࣝࢆ⪃៖ࡋ⮬❧ᚠ⎔ᆺఫ

ࢆ㏣ồࡋࡓᐙ࡞ࡗࡓࠋ

ࡗࡓࠋ

Ꮿࡢᡭἲࢆ᥇⏝ࠋ༡㠃ࡁ࡞㛤ཱྀ῝࠸ᗊࢆฟࡋࠊ

ࡢࠖ⤖ࠕڧᐙࡢ㸳ࡘࡢ≉ᚩ

᪥ᑕྲྀᚓ㐽ⶸ㓄៖ࠋእቨࡢ୍㒊ࡣ⇕࣭෭࣭ㄪ

㸯ࠊఏ⤫᪂ᢏ⾡ࡀ⼥ྜࡋࡓᛌ㐺ᛶ⬟

ࡋࡳࠊᚰ㌟ࡶࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁࡿࠖࡢゝⴥࡀᆅᇦ࡛

‵ࢆ≺࠸ᮌᮌ⯙ࣃࢿࣝ᪉ᘧࡢᅵቨࡋࠊ᪥ᑕ⇕ྲྀᚓ

ྂẸᐙ㢼࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽᐇࡣㄆᐃ㛗ᮇඃⰋఫᏯࠋ⪏㟈➼

ᘓ⠏㛵ࢃࡗࡓ⪅ࡓࡕࡢບࡳ࡞ࡗࡓࠋ

᥇ගࡢⅭᒃ㛫ୖ㒊྿ࡁᢤࡅࢆタࡅࡓࠋኟᏘࡢẼ⏝

⣭㸱ࠊ⪏㢼➼⣭㸰ࠊ ⇕⎔ቃࡘ࠸࡚ࡣ᩿⇕➼ᛶ⬟➼

㸲ࠊࣂࣜࣇ࣮࡛ࣜேேࢆࠕ⤖ࠖࡪ

㛤㛢࡛ࡁࡿ㧗❆ࢆタ⨨ࠊྎ㢼ᑐ⟇㛤ཱྀ㒊ࢩࣕࢵ

⣭㸲㸦㹆25 ᖺᇶ‽㸧
ࠋ

ࢱ࣮㞵ᡞࢆタࡅࡓࠋ

ኟᏘࡣ༟㉺㢼ࢆ⏝ࡋタഛ㢗ࡽࡎ⇕㈇Ⲵࡀᑡ࡞࠸

ࢆタࡅ㌴࠸ࡍࡢࡲࡲධᐊྍ⬟ࠋఫᏯࡋ࡚ࡢࣉࣛࣂ

⎔ቃࡀᣢ⥆ࠋᏘࡣ࢚ࢥࣥ 1 ྎࡢࡳ࡛ᐙయࡀຠ⋡

ࢩ࣮ࢆಖࡕ࡞ࡀࡽࡶࠊ⦆ࡸእ㒊ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡼࡃᬮࡵࡽࢀࣄ࣮ࢺࢩࣙࢵࢡண㜵㓄៖ࡋࡓࠋ

⥆ࡁ㛫࡛⭜ࡅࡸࡍ࠸ᑠୖࡀࡾࡢ␚ࡢ㒊ᒇࡣᘬฟ

ࡋࡓ࠸ࠖࡢពྥྜࢃࡏࠊࢥ࣑ࢽࣗࢸࡢሙࡋ

㸰ࠊᯘᴗ࣭〇ᮦᡤ࣭ᕥᐁ࣭ᕤ ᆅሙ⏘ᴗࡀᡭࢆ⤖ࡪ

ᘧࡢ㋃ࡳẁࢆタࡅࡓࠋ㌴࠸ࡍᑐᛂࡢ࣮࣒࢚࣮࣍ࣞ࣋ࢱ

࡚ࡢά⏝ࡶᐃࠋ
͆ᆅᇦ⤖ࡤࢀࠊྂ࠸ࡶࡢ᪂ࡋ࠸

እቨࡋࡓᅵቨࡢཎᩱࡣ㮵ඣᓥࡢᅵࠋᕥᐁ⫋ேࡀᅵ

࣮ࡶタ⨨ࠋ㝵ẁࡣ㋾ୖࢆపࡃࡋࠊ㧗㱋⪅ࡶ㓄៖ࡋࡓࠋ

⏕ࢆ྿ࡁ㎸ࡳࠊఫࡲ࠺ே࣭ゼࢀࡿேࢆᚰ㌟ඹ⒵ࡍ

࡙ࡃࡾࡽ⾜࠸ࠊᅵቨࡢᩥࢆ⥅ᢎࡋࠊಖᏑࡍࡿሙ

㸳ࠊࠕ⤖࠸ࠖࡢᐙࢆᨭ࠼ࠊᮍ᮶⥅ᢎࡉࢀࡿᢏ

ࠕ⤖࠸ࠖࡢᐙ͇ࡀᡂࡋࡓࠋ

࡞ࡗࡓࠋᘢ♫ࡣᚋࡶ⊂⮬ࡢࠕࡈࡋࡲᅵቨ⏕ࣉࣟ

ఏ⤫࠶ࡿᘓලࠊ᪂ࡋ࠸͆ࢹࢨࣥࠊᙧ≧ࠊⰍࠊ

ەసရࡢᴫせ

ࢪ࢙ࢡࢺࠖ⥅⥆ⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ

ࡅ͇ࢆ㛫ࢆࡅ࡚⤌ࡳ㎸ࢇࡔࠋ᭤ࡾᮦࡢ⏝ࡸỈ⍆

❹ᕤᖺ㸸2014 ᖺ

ᮌᮦࡣࠊ㮵ඣᓥ┴ㄆドࡈࡋࡲᮦࢆ⏝ࡋ㹁㹍㸰ࢆᅛ

❍〇స㐣⛬ࡢᮌࡸ▼ࡢぢ❧࡚ࡽࠊᕤࡢᢏἲ⥅ᢎ

ᩜᆅ㠃✚㸸249.04 ੍    ᘓ⠏㠃✚㸸112.37 ੍

ᐃࠋ〇ᮦẁ㝵ࡢᮌࡃࡎࡣ⇱ࡢ⇞ᩱࡋ࡚ࣜࢧࢡ

ࡶດࡵࡓࠋཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓᢏࠊ᩿⇕ࡸ⪏㟈➼ࡢ᪂

ᘏᗋ㠃✚㸸155.04 ੍  ᵓ㐀㸸ᮌ㐀㸦ᅾ᮶ᕤἲ㸧

ࣝࠋ࠸ᡭࡀᝏ࠸ᩗ㐲ࡉࢀࡿࢫࢠᚄᮦ㸦ᵓ㐀ᮦ㸧

ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆ⼥ྜࡉࡏࠊఫࡲ࠸ᡭࡇࢀࡽࡢࣛࣇࢫ

┬࢚ࢿᆅᇦ 7:㹯್ 273W/(੍࣭K)

ࢆ✚ᴟⓗ⏝ࠋᯘᴗ㛵ಀ⪅ࢱࢵࢢࢆ⤌ࡳࠊὶ㏻ࢥ

ࢱࣝࢆᥦࡋ⥆ࡅࡿࡀࠊᡃࠎᆅᇦ᰿ᕪࡍᕤົᗑ

ەసရࡢ≉ᚩ

ࢫࢺࡢ๐ῶࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ࡢ㈐ົ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࠊࡇࢀࡽࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘓタᆅࡣ㐣ཤ 5 ᖺ㛫ࡢኟᏘ᭱㧗Ẽ

35.5 ᗘࠊྎ㢼

እほࡣ⾤୪ࡳ㢼ࢆ࠼ࡿࠕࠖࡢࢹࢨࣥࠋࢡ
ࣛࣥࢺࡢࠕᑗ᮶ࡣ㧗㱋⪅࣭㞀ࡀ࠸⪅ࡢ᠁࠸ࡢሙᡤ

Ꮫ≀㉁㐣ᩄ࡞ࢡࣛࣥࢺࡢࠕᐙᖐࡿࡢࡀᴦ

ഃ➉ࡢ᳜࠼㎸ࡳࠊᐊෆࡲ࡛㐃⥆ࡍࡿࢫ࣮ࣟࣉ

Ќ᩿㠃ィ⏬ᴫせ
ఏ⤫ⓗ࡞ពࠊ⪏㟈࣭⪏㢼ᛶࠊࡑࡋ࡚᩿⇕ᛶ⬟ࢆ
ࡋࡗࡾ☜ಖ࡛ࡁࡿタィ࡞ࡗࡓ
Ќ࢚ࢥࣥ㸦㸯ྎ㸧ࡼࡿ㛫Ḟᬮᡣ
Ўᡭ㛫ࡢࡿ⢝㔜ᒇ᰿  㮵ඣᓥ⏘ࡢᮡᚄᮌࡽࡗࡓᮦЎ

㸰㝵ᖹ㠃ᅗ

ᅵቨሬࡾయ㦂Ў Ꮚ౪ࡓࡕࡶࡣࡋࡷࡂ

㸯㝵ᖹ㠃ᅗ

┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᆅᇦ༊ศ 7
እ⓶ᖹᆒ⇕㈏ὶ⋡㸦UA㸧
㸸0.65W/(੍࣭K) ӌ0.87㸦H25 ᇶ‽㸧
㸸1.8 ӌ2.7㸦H25 ᇶ‽㸧
෭ᡣᮇᖹᆒ᪥ᑕ⇕ྲྀᚓಀᩘ㸦ȞA㸧
༢ ᗘᕪ࠶ࡓࡾࡢእ⓶⇕ᦆኻ㔞㸦㹯㸧
㸸273W/K
⇕ᦆኻಀᩘ㸦Q㸧
㸸2.25W/(੍࣭K) ӌ2.7㸦H11 ᇶ‽㸧
⮬❧ᚠ⎔ᆺఫᏯࡢタィ࢞
ࢻࣛࣥࡼࡿ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮
ຠᯝ㸸๐ῶ⋡ 35.9㸣

ЎỈ⍆❍ࡢ〇స

Ќ᥇᥀⌧ሙ࡛ࡢᅵ࡙ࡃࡾ
ⲨሬࡾᚋࡢᅵቨЍ

Ќタィࡢᕤኵࡽᕤࡢᡭ้ࡳࠊᅵቨࡸ▼ᮦ࡞ࡢᕥᐁࠊ⮬↛ሬᩱࡇࡔࢃࡗࡓᮌ㒊ሬࠊỈ
⍆❍ࡢタ࠼ࡸᮌࠎࡢ㓄⨨⮳ࡿࡲ࡛ඛேࡢ▱ᜨࢆཷࡅ⥅࠸ࡔ⫋ேࡓࡕఏ⤫ࡢᢏ࡛ࡘࡃࡾୖࡆࡿ
͆ᮏ≀͇ࡇࡑࡀᡃࠎࡀ⠏࠸࡚ࡁࡓࢧࢫࢸࢼࣈࣝᘓ⠏ゝ࠼ࡿࠋ
Ћ⌧ࡋࡢᆶᮌࠊࡣࡵ㎸ࡲࢀࡓྂᘓල
࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࣮࣍ࣝࡣᗈࡵ☜ಖ
እほ ഃࡼࡾ⋞㛵࣭ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ྥࢆぢࡿЌ

Ќ❹ᕤᚋࡢᨺᑕ ᗘ ᐃࡢᵝᏊ

Ќ㌴࡛ୖୗ㛤㛢ࡍࡿ㞀Ꮚᡞࠋኟሙࡢ⇕Ẽᑐ⟇

Ќ㢼ࣔࢲࣥ࡞ෆ㒊ពࠋᡭ๓ࡣࢫ࣮ࣟࣉ

ЌᚤẼೃࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠋ༡㠃ࡢⴠⴥᑠ㧗ᮌ

ฟᖜ 90 ࡢ㌺ᗊЌ

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

水俣エコハウス ～足るを知る普通の家～
すまい塾古川設計室 古川保
水俣市産業建設部都市政策課建築住宅係
篠計画工房 篠節子
熊本県水俣市

高温多湿な地域にたつ伝統工法による住宅である。真壁構造、大
屋根、三和土、土壁の採用など、木造建築の自然素材を資源循環
の立場から再評価し活用している。言わば現代社会における伝統
建築の持つすまいづくりでの優位性を再認識した作品と言える。

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ

  ᕷ⏫ᮧྡ㸸⇃ᮏ┴Ỉಛᕷ

Ỉಛ࢚ࢥࣁ࢘ࢫ 㹼㊊ࡿࢆ▱ࡿᬑ㏻ࡢᐙ㹼
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸ࡍࡲ࠸ሿྂᕝタィᐊ 

ົඛఫᡤ㸸⇃ᮏ┴⇃ᮏᕷ༡༊ᕝᑼ 4 ┠ 10-5

㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸096-357-0973 FAX㸸096-357-0973
ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯

ࡀḟୡ௦ࡶᣢ⥆ྍ⬟࡞ࠊேࡶᆅᇦࡶᆅ⌫ࡶඃ

Ỉಛࡣᅜⓗࡣ ᬮ࡞Ẽೃ࡛ࠊᖺ㛫㞵㔞ࡣ 2200 ৹

ࡋ࠸ᚠ⎔ᆺ♫ࡢ⏕ά࡛ࡍࠋ

ከࡃࠊ㧗 ከ‵࡞ᆅᇦ࡛ࡍࠋỈಛࢆ⤒㦂ࡋࡓᕷẸ

ەసရࡢ≉ᚩ

ࡣࠊ୍᪦᩿⤯ࡉࢀࡓேேࡢ㛵ಀࠊ⮬↛ேࡢ㛵ಀ

ᘓ⠏ࡶ⏝ࡶ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᴟຊࢃࡎࠊࡉࡽࡣ

ࡸᆅ⾲㠃㏆ࡃࡢẼ ୖ᪼ࢆᢚ࠼ࡲࡍࠋ

ࢆྲྀࡾᡠࡍࡓࡵࠕࡶࡸ࠸ࠖᛮࢆぢ┤ࡋࠊ⮬↛ே

ฎศࡶ↮ᅵ㑏ࡿఏ⤫ᵓἲࡢᐙ࡛ࡍࠋ

ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ۍᒣࡢᮌྜࢃࡏࡓタィᑍἲ ᭤ࡀࡾᮌࡣᱱࠊ┤ᮦ

Ỉಛࡢࡇࡢ

ᬮ࡞Ẽೃࢆ⏕ࡍࡣࠊ❆ࢆ㛤ࡅᨺࡕࠊ

ෆ㒊እ㒊ࢆ⦆ࡸࡘ࡞ࡄ⦕ഃࢆࡋ࡚⮬↛ࡀࡶ

ኪၥࢃࡎ㢼ࢆ᥇ࡾࡳࡲࡍࠋ
ࡢ⥳ۍຠᯝ ⲡᮌࠊపᮌࠊ୰࣭㧗ᮌࡼࡾᆅ⾲㠃 ᗘ

ࡣᰕ⏝ࠋࡁࡉࡸ㛗ࡉࡣᒣࡢᮌྜࢃࡏ࡚ࡲࡎ

ۍᾴ ㏻㢼⥳ࡢຠᯝࠊ⋞㛵ࡢ୕ᅵỈࢆᧈࡃ࡞
┦ຠᯝ࡛ࠊ࢚ࢥࣥ࡞ࡋࡢᡪ㢼ᶵࡔࡅࡢ⏕ά࡛ࡍࠋ
ۍᬮ ⸄ࢫࢺ࣮ࣈ࡛ᬮࢆࡾࠊᅵቨࡢ⇕ຠᯝ࡛ᬮ
ࡉࢆᣢ⥆ࡋࡲࡍࠋ
ۍ᩿⇕ ቨ㸭ᗋ㸸ᮡࡢᶞ⓶࡛ࡘࡃࡗࡓ᩿⇕ᮦࠋ

ᮦᩱ࠶ࡾࡁࡢ㐺ᮦ㐺ᡤ㓄⨨ࡋࡲࡍࠋ

ࡓࡽࡍᅄᏘᢡࠎࡢ㢼ᬒࢆឤࡌ࡞ࡀࡽᆅᇦࡢேࡢࢥ

ۍ㊊ୗࡢゎᨺ ᰕࢆඃඛࡉࡏࡓ㊊ᅛࡵᕤἲ࡛ᗋୗࡢ

࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⏕ࡲࢀࡿᐙࡀࡼ࠸⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ

㢼㏻ࡋࢆⰋࡃࡋࠊ⸆ࢆࢃ࡞࠸࡛ⓑ⽥ᑐฎࠋ

ࡉࡽỈಛࡣࠊᮡᱠࡢ⏘ᆅ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ᫇࡞ࡀࡽࡢᢏ

ۍᮌ⤌ࡳ 㛗ᣢࡕࢆ⪃࠼ࡿᮌࡣᮌ࡛␃ࡵࡿࡢࡀࡼ

⾡ࢆཷࡅ⥅ࡄ⫋ேࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᢏ⾡ࢆ⏕

࠸⪃࠼ࡲࡍࠋᕤࡢᡭ้ࡳ࡛᫇࡞ࡀࡽࡢ⥅ᡭ

ࡍࡓࡵࡶࠊᆅඖࡢ⫋ேࡀᆅඖࡢᮌ࣭ᅵ࣭⣬ࢆࡗ࡚

ཱྀ࣭㎸ᰦ࡛ᮌࢆ⤌ࡳୖࡆࡲࡍࠋ

ኳ㸸ᘓ⠏୰ࡢᗫᮦࡢ㕹ᒌࢆ᩿⇕ᮦ⏝ࠋ
❆㸸ෆ㞀Ꮚࢆࡣࡵ࣌࢞ࣛࢫ௨ୖࡢᛶ⬟ࢆ☜ಖࠋ
ەỈಛ࢚ࢥࣁ࢘ࢫࡢ⌧ᅾࡢྲྀ⤌ࡳ
ձẼೃ㢼ᅵ࠶ࡗࡓᛌ㐺࡞͆ఫ͇⎔ቃ࡙ࡃࡾࡸࠊఏ⤫
ᵓἲࡼࡿᢏ⾡ࡢ⥅ᢎࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊᕷẸࡀᆅ

ۍ㈏➉ᑠ⯙ᅵቨ ㈏ࡣᰗࡢᮌࡢࡼ࠺ᰂࡽࡃ

ඖࡢ㈨※㸦ᮌᮦࠊ〇ရࠊᴗ⪅ࠊ⫋ே➼㸧ࢆά⏝ࡋ࡚

ەసရࡢᴫせ

⢓ࡗ࡚ᆅ㟈⪏࠼ࡿᵓ㐀せ⣲࡛ࡍࠋᅵቨࡶᵓ㐀せ⣲

ࡘࡃࡿࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖࢆᘓ⠏㸦᪂⠏࣭ቑ⠏㸧

Ỉಛ࢚ࢥࣁ࢘ࢫࡣࠊኟࡣᬬࡃ࡞࠸⛬ᗘࠊࡣᐮࡃ࡞࠸

࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊኟࡣࡑࡢㄪ‵ຠᯝ࡛ࡦࢇࡸࡾࠊ

⛬ᗘࡢࠕ㊊ࡿࢆ▱ࡿᬑ㏻ࡢᐙ࡛ࠖࡍࠋࡘ࡚ࡢ᪥ᮏே

ࡣࡑࡢ⇕ᛶ⬟࡛ᬮࡉࢆᣢ⥆ࡍࡿ

ࡀࡑ࠺ࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺⏕άࡢ▱ᜨࡼࡗ࡚࢚ࢿࣝࢠ

࡞ࡿඃ⚽࡞⣲ᮦ࡛ࡍࠋ

ఏ⤫ⓗ࡞ᵓἲ࡛ࡘࡃࡿࡢࡀࡼ࠸⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ

⇕せ⣲ࡶ

ࡢ⿵ຓ
ղᐙᗞ⳯ᅬࠊࢥ࣏ࣥࢫࢺࠊ⸄ࢫࢺ࣮ࣈࡢ⏝ἲ࡞ࢆ
ᕷẸࡶᏛࡪ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദ

࣮ࢆᴟຊࢃ࡞࠸ఫࡲ࠸᪉ࢆᥦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊ ࠸῝ۍ㌺⦕ഃ ኟࡢ┤ᑕ᪥ගࡸ㢼㞵ࡽᏲࡗ࡚ࡃ

ճ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸ⎔ቃ㓄៖ࡢᬽࡽࡋࢆ⪃࠼ࡿࠕ࢚ࢥࣛ

ᶵᲔタഛࡢᛶ⬟ࡼࡗ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆຠ⋡ⓗ࠺

ࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡇࡽぢ࠼ࡿᅄᏘᢡࠎࡢᬒⰍࠊ

ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊே㛫ഃࡀࡑࢀࢆุ᩿ࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ

㏆ᡤࡢேࡓࡕࡢὶࡀ⚾ࡓࡕࡢᚰࢆ㇏ࡋ࡚

մᏘ⠇ࢆឤࡌࡿ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ

ࡃࢀࡿእ㒊ࡢ⦆⾪✵㛫࡛ࡍࠋ

յኟࡢᬬ࠸᪥ࡢᬬ࠸㛫㏻㢼ࡼࡿ࡛ᛌ㐺ᬽ

࠺ࡇࢆࡋࡓ࠸ࡽ࡛ࡍࠋࠕ㊊ࡿࢆ▱ࡿࠖ

ࣇࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࡢᐇ

ࡣࠗ⮬ศࡢ㌟ศࢆࢃࡁࡲ࠼࡚ࡴࡉࡰࡾࡢᚰࢆ㉳ࡇࡉࡠ

ۍㄪ‵ ᅵቨࠊ୕ᅵࠊ⸕ᗋ␚ࠊᡭⁿࡁ⣬㞀Ꮚࠊᮡ

ࡽࡍࡓࡵࡢࠕⅎ⇕ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࢆẖᖺ 8 ᭶㛤ദ

ࡇ࡛࠘࠶ࡾࠊ⮬↛ඹᬽࡽࡋ࡚ࡁࡓࡘ࡚ࡢ᪥ᮏ

ᗋࠊ⁽႞ቨ࡚ࡢ⣲ᮦㄪ‵ຠᯝࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

նᆅඖࡢ⫋ேࡼࡿᆅඖࡢᕤᴗ㧗ᰯᘓ⠏⛉Ꮫ⏕ࡢ

ேࡢᚰࡣ⮬ࡎഛࢃࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋᚲせ௨ୖࡢ

ۍ㏻㢼 ༡ࡢ㛤ཱྀࡽ❆ࠊ྿ᢤࡅࢆࡋ࡚ 2 㝵

ᛶ⬟ࢆ㏣ồࡏࡎࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᴟຊࢃ࡞࠸ఫࡲ࠸᪉
ࢿࣝࢠ ࢆᴟຊࢃ࡞࠸ఫࡲ࠸᪉

㢼ࡀᢤࡅࠊᮌ〇ࡢ㠃᱁Ꮚ⥙ᡞࡸ↓❆ࡽࡣ
㢼ࡀᢤࡅࠊᮌ〇ࡢ㠃᱁Ꮚ⥙

ఏ⤫ᵓἲࡼࡿ≀⨨ᘓタᣦᑟࢆࡋࠊࡑࡢᚋࡣᯘᴗ⛉
Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ࡶᮦᩱ࣭ᕤἲࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇ

㹼Ỉಛ࢚ࢥࣁ࢘ࢫࡢ⌧
⌧ᅾࡢྲྀ⤌ࡳ㹼

ᘓ⠏ᮦᩱࡢࡺࡃ࠼Ѝ
Ѝ
Ўᆅ⏘ᆅᾘ
Ў
ᆅ⏘ᆅ 

ձ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࡢ᥎㐍࣭⿵ຓ

ղᐙᗞ⳯ᅬ࣭ࢥ࣏ࣥࢫࢺ࡙ࡃࡾ

ճ࢚ࢥࣛࣇࢭ࣑ࢼ࣮

մฏ࡙ࡃࡾయ㦂

յⅎ⇕ࢭ࣑ࢼ࣮

նᆅඖࡢ⫋ேࡼࡿᏛ⏕ᣦᑟ

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

都市型プロトタイプ住宅「木箱 212」

葛西潔建設設計事務所 葛西潔

東京都杉並区

市街地小宅地に提案された住宅である。両側全面開放を 1 方向門
型木造ラーメン構造により確保している。主構造の「箱」は同一
部材を活用して室内の通風性能、収納空間を確保し、単純な外形
は容易に外断熱工法の効果を発揮できる。

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ

  ᕷ⏫ᮧྡ㸸ᮾி㒔ᮡ୪༊

㒔ᕷᆺࣉࣟࢺࢱࣉఫᏯࠕᮌ⟽㸰㸯㸰ࠖ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸ⴱす₩ᘓ⠏タィົᡤ ⴱす₩ 

ົඛఫᡤ㸸ᮾி㒔ᮡ୪༊ஂᡃᒣ㸱㸫㸰㸴㸫㸳

㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸㸮㸱㸫㸱㸰㸲㸵㸫㸱㸮㸲㸯 FAX㸸㸱㸫㸱㸰㸲㸵㸫㸱㸮㸲㸰
ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯

⏝ࡋࠊࣛࢢࢫࢡ࣮ࣜࣗࢆ⏝࠸࡚㛛ᆺࣇ࣮࣒ࣞࢆࡘ

ᇶ♏ࢆྵࡵእ᩿⇕ࡋࠊḟୡ௦┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶ‽ࠊ࣌

㒔ᕷ㒊ࡢఫᏯၥ㢟ࡽ㛤Ⓨࡋࡓᮌ㐀ᵓἲ

ࡃࡾࠊ㸲㸳㸳ੈࣆࢵࢳ࡛୪࡚ࢺࣥࢿࣝ≧ࡢᯫᵓࢆᙧ

࢞ࣛࢫࢆᶆ‽ᵝࡍࡿࠋ
▷࠸㏻㟁㛫࡛㸯᪥୰㤋ᬮᡣࡀྍ⬟࡞ᅵተ⇕ᘧ

㒔ᕷ㒊ࡢᏯᆅࡣᑠࡉ࠸ࡶࡢࡀከࡃࠊ⊃ᑠᩜᆅᘓࡘఫ

ᡂࡍࡿ㸦㹊㹔㹊㸪㞟ᡂᮦ࡛ࡶྍ⬟㸧ࠋḟࠊዟ⾜᪉ྥ

Ꮿࡣዟ⾜ᑐࡋ࡚㛫ཱྀࡀ⊃࠸ ഴྥ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺

ᵓ㐀⏝ྜᯈࢆ㈞ࡾ⪏㟈ቨࢆࡘࡃࡿࠋ୍᪉ྥࡢእ࿘ቨ

ᗋᬮᡣࢆᕤࠋ

࡞ఫᏯ࡛ࡣ㛫ཱྀฟධࡾཱྀ᥇ග࣭㏻㢼ࡢ❆ࢆタࡅࡿ

ࡋ⪏ຊቨࢆタࡅ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ㛫ཱྀ᪉ྥࡣ㛛ᆺࣇ

ᰕࢆ⏝ࡋࡓቨ㠃⣡

ྠࡌ㠃⪏㟈ቨࢆタࡅࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ

࣮࣒ࣞࡔࡅ࡛ᣢࡕࠊෆ㒊ࡶᵓ㐀せ⣲ࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋ

⾲ࡋ࡞ࡗࡓᰕࡢ㛫ᲴᯈࢆΏࡍࡇ࡛ቨ㠃㠃ࡀ

ࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢఫᏯࡣᐙ᪘ࡢᑗ᮶ⓗ࡞ࣛࣇࢫࢱࣝࡢ

ەసရࡢ≉ᚩ

⣡ቨ࡞ࡿࠋ

ኚྜࢃࡏࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ㛫ྲྀࡾࡢྍኚᛶ ࢆ⪃࠼ࠊ

୍᪉ྥ࣮࣓ࣛࣥ㐀

Ⰻዲ࡞ᐊෆ⎔ቃ

ෆ㒊ࡢቨࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ

ෆ㒊ᵓ㐀せ⣲ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡓࡵࠊቨࡸ㛫ษࡾࡢ࡞࠸

ᐊෆഃࡣᰕࠊᱱࢆ⾲ࡋࡋ࡚࠸ࡿࠋୖࡆᮦࢆ㈞ࡽࡎ

⌧௦ࡢఫᏯࡢồࡵࡿ㛤ᨺᛶࠊᮌᵓ㐀ࡀᚲせࡍࡿ⪏

㛤ᨺⓗ࡞୍ᐊᒃఫ✵㛫ࡀᐇ⌧ࡍࡿࠋ⌧௦ࡢᐙ᪘ࡣ୍⥴

ᮌࢆ┤᥋✵Ẽゐࢀࡉࡏ⪏ஂᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࠋᐊෆࡢ

㟈ቨࡢᏑᅾࡣࡑࡶࡑࡶ▩┪ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࠋ

㐣ࡈࡍ㛫ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡏࡵ࡚ᐙ࠸ࡿ㛫ࡣ࠸ࡢẼ

ㄪ‵ຠᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᇶ♏ࢆ㧗ࡃ❧ࡕୖࡆࡿࡇ࡛

ࡇࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙜົᡤ࡛ࡣᮌ㐀୍᪉ྥ࣮࣓ࣛࣥ

㓄ࢆឤࡌ࡞ࡀࡽᐙ᪘ࡀ୍⥴㐣ࡈࡏࡿࡼ࠺ࠊࡁ࡞

⸆ࢆ⏝࠸ࡎ㜵⭉࣭㜵⽥ᑐฎࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㐀ࠕᮌ⟽㸰㸯㸰ᵓἲࠖࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ㛤ᨺᛶࠊ㛫ྲྀࡾࡢ

ࠕᐙ᪘ᐊࠖࢆᥦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ە᪂ࡓ࡞ࣉࣟࢺࢱࣉࡀ┠ᣦࡍ⾤୪ࡳ࡙ࡃࡾ

ྍኚᛶࠊ⪏㟈ᛶࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶࢆഛ࠼ࡓࠊࡇࡢ᪂ࡓ

༡㠃㠃㛤ཱྀ

ᰕࠊᱱྠࡌ㒊ᮦࢆ࠸ࠊཱྀࡣ㸯✀㢮࠸࠺ྜ⌮ⓗ

࡞ᵓἲࢆ᪂ࡓ࡞㒔ᕷᆺఫᏯࡢࣉࣟࢺࢱࣉࡋ࡚ᬑ

㛫ཱྀ᪉ྥࡣ㛛ᆺࣇ࣮࣒ࣞࡔࡅ࡛ᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ

࡞⡆᫆ᕤἲࡢࡓࡵࠊᮦᮌࡢ㍺ධࠊᵓἲࡢ㛤Ⓨࠊタィࠊ

ཬࡉࡏࡿࡃࠊ㸯㸮㸮Ჷᘓタࢆ┠ᶆᘓタࡋ⥆ࡅ࡚࠸

㠃㛤ཱྀࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡣኴ㝧ගࢆᐊෆ᭱㝈ྲྀࡾ

ᕤᐙ࡙ࡃࡾࡢࡍ࡚ࡢᕤ⛬ࢆᙜタィົᡤ࡛⾜

ࡿࠋ⌧ᅾ㸶㸯Ჷࡀᡂ ࡋࠊ㸰㸮㸮㸳ᖺࡣ≉チࢆྲྀ

㎸ࡳࠊኟࡣ༡ࡢ㛤ཱྀࢆ㛤ࡅࡿࡇ࡛ᐊෆ㢼ࡢ㏻ࡾ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᚓࡋࡓࠋ㸦ͤ≉チ␒ྕ ➨ 3679748 ྕ

㐨ࢆࡘࡃࡿࠋ᥇ග࣭㏻㢼ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡛ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ

ྠࡌ⫋ேࢢ࣮ࣝࣉࡀྠࡌᵓἲࢆᡭࡅ⥆ࡅࡿࡇ࡛

ࠕᮌᵓ㐀࠾ࡅࡿ⪏㟈ᛶࣇ࣮࣒ࣞࠖ
㸧

ࡓ෭ᬮᡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ๐ῶ⧅ࡀࡿࠋ

᪂ࡓ࡞ఏ⤫࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ㒔ᕷ㒊ࡢᏯᆅࡢၥ㢟ࢆゎỴ

ەసရࡢᴫせ

┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶ

ࡍࡿ᪂ࡓ࡞㒔ᕷᆺࣉࣟࢺࢱࣉࡋ࡚ᗈࡵࠊ⌧௦ࡢ㒔

ࠕᮌ⟽㸰㸯㸰ᵓἲࠖࡢࡋࡃࡳ

ᰕࠊᱱྠ୍㒊ᮦࢆ⏝ࡋࠊవࡗࡓ➃ᮦࡣᲴᯈࡸࢫ࣌

ᕷ㒊ࡢΰἁࡋࡓ⾤୪ࡳࡽࠊ᪂ࡓ࡞⾤୪ࡳ࡙ࡃࡾࢆ

つ᱁㒊ᮦ㸰㸯㸰㸦ࢶ࣮ࣂࢺ࢚ࣝࣈ㸧ᮦࢆᰕᱱ

࣮ࢧ࣮⏝ࡍࡿࡓࡵࠊᕤẁ㝵࡛↓㥏࡞ᮦࡀฟ࡞࠸ࠋ

┠ᣦࡋࡓ࠸ࠋ

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

大宮ヴィジョンシティプロジェクト みはしの杜
株式会社 中央住宅
ポラスタウン開発 株式会社
埼玉県さいたま市

埼玉県大宮市にある戸建て住宅地開発で、住宅と区画道路配置に
通風、遮風対策を施している。住環境を確保するため卓越風方向
と直角に道路を配置し、植栽設置と併せ団地内風環境を制御しつ
つ 5 つの街区環境を提供している。

㻌ᵝᘧ㸰
ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ

ᕷ⏫ᮧྡ㸸ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷ

ᐑࣦࢪࣙࣥࢩࢸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࡳࡣࡋࡢᮭ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸ᰴᘧ♫ ୰ኸఫᏯ

ఫᡤ㸸ᇸ⋢┴㉺㇂ᕷ༡㉺㇂ 1-21-2 ࣏ࣛࢫࣅࣝ 3F

㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL 048-987-6333 FAX 048-987-8130

ົඛྡ㸸࣏ࣛࢫࢱ࢘ࣥ㛤Ⓨᰴᘧ♫  ఫᡤ㸸ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷ༡༊ᙳ 1-12-1 ࢼ࣮ࣜ࢞ࢹࣥ B203
㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL 048-872-8230 FAX 048-872-8231
ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯
ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡉ࠸ࡓࡲᕷࡢࡰ୰ᚰ⨨ࡍࡿ

ەసရࡢ≉ᚩ

㊃ྥࡢఫࡲ࠸ᡭᑐᛂࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ձ⎔ቃ㓄៖ࡢ⾤༊ィ⏬

࠙ඛ㐍⾤༊(ᢏ⾡ࡸタഛࡼࡿ┬࢚ࢿ㊃ྥ)ࠚ

ᐑ༊࠶ࡾࠊᐑ㥐ࢆ᭱ᐤ㥐ࡋ࡞ࡀࡽࠊィ⏬ᆅすഃ

ࡉ࠸ࡓࡲᕷࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱࡸ࿘㎶⎔ቃࢆศᯒࡋ࡚ࠊ

ࡣ୕ᶫ⥲ྜබᅬࡸ㬞ᕝࡀ㏆᥋ࡍࡿ⮬↛⎔ቃᜨࡲ

ᵝࠎ࡞ኟࡢ㏻㢼⏝ࡢ㐽㢼ᑐ⟇ࢆࡋࡓࡶࡢ

ࢀࡓ❧ᆅ᮲௳࡛࠶ࡿ࠸࠺≉ᚩࢆ᭱㝈άࡋࡓ

ࡋࠊCFD ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛Ỵᐃࡋࡓࠋ

⾤༊タィࠊྛఫᏯࡢᵝࠎ࡞┬࢚ࢿᡭἲࡸྲྀ⤌ࡳࡢ᥇
⏝ࡼࡿ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯᅋᆅ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࠊᖹᡂ 25
ᖺᗘ➨㸯ᅇ┬ CO2 ඛᑟᴗ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
ەసရࡢᴫせ
ᡤ ᅾ ᆅ㸸ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷᐑ༊୕ᶫ㸯┠
⏝㏵ᆅᇦ㸸ᕷ⾤ㄪᩚ༊ᇦ
㸦➨㸰✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦ‽ᣐ㸧
㛤Ⓨ㠃✚㸸㸰㸳㸪㸱㸱㸮੍
ఫᏯᲷᩘ㸸㸯㸰㸳Ჷ

❧ᆅ⎔ቃࢆά⏝ࠋ
࣭㞄Ჷ㛫㝸ࢆ 1.8m ௨ୖࡍࡿ࡞ࡢ」ᩘࡢᘓ≀㓄
⨨ࡢᕤኵࡼࡿ㏻㢼㓄៖ࠋ

ࡲࡓࠊᲷ㹆㹃㹋㹑ࢆᦚ㍕ࡋࠊᆅᇦẼ㇟ࢹ࣮ࢱ
㐃ືࡋࡓ᥇㢼࣮ࣛࢺᶵ⬟ࡸࠊ✚ᴟⓗ⥳㛵ࢃࡿά

࣮࣒ࣜࣗࢰ࣮ࣥࢆព㆑ࠋ

ືࠊ┬࢚ࢿࢻࣂࢫ➼ࡢᵝࠎ࡞ࣛࣇࢧ࣏࣮ࢺሗ

࣭ᮾࡽࡢ᭷⏝㢼ࢆ᥇ࡾධࢀࡿⅭࠊබᅬࢆᮾ
ࡽ༡ 3 ⟠ᡤศᩓࡋ࡚ࡘ࡞ࡄ㓄⨨ࠋ
ࡢᏘ⠇㢼ࢆ㜵ࡄ㓄៖ࠊ༡㐨㊰ࢆῶࡽࡋᙉ㢼

බᅬ㠃✚㸸㸯㸪㸳㸮㸮੍

ࢆ㜵ࡄ㓄៖ࠋ

  ᕤ㸸࣏ࣛࢸࢵࢡओ

ࣈࣜࢵࢻ⤥ჾ➼ࡢᦚ㍕ࡼࡿ ZEH ᵝࡋࡓࠋ

ከ࠸බᅬࡶ⾤యࡢ✵Ẽࢆ෭ࡲࡍ᳜᱂࣎

ఫᏯ㠃✚㸸㸶㸷.㸮㸯੍㹼㸯㸰㸮.㸮㸵੍

タィ┘⌮㸸ओ୰ኸఫᏯ㸪࣏ࣛࢫࢱ࢘ࣥ㛤Ⓨओ

 125 ᲷࡀపⅣ⣲ఫᏯㄆᐃᇶ‽㐺ྜࡍࡿࡼ࠺
タィࡋࡓୖ࡛ࠊZEH ⾤༊ࡘ࠸࡚ࡣኴ㝧ගⓎ㟁ࡸࣁ

࣭㧗ᮌࢆከࡃ᳜࠼ࡿ⾤༊ࢆ⾤ࡢ୰ᚰ㓄⨨ࡋࠊ⥳ࡢ

࣭㞄Ჷ㛫㜵㢼ᶞᮌࢆ᳜᱂ࠊഃ㛤ཱྀࢆᴟຊῶࡽࡋ

❹ᕤᮇ㸸ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸴᭶㹼ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸰᭶

ᮭࡢ⾤༊㸪බᅬࡢ⾤༊㸪ᮌ❧ࡕ⾤༊

࣭㬞ᕝࡸ୕ᶫ⥲ྜබᅬࡢ⥳ࡼࡿᾴ㢼ࢆ᥇ධࢀࡿ➼ࠊ ճఫᏯࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᡭἲ

ᩜᆅ㠃✚㸸㸯㸳㸮.㸰㸲㹼㸯㸳㸯.㸷㸲੍

╔ᕤᮇ㸸ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸯᭶㹼ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸷᭶

ZEH ⾤༊㸪ḟୡ௦⾤༊
࠙ࣃࢵࢩࣈ⾤༊(ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡼࡿ┬࢚ࢿ㊃ྥ)ࠚ

࣭⾤యࡢ㏻㢼ຠᯝࢆ᭱㝈άࡍࡓࡵࠊ᥇㢼
㓄៖ࡋࡓྛᲷࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢᐇࠋ
ղ⾤༊ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜศࡅ
ィ⏬ᆅෆࢆ 5 ✀㢮ࡢ⾤༊ศࡅࢆᐇࡋࠊᵝࠎ࡞⎔ቃ

ࢆᥦ౪ࡋ࡚ࠊ┬࢚ࢿ⾜ືࡢㄏᘬࢆពᅗࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡳࡼࡾࠊCASBEE ホ౯ࡣ ZEH ⾤
༊࡛ S ࣛࣥࢡࠊࡢ⾤༊࡛ A ࣛࣥࢡ࡞ࡗࡓࠋ
մࣇ࣮ࢻ㸤ࢢ࣮ࣜࣥࢧࢡࣝ
ࠕ㞵Ỉ⏝Ѝᐙᗞ⳯ᅬࠊᯝᶞࡢ᳜᱂Ѝᩱ⌮⏝Ѝ
ࢥ࣏ࣥࢫࢺࠖࡢ୍㐃ࡢࢧࢡࣝࢆᒃఫ⪅ࡀᐇ㊶ࡋࠊ✚
ᴟⓗ⥳㛵ࢃࡾࠊᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ┬ CO2 ྲྀ⤌ࡴᵝ
ㄏᘬࡍࡿࡓࡵࡢάືࡋ࡚ᥦࡋࠊᲷᐙᗞ⳯ᅬ
4 ੍௨ୖࠊࢥ࣏ࣥࢫࢺࠊ㞵Ỉࢱࣥࢡࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

コアハウス 牡鹿半島のための地域再生最小限住宅

板倉の家

東京工業大学

アトリエ・ワン アーキエイド半島支援勉強会
コアハウスワーキンググループ 塚本由晴

筑波大学

アトリエ・ワン アーキエイド半島支援勉強会
コアハウスワーキンググループ 貝島桃代

有限会社

アトリエ・ワン アーキエイド半島支援勉強会
コアハウスワーキンググループ 玉井洋一

宮城県石巻市

牡鹿半島に建つ、東日本大震災の災害復興漁村住宅である。漁民
の生産手段確保を優先し、生活向上に対応しつつ増改築可能な住
宅設計計画であり、規模を必要最小限に抑えながらも初期の建設
投資の軽減を目指している。また地域の豊富な植林木材資源を多
く利用し、内外装共に木の良さを感じられる住宅である。

㻠㻣㻌
ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ

ᕷ⏫ᮧྡ㸸ᐑᇛ┴▼ᕳᕷ∻㮵༙ᓥ

ࢥࣁ࢘ࢫ∻㮵༙ᓥࡢࡓࡵࡢᆅᇦ⏕᭱ᑠ㝈ఫᏯᯈࡢᐙ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸࣮࢚࢟ࢻ༙ᓥᨭຮᙉࢥࣁ࢘ࢫ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ 

ົඛఫᡤ㸸ᮾி㒔᪂ᐟ༊㡲㈡⏫ 8-79

㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸㸮㸱-㸱㸰㸰㸴-㸳㸱㸱㸴 FAX㸸㸮㸱-㸱㸰㸰㸴-㸳㸱㸴㸴
ەసရࡢᴫせ

ⓗ࡞ᘓタ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠊᯈᵓἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋⴠࡋᯈ

⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓᵓἲ࡛࠶ࡿࠋᆅඖᕤົᗑࡢேᮦ㊊ࢆ㚷

⁺ᴗࢆ⏕ᴗࡍࡿ∻㮵༙ᓥࡢ࡛ࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ

ྠኈࢆ࠶ࡽࡌࡵᕤሙ࡛᥋ྜࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⌧ሙ

ࡳࠊࣉࣞ࢝ࢵࢺࡼࡾࠊᕤᮇ▷⦰ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋᮡ

ὠἼࡼࡗ࡚ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠋఫẸࡢᑐヰࡽࠊ

࡛ࡢసᴗ㛫ࢆ▷⦰࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ㟈⅏⯆ᆅᇦᕤົ

ࡢ୍ᑍᯈᮌࡎࡾࢆ㈞ࡿࡼࡾᵓ㐀ቨࡋࠊᮌࡢࡠ

⁺ᴗᚑ⪅ࡣ⁺⯪ࡸ⁺ල㈝⏝ࡀࡿࡓࡵࠊᙜึఫ

ᗑࡢຊࢆᑟධࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓᅾ᮶ᮌ㐀ࡢಸࡢ

ࡃࡶࡾࢆឤࡌࡉࡏࡿࡶㄪ‵ຠᯝࡶ⪃៖ࡋࡓࠋ

Ꮿᘓタ㈝⏝ࡀ㝈ࡽࢀࡿ⌧≧ࡀࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋேཱྀὶฟ

ᮌᮦࢆ⏝ࡍࡿࡢ࡛ࠊᆅᇦᮌᮦ㈨※ࡢά⏝㈉⊩ࡋᚓ

እഃ᩿⇕ᮦࢆࡍ࡛ࠊ㧗᩿⇕࡞ࡶᑐᛂࡋࡓࠋ

ṑṆࡵࢆࡅࡿࡣᗮ౯࡞ఫᏯᘓタࡢྍ⬟ᛶࢆ᪩

ࡿࠋᘓタ㐣⛬ࡸ❹ᕤ≧ἣࢆඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢぢᏛຮ

ᒇ᰿ࡣᘓタࡢྜ⌮ࢆᅗࡾࡘࡘࠊ✵㛫ከᵝᛶࢆࡶࡓ

ᛴᥦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᙉࡶ㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᆅᇦ᰿ࡊࡋࡓᣢ⥆ᛶ

ࡽࡍࡓࡵࠊ୍㒊ࣟࣇࢺࢆタࡅࡽࢀࡿࠊ∦࡞ࡀࢀࡋࡓࠋ

 ࡑࡇ࡛ࠊࢫ࣐ࢺࣛἈᆅ㟈ὠἼࡢ⿕ᐖᆅᇦ࡛ᥦࡉࢀ

ࡢ࠶ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ەసရࡢ≉ᚩ

ࡓࠕࢥࣁ࢘ࢫࠖࢆཧ⪃ࠊ᭱ึࡣᑠࡉࡃᘓ࡚ࣛࣇ

  ᖺ  ᭶ࠊࣔࢹࣝࣁ࢘ࢫࡀ▼ᕳᕷ᱈ᾆ❹ᕤࡋ

ᆅᇦ࡛ࡣࡘ࡚ࡽ⁺ࡢ┈ࡸࣛࣇࢫࢱࣝࡢ

ࢫࢱࣝࡢኚྜࢃࡏ࡚ᚎࠎቑ⠏࡛ࡁࡿᮌ㐀ఫ

ࡓࠋࣔࢹࣝࣁ࢘ࢫࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢເ㔠ࡸ༠㈶ࢆເࡿ

ኚ࠶ࢃࡏ࡚ࠊቑᨵ⠏ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋ

Ꮿࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋタィᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᒣᾏᅖࡲࢀࡓ

ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⯆࠾ࡅࡿၥ㢟ࢆࠊ⏘ᴗ

ࡓ⩦័ࡸᆅᇦᕤົᗑࡢ㛵ಀᛶࢆᣢ⥆ⓗ⪃࠼ࡿ

∻㮵༙ᓥࡽࡋ࠸⁺ᮧ㢼ᬒࡢᘓࢆ⪃៖ࡋࠊᆅᇦࡢ᳃ᯘ

⏺ࡸᾏእࡢேࠎⓎಙࡍࡿᶵࡶ࡞ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣ⌧

ࡓࡵࠊቑᨵ⠏࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡓࠋᇶᮏࣉࣛࣥࠊ⏣

㈨※㎰ࠊ⁺ᴗ⪅ࡢ⏕ᴗࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇࢆヨࡳࡓࠋ

ᆅぢᏛࠊᆅᇦᕤົᗑࡢຮᙉࢆ⥅⥆ࡋࠊ㧗ྎ⛣㌿

ࡢᏐࣉࣛࣥࠊศᲷࣉࣛࣥ࡞ࠊẁ㝵ⓗ࡞ቑᨵ⠏ࢆᐃ

⁺ᮧࡢ⏕ᴗࢆᫎࡋࡓᐙ୪ࡳࡀ㐃⥆ࡍࢀࡤࠊ༙ᓥࡢ⨾ࡋ

ᡂᚋࡢᘓタྥࡅࠊఫẸ༠㆟ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸⮬↛ࡢᬒほࡶࠊ㔜せ࡞ほග㈨※࡞ࡿࡣࡎࡔࠋ

ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯

ࢥࣁ࢘ࢫࡣ∻㮵༙ᓥ௨እࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᆅ㟈ࠊ

ࡑࡇ࡛ఏ⤫ⓗ࡞⁺ᖌఫᏯࡢ㛫ྲྀࡾࢆ㋃くࡋࠊእࡽධ

∻㮵༙ᓥ⁺ᮧࡢࡃࡽࡋ㓄៖ࡍࡿࡓࡵࠊ∻㮵༙ᓥࡢ

ὠἼ⿕ᐖࢆཷࡅࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾࡼࡿᨺᑕ⬟ở

ࢀࡿᾎᐊࡸ㨶ࢆ┤᥋㐠ࡿᡭཱྀࠊ࡛ࡶὙ℆≀ࢆᖸ

ࢹࢨࣥࢧ࣮࣋ࢆ⾜࠸ࠊࣃࢱࣥࣈࢵࢡࢆసᡂࡋࡓࠋ

ᰁࡼࡾ㑊㞴ࢆవ࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿ༡┦㤿࠾࠸࡚

ࡏࡿࢧ࣮࣒ࣥࣝࠊ⦕ഃࠊᅵᗊ✵㛫࡞ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ

ࡇࡇ࡛᫂ࡽ࡞ࡗࡓఏ⤫ⓗ࡞⁺ᖌఫᏯࢆཧ⪃ࡋ

ࡶ᳨ウࡋࡓࠋ2013 ᖺ 1 ᭶ࠊ༡┦㤿ࢥࣁ࢘ࢫࢆ༡┦

␃ពࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓせ⣲ࡼࡾࠊ㏻ࡾࡽ࡛ࡶ୰

ࡓࠋࡲࡓᆅᇦࡢᒣ᳜ᯘࡉࢀ࡚࠸ࡿᮡᮦࡢά⏝ࢆᐃ

㤿ࡢ༙㎰༙⁺ࡢࡃࡽࡋᆅᇦࡢఏ⤫ⓗ࡞ᐙ୪ࡳࡽ

ࡢᵝᏊࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡞ሙࢆࢹࢨࣥࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽ

ࡋࠊᯈᵓἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᮾᆅ᪉࡛ྂࡃࡽ⚄♫ࠊ

ᗜࡘࡁࡢษጔᒇ᰿࡛ィ⏬ᥦࡋࠊࡇࡢศᲷࣉࣛࣥࢆ

ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢάⓎࢆࡵࡊࡋࡓࠋᵓἲࡣ᪥ᮏࡢఏ⤫

㛶ࠊ࡞࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓᵓἲ࡛ࠊᕤࡢఏ⤫ᢏ

2015 ᖺ 5 ᖺྠᑠ㧗༊ሯཎබᇽࡋ࡚ⴠᡂࡉࡏࡓࠋ

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

黒壁と出格子のある蔵のような家

株式会社 けやき建築設計 畔上順平

埼玉県加須市

伝統文化が色濃く残る埼玉県加須市にたつ在来工法の和風住宅で
ある。外観は伝統的町屋であるが、良質なことで定評のある山形
県金山町内で伐採、製材、乾燥（主に自然乾燥）された金山杉を
用い、材木で 8 割程度を現地でプレカットして使用している。こ
の原材料産地との連携が、強度に優れ、美しい高品質の材料の確
保と工期短縮やコスト削減に効果を発揮した例である。

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ                       ᕷ⏫ᮧྡ㸸ᇸ⋢┴ຍ㡲ᕷ

㯮ቨฟ᱁Ꮚࡢ࠶ࡿⶶࡢࡼ࠺࡞ᐙ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸ᰴᘧ♫ ࡅࡸࡁᘓ⠏タィ ␁ୖ㡰ᖹ     ົඛఫᡤ㸸ᇸ⋢┴㉺㇂ᕷᮾ㉺㇂㸯㸫㸶㸫㸯㸰
      㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 㸸㸮㸲㸶㸫㸷㸴㸴㸫㸰㸰㸴㸶 㸸㸮㸲㸶㸫㸷㸳㸲㸫㸵㸲㸶㸲


༡㏻㢼ࢆጉࡆࡿ୰ᗯୗࡣࡘࡃࡽࡎࠊᆅඖṧࡿᗑⶶ

ᴗࡢ▷⦰ࡸࢥࢫࢺ๐ῶࠊ⌧ሙࡢసᴗࢫ࣮࣌ࢫ⦰ᑠࡀ

୰ᒣ㐨᪥ග⾤㐨ࢆ⤖ࡪ⬥ 㑏ࡢᐟሙ⏫࡛࠶ࡗࡓ

ࢆཧ⪃ࠊୖᒇ  㛫 㛫ୗᒇࡢᖏࡍࡿࢩࣥࣉࣝ

ᐇ⌧࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ

ᇸ⋢┴ຍ㡲ᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡣࠊỤᡞ௦ࡣ㛵ᮾ୕

࡞ᵓ㐀ࡋࡲࡋࡓࠋᩜᆅᙧ≧ࠊ㢼ᅵⓗ≉ᛶຍ࠼ࠊ

ᒣഃࡢಙ㢗㛵ಀ⥥ᐦ࡞ࡸࡾࡾࡀᚲせ࡛ࡍࠋᚋࠊ

ືࡢ୍ࡘືࣨᒸືᑛ⦻㢪ᑎࡢ㛛๓⏫ࡋ࡚⦾

㛫㸦⣙ P㸧ࢆ⏝ᮌᮦࡢᇶᮏ㛗ࡉࡍࡿࡇ࡛

┈ࠎไ⣙ࡀቑ࠼ࡿ㤳㒔ᅪ㒔ᕷ㒊࠾ࡅࡿᮌ㐀ఫᏯ౪

ᰤࡋࠊఏ⤫࠶ࡿᩥ㈈ࡸṔྐࢆ≀ㄒࡿ㑇⏘ࡀᩘከࡃṧ

ኴࡢศ␃ࡾࠊᦙධࡸᘓ᪉ຠ⋡ࡢⰋࡉ࡞㛫㔠㢠ࡢ

⤥ࡢヨࡳࡋ࡚ᮌᮦ⏘ᆅࡢ㐃ᦠయไࡀḞࡏࡲࡏ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᐙࡣࡑࡢᆅᇦࡢ㏆㑹ᘓࡗ࡚࠸ࡲ

ࢫ࣐࣮ࢺࢆᅗࡾࡲࡋࡓࠋ

ࢇࠋ

ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯

ࡍࠋ
ᘓࡉࢇࡣ⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓࡇࡢࡲࡕࡢ୰᪂⠏ఫᏯ

࠾Ꮚࡉࢇࡶᑠࡉࡃࠊⱝ࠸ᘓࡉࢇኵ፬ࡢ⌧≧ࢆ⪃៖
ࡋฟ᮶ࡿ㝈ࡾ㛫ษࡾቨࢆタࡅ࡞࠸ࡼ࠺ᚰࡅࡲ

ᨾ▱᪂ࡢᐙ࡙ࡃࡾ
ࡇࡢᐙࡢᙧࠊᮦᩱࠊᵓᡂせ⣲ࡣࡇࡢᆅᇦṧࡿྂ࠸

ࢆィ⏬ࡋࡲࡋࡓࠋ⌧௦ⓗ࡞ᬽࡽࡋࢆồࡵࡿ୍᪉ࠊᘓ≀

ࡋࡓࠋ 㝵ࡣࡰ࣮࣒࣡ࣥࣝࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡋࠊ

ᮌ㐀ᐙᒇࡀぢࡏࡿᬒほⓗ≉ᛶࠊ㢼ᅵⓗ≉ᛶࢆ⣲┤ཷ

ࡢ୰ࡇࡢࡲࡕࡢグ᠈ࢆṧࡍࢆ࠸ࠊࡶഹṧ

 ⛬ᗘࡢᡂᗘ␃ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋᚲせ࡞ึᮇᢞ㈨

ࡅධࢀࠊ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡔࡅ㐣ࡂࡲࡏࢇࠋ⌧௦ࡢ㛗ᑑ

ࡿᗑⶶࡢ㊃ࢆᘓ≀ࡢእほྲྀධࢀࡲࡋࡓࠋᙜࡢཔᏊ

ࢆῶࡽࡋᚲせ࡞ᮇ㛫ྲྀࡾࢆ࢝ࢫࢱ࣐ࢬฟ᮶ࡿ

ࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ఫᏯࢆ⪃࠼ࡿ࠶ࡓࡾࠊࡲࡎᐇ

㸦ࡘࡋ㸧 㝵ࡢ㞺ᅖẼࢆฟࡍⅭ㝵㧗ࢆᢚ࠼ࠊ㐨㊰ഃ

ࡼ࠺‽ഛࡋࡲࡋࡓࠋ

ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡿࠊᆅᇦࡢྂ࠸ᘓ≀ࡽᏛࡪࡀษࡔ

ࡽࡢࣉ࣏࣮ࣟࢩࣙࣥࢆ㔜どࡋࡲࡋࡓࠋ㯮⁽႞ࡢእቨ

ەసရࡢ≉ᚩ

ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚⌧௦⏕ά㊊ࡾ࡞࠸㒊ศࢆ

ᮌ᱁ᏊࡣࠊỤᡞ௦௨㝆㈰ࢃ࠸ࢆࡳࡏࡓᐟሙࡢ㠃

ࡘࡢᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾ

ຍࡋࠊᨵၿࡍࡿ࡛Ᏻ࡛ᛌ㐺࡞ఫ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠸ࡲ

ᙳࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋྂ࠸ࡲࡕࢆឡࡍࡿᘓࡉࢇࡢẼᣢࡕࡀ

ඛ㏙ࡓᆅඖᆅᇦࡢ࠸ࠊᐟሙࡢ㠃ᙳࢆṧࡋࡓ

ࡍࠋ

ⁱࡳฟࡓఫᏯ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

㯮⁽႞ฟ᱁Ꮚࡢ㢦ࡣຍ㡲ᆅᇦࡢṔྐࡘ࡞ࡀࡿ୍

ەసရࡢᴫせ

ࡘࡢᙧ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡶ࠺ࡦࡘࠊᮡࡢྡ⏘ᆅ

ᗋୗᬮᡣ࡞ࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸࢩࢫࢸ࣒ࡶ✚ᴟⓗྲྀࡾ

ࡇࡢᘓ≀࡛ࡣ⪏㟈➼⣭  ࡢ⪏㟈ᛶࢆഛ࠼ࠊᇶ♏᩿⇕ࠊ

ᇸ⋢┴ຍ㡲ᕷࡣ┴ᮾ㒊⨨ࡍࡿᖹ㔝㒊࡛ࠊኟࡣ

࡛࠶ࡿᒣᙧ┴㔠ᒣ⏫ࡢᙉ࠸ࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ධࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋఫࡲ࠸ᡭ㛗ࡃឡࡉࢀ࡚ࡇࡑࠊᆅᇦ

㧗 ࡞ࡿ᪥ࡶከࡃࠊࡣすࡽࡢ෭ࡓ࠸Ꮨ⠇㢼ࡀ

ᕤࡼࡿᡭ้ࡳࡢᐙ࡙ࡃࡾࡣࠊᒣഃ࡛⾜࠺ᮌᮦࡢຍᕤ

᰿ࡃ㛗ᑑ࡛┬࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞ఫᏯ࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ

ᙉࡃ྿ࡃࡢ࡛ཝࡋ࠸⮬↛⎔ቃ㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ

ࡣ㸰⛬ᗘ࡛ࠊṧࡾࡣసᴗሙࡸ⌧ሙ࡛⾜࠸ࡲࡍࠋࡋ

࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡲࡋࡓࠋᩜᆅࡣഃ୍㠃᥋㐨࡛ࠊ༡㛗࠸ᩜᆅ࡛ࡍࠋ

ࡋࠊࡇࡢᐙ࡛ࡣᮦᩱຍᕤࡢ㸶ࢆᒣഃ࡛⾜࠸ࠊ⌧ሙస
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建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

熊谷の家

亀倉治（株式会社小林建設）

埼玉県熊谷市

関東平野内陸部に位置し夏の高温、冬の強風で名高い地域にたつ
大規模住宅の建て替えである。解体した木材を極力利用し、省エ
ネ地域区分 6 地区に対応しつつ地域に伝わる伝統的在来木造の外
観を維持した住宅である。

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ

ᕷ⏫ᮧྡ㸸ᇸ⋢┴⇃㇂ᕷ

⇃㇂ࡢᐙ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸ᰴᘧ♫ᑠᯘᘓタ  ட

ົඛఫᡤ㸸ᇸ⋢┴ᮏᗉᕷඣ⋢⏫ඣ⋢ 2454㸫1

㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸0495㸫72㸫0327  FAX㸸0495㸫72㸫5875
ەసရࡢ≉ᚩ

ەసရࡢᴫせ

ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯
ᇸ⋢┴⇃㇂ᕷࡢኟࡣ᪥୰࡞ࡾࡢ㧗 ࡞ࡾࠊ㞾ࡢ
Ⓨ⏕ࡢⓎ⏕ࡀከ࠸ᆅᇦ࡛ࡍࠋࡣすࡢᏘ⠇㢼ࡀᙉࡃࠊ

ኟࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࠊᮾഃ⥙ᡞࡢᮌ〇ࡢ᱁Ꮚᡞࢆタ

ڧᡤᅾᆅ ᇸ⋢┴⇃㇂ᕷ
㸦㒔ᕷィ⏬༊ᇦෆ ᕷ⾤ㄪᩚ༊ᇦ㸧

ࡅ༗๓ࡢ᪥ᑕࢆ㐽ࡾ㏻㢼ࢆ⪃៖ࡋࡲࡋࡓࠋ㢼ࡀᢤࡅࡿ

ᬕኳࡢ᪥ࡀከࡃ✵Ẽࡀ⇱ࡋࡲࡍࠋ≉ኟࡣ 2010 ᖺ

ڧ༊ ศ 㸴ᆅᇦ㸦ϫ㹠ᆅᇦ㸧

ᵝෆ㒊ࡢᘓලࢆࡍ࡚ᘬᡞࡋࠊࡇࡢᆅᇦ࡛ࡶࡼࡃ

ࡣ 41 ᪥⊛ᬬ᪥ࢆほ ࡋࠊ2007 ᖺࡣᙜࡢ᭱㧗Ẽ

 ⏝ڧ㏵ ᑓ⏝ఫᏯ

࠶ࡿ⭜ᒇ᰿ࢆࡅࡿ࡛ୖ㒊ࡽࡶ⇕Ẽࡀᢤࡅࡿᵓ

ڧᵓ 㐀 ᮌ㐀㸰㝵ᘓ࡚

㐀ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

40.9 ᗘࢆほ ࡋࡓᆅᇦ࡛ࡍࠋࡲࡓࡣᕷ⾤ᆅࡽ

ᗋࠊኳࡢୖࡆࢆ↓ᇈᯈᙇࡾࠊෆቨࢆ⌛⸴ᅵ࡛

እࢀࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠗ㉥ᇛ࠾ࢁࡋ࠘ࡀ┤᥋྿ࡁୗࢁ

ڧ㠃 ✚ ᩜᆅ㠃✚㸸300.17 ੍㸦90.80 ᆤ㸧

ࡋ࡚ࡁࡲࡍࠋᙜ↛ࠊኟࢆ࠸ᾴࡋࡃࠊࢆ࠸ᬮ

ᘓ⠏㠃✚㸸119.78 ੍㸦36.23 ᆤ㸧

࠸ఫ࠸ࡍࡿࡀࢸ࣮࣐࡞ࡾࡲࡍࠋ

㸯㝵ᗋ㠃✚㸸112.34 ੍㸦33.98 ᆤ㸧

 ࡲࡔࡲࡔ࿘ᅖࡣ᫇࡞ࡀࡽࡢᐙࡀⅬᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ

㸰㝵ᗋ㠃✚㸸 63.76 ੍㸦19.28 ᆤ㸧

ࡃࡋ࡚㛫ࡣ᪥ᑕࢆྲྀࡾ㎸ࡳኪࡣ Low-E ◪Ꮚෆ㞀

ᘏᗋ㠃✚㸸176.10 ੍㸦53.27 ᆤ㸧

Ꮚ࡛⇕ࡀ㏨ࡆࡿࡢࢆ㜵ࡄࡼ࠺⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ

ᅇࡢఫࡲ࠸ࡶ⠏ 50 ᖺࡢᘓ≀ࢆゎయࡋ࡚ࡢᘓ࡚᭰࠼࡛

ୖࡆㄪ㉁ࡢฟ᮶ࡿ⣲ᮦࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࠊ㧗Ẽᐦ㧗᩿⇕ࡋࠊ㛤ཱྀ㒊ࢆࡁ

࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢ㛛ࢆࡑࡢࡲࡲ⏕ࡋ࿘ᅖㄪࡢࢀࡿ

ڧタ ィ ᰴᘧ♫ᑠᯘᘓタ

ᵓ㐀ᮦࡣᇸ⋢┴⏘ᮦࡢᮡࠊᱠࢆ⏝ࡋࠊ᪤Ꮡࡢゎయ

እほࠊࡲࡓ᪤Ꮡࡢᮌᮦࢆ࡞ࡿࡃ⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺

ڧ ᕤ ᰴᘧ♫ᑠᯘᘓタ

ࡢᮦࢆᗋᰕࡸᑠᒇᱱࠊᘧྎࡸ㝵ẁࡸ࢝࢘ࣥࢱ࣮ຍ
ᕤࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᚰࡅࡲࡋࡓࠋ
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建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
住宅部門

土間ハウス

アトリエ・クー 杉本真理子

徳島県徳島市

徳島県産の杉材は仮設工事用材として利用されてきたが、有効利
用を喚起すべく造られた住宅である。特に外壁に空気層をとり、
厚板を利用することで断熱効果を上げ、杉が持つ保温性と調湿効
果が土間の活用と共に発揮された住宅である。

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ఫᏯ㒊㛛ࠚ

ᕷ⏫ᮧྡ㸸ᚨᓥ┴ᚨᓥᕷ

ᅵ㛫ࣁ࢘ࢫ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸ࢺ࢚࣭ࣜࢡ࣮

ົඛఫᡤ㸸ᚨᓥ┴ᚨᓥᕷ༡బྂඵ␒⏫㸳㸫㸰㸯

㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸088㸫622㸫0288 FAX㸸088㸫622㸫8382

ەᆅᇦࡢ㓄៖㡯

 ࡲࡓࠊᮌࢆࡁࡊࡴࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊቨᵝࡢ

ᮦࡉ࠼☜ಖࡋ࡚࠾ࡅࡤࠊࣘࢽࢵࢺࡢᵝ⏕ࡢྍ⬟

ۑᚨᓥࡣࡇࢇ࡞ᡤ㸟

ᘓ≀ࡀከࡃ࡞ࡿ࡞ࠊ᫇࡞ࡀࡽࡢᵓἲࠊ⌧௦ࡢὶ

ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡇࡢఫᏯࡣఫࡲ࠸ᡭࡶ

ᚨᓥࡣ

ᬮ࡛㐣ࡈࡋࡸࡍ࠸ᆅᇦ࡛ࡍࡀࠊྎ㢼ࡸᙉ㞵

ࢀࢆ࠶ࢃࡏࡶࡘᐙ࡙ࡃࡾࢆヨࡳࡿࡇࡣࠊ⫋ேࡢ⫱

ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㌺ࡢ῝ࡉࡣࠊ㢼㞵ࡢᙉ࠸ᚨᓥࡢẼ

ࡢከ࠸ᆅᇦ࡛ࡍࠋࡲࡓᕝࡢከ࠸ᆅᇦ࡛ࠊᕝ㢼ᘓ≀

ᡂࡸఫࡲ࠸ᡭࡢ㑅ᢥ⫥ࢆቑࡸࡍព࡛ࡶࠊᮡᯈࢆከ

ೃ࠶ࡗࡓࠊ໙㓄ࡸ῝ࡉ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ㌺

ࡣࡁࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡲࡍࠋ

ࡃ࠺ᵓἲࢆヨࡳࡿࡇࡣ࡚ࡶ᭷ຠ࡛ࡍࠋࡑࡢࡓ

ඛࡢ࠸᪉ࡸࠊࡑࡢඛࡢᗞࡣࠊࡀᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ
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地域住宅奨励賞
地域部門

復興住宅入居前後のコミュニティづくりのための、
「くらしの懇談会」ワークショプ
宮城県本吉郡南三陸町 町長 佐藤仁

宮城県本吉郡南三陸町

大震災により町民は半減したが、50 カ所に分散した仮設住宅に暮
らす住民の生活一体感を維持増進するために、仮設や復興住宅の
集会所建設は重要と考え、
「暮らしの懇談会」を設け食事会など通
じ住民意見を集約している。
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建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
地域部門

「森とイエ」プロジェクト
Sa design office 一級建築士事務所 小倉寛征
（株）丸昭高橋工務店 高橋利久
（一財）下川町ふるさと開発振興公社クラスター推進部 相馬秀二
（株）照井康穂建築設計事務所 照井康穂
（有）エヌディースタジオ 中舘誠治
アトリエｍｏｍｏ 櫻井百子
（有）山形建設 山形盛之
大野土建（株）大野真一郎
nest 新海直美
（一財）下川町ふるさと開発振興公社クラスター推進部 苅谷洋

北海道上川郡下川町

地元資源利用のすまい・まちづくりは産業の活性化と環境負荷低
減に貢献することから、
「森とイエ通信」を発行し地域材とともに
暮らす家づくりを推進している生産システムを含めた住宅供給シ
ステムである。古出までにその理念を具体化した住宅 5 棟が相次
いで竣工した。
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建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
地域部門

住田町役場新庁舎

住田町長 多田欣一

岩手県住田町

住田町は山林が大半を占め木材及びその加工利用が主産業であり、
それを象徴する大規模木造庁舎が建設された。大屋根に支えられ
た木質空間は明るく且つ親しみを持ちやすい空間となっており、
訪れる町民を優しく迎えている。
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㸯ࡘࡢᱱࡀ㸱ᮏࡢ㞟ᡂᮦࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࡛

ࢧࢵࢩࢆ࣑ࣝᮌ〇ࡢ」ྜࡼࡾ᩿⇕࣭⤖㟢㜵Ṇࡢ

ᘓタᦠࢃࡾࠊᗇ⯋ࡢタィ࣭ᕤ㈝ࡢ 98㸣ࡀ⏫ࡢ㈈

ࡁ࡚࠾ࡾࠊࢫࣃࣥࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ྿ᢤࡅ✵㛫ᇳົ

ຠᯝࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊእቨࡣ⏫⏘ࢫࢠࢆ⏝࠸࡚

※࡛㈥ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡉࠊ⏫Ẹࡢ㈈⏘ࡋ࡚ㄌ⏕ࡋ

ᐊ㸰㝵ࡣᰕࡢ࡞࠸ᐊෆࢆᐇ⌧ࡋࠊᑗ᮶ࡢࣞ࢘ࢺᨵ

⏫ෆࡢ⫋ேࡼࡿ㙚ᙇࡾࠊෆࡣࢫࢠᯈᙇࡾࢆࡋࠊ

ࡓࠋࡇࢀࡽከࡃࡢබඹタࡢᮌ㐀ᘓ⠏ࡀᗈࡲࡿࡇ

ኚᑐᛂ࡛ࡁࡿィ⏬࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Ẽᕤࡢࡢᢏࢆ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᮌ〇ࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࢆ㓄ࡋࡓ㸯㝵ࣇࣟ
ᰕࡀ࡞࠸ᗈ࠸✵㛫ࡢ㸰㝵ࣇࣟ

4 ᮏࡢ㇟ᚩᮌࢆ㓄ࡋࡓὶࣉࣛࢨ

ࣛࢳࢫ⪏ຊቨ

ࣛࢳࢫ⪏ຊቨ࣑ࣝ+ᮌ
〇❆ᯟ

ᮌ㉁࣌ࣞࢵࢺ࣮࣎ࣛ

ᗇ⯋すഃᬒ

㓄⨨ᅗ࣭㸯㝵ࣇࣟ
ࢺࣛࢫᱱ

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
地域部門

地域と共に生きるための持続可能なライフスタイルを
創造する取組み
一般社団法人 IORI 倶楽部

福島県大沼郡三島町

会津地域固有な木材資源と木造住宅を核に地域社会の活性化と住
民と行政等の交流を促進する事業を展開している。福島の地域に
根ざしながら住宅建築が備える多様な価値を最大限発見し、広く
地域に発信する活動である。

㻥
ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲ
ᆅᇦఫᏯ㈹࠙ᆅᇦ㒊㛛ࠚ

ᵝᘧ㸰

ᕷ⏫ᮧྡ㸸⚟ᓥ┴㒆୕ᓥ⏫

ᆅᇦඹ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞ࣛࣇࢫࢱࣝࢆ㐀ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ᅋయྡ㸸୍⯡♫ᅋἲே㹇㹍㹐㹇ᴦ㒊   ఫᡤ㸸⚟ᓥ┴㒆୕ᓥ⏫᪩ᡞᏐࡢᖹ㸴㸶㸵
㐃⤡ඛ㸸TEL㸸㸮㸶㸮㸫㸯㸴㸴㸶㸫㸷㸴㸲㸱 FAX㸸㸮㸰㸲㸯㸫㸲㸰㸫㸵㸯㸵㸵

ࣱ؏עǁƷᣐॾʙ
ὠᆅᇦࡣᅜෆ࡛ࡶ᭷ᩘࡢ㞷ᆅᖏ࡛࠶ࡾࠊྍఫᆅ
ᇦࡢṤࡀ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥ࠎࡢᬽࡽࡋࠊ

⌧ڦᅾࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠕሙ࡙ࠖࡃࡾࡣḟࡢ

࡛ࠊ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࣮ࢆᡴࡕฟࡍࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺

ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ

࡞ࡾࠊ㞷ᅜ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㦵ኴ࡞Ẹᐙࢆ⠊ࡍࡿࠊఏ⤫ⓗ

یὠᮦࡢ≉ᚩᆅඖᕤࡢఏ⤫ⓗ࡞ᢏ⾡ࢆάࡋ

࡞ఫࡲ࠸࡙ࡃࡾࡢ⥅ᢎࡶ⧅ࡀࡿࠋ

ࣥࣇࣛࡢ⥔ᣢࠊ⏘ᴗࡢ❧ᆅ࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞㠃࠾࠸࡚ࠊ ࡓࠊᮌ㐀ࢥࣥࢭࣉࢺࣁ࢘ࢫࡢタႠ࠾ࡼࡧ㐠Ⴀࠋ

 ࡲࡓࠊᛂᛴ௬タఫᏯᑐࡍࡿ㐣ཤࡢ┬ࡽࠊ⚟ᓥ

ᅔ㞴ࡀక࠺ᆅᇦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ┴ෆࡣඖࡼࡾᅜෆ࡛ࡶ

یཎⓎᨾࡼࡿ⿕⅏⪅ࡢ㛗ᮇ㑊㞴⏕άࢆᨭ࠼ࡿࡓ

࠾ࡅࡿ௬タఫᏯࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࠊᚑ᮶ࡢⓎࡽ⬺

᭷ᩘࡢࠊ㐣࣭㧗㱋࣭ᑡᏊࡢ㐍⾜ࡋࡓᆅᇦ࡛ࡶ

ࡵࡢࠊᮡᯈࡢᮌ㐀௬タఫᏯᘓタࡑࡢᚋࡢࢧ࣏࣮ࢺࠋ


༷ࡋ࡚ࠕ㛗ᮇ㑊㞴⪅ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢ ௬タ࡛ࡣ

࠶ࡾࠊ⏕άᇶ┙ࡢᏑ⥆༴ᶵឤࡀ⁻ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⪅⅏⿕یඹࠊ㛗ᮇ㑊㞴⏕άࡢඛ࠶ࡿࠊ᪂ࡋ࠸ࣛ

࡞࠸ ఫࡲ࠸ࢆࠊࢫࣆ࣮ࢹୟࡘ㝈ࡽࢀࡓண⟬ࡢ୰࡛ࠊ

 ㏆ᖺࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢほⅬࡽࠊᅜࢆᣲࡆ࡚⏘ᴗᇶ

ࣇࢫࢱࣝࢆࢹࢨࣥࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠋ

ዴఱࡋ࡚㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ࢥࣥ

┙ࡢᵓ⠏ࡀᅗࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᯘᴗࡸᘓタᴗ࠾࠸࡚ࡶࠊ

ྂیẸᐙࢆࢩ࢙࢜ࣇࢫࡋ࡚⏕ࡋࠊ୰ᒣ㛫ᆅᇦ

ࢭࣉࢺ❧⬮ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐙⾜ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⯆

㞟⣙࣭ຠ⋡ࢆక࠺᪂ࡋ࠸⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡀࠊᅜྛ

࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗᐙࡢᐃఫࢆಁ㐍ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࠋ

ఫᏯࡢ㌿⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿᮌ㐀ᘓ⠏ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋ

ᆅ࡛✌ാࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊὠ࠾࠸࡚ࡣᆅໃⓗせᅉࠊ

ی㑊㞴⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㚷ࡳࡓࠊ⛣⠏ྍ⬟࡞⯆ఫᏯࡢࢥ

یᚑ᮶ࡢᯟ⤌ࡳࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡍྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺࠶

Ẽೃⓗせᅉࡽࠊ㥆ᰁࡲ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࣥࢭࣉࢺࢆࠊ㐌ᮎ㎰ᴗྥࡅࡢᑠᒇࢆᘓタࡍࡿ㐣⛬࠾

ࡓࡾࠊࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㛫ࡢࢥࣥࢭࣥࢧࢫసࡾࢆᑀ

 ࡇࡢᆅ࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊ㇏࡞⮬↛

࠸࡚ᐇ㦂ࠋ

⾜࠺ࡶ␃ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⎔ቃࠊṔྐᡴࡕࡉࢀࡓఏ⤫ࡸᩥࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽࠊ

ی୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢྂẸᐙࢆᏛࡧࡢሙࡋࠊ࣮ࢸࢫࢺ

 ࡚ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦఫẸ࣭⾜ᨻ࣭ࢧ

㉁ࡢ㧗࠸ᬽࡽࡋࢆ㐃⥥ᮍ᮶⧅࠸࡛⾜ࡃࡓࡵࡢࠊ౯

ࡢ㐃ᦠ࡛Ꮚ౪ࡢឤࢆ⫱ࡴᬽࡽࡋࢆᥦࠋ

࣮ࣅࢫࡸၟရࡢ⏝⪅࠾ࡼࡧᥦ౪⪅࣭㐃ᦠࡍࡿᅋయࡸ

್ほࡢඹ᭷ࠊᣢ⥆㊊ࡽࡋࡵࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸⏕άࢫࢱ

یᚋࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ᛴቑࡍࡿ✵ࡁᐙࡢၥ㢟ᑐࡋࠊ

ಶேࡢཧ⏬ࢆಁࡍඹࠊ┦ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ

ࣝࡢᥦ࡛࠶ࡿࠋ

⟶⌮࣭ά⏝➼ࡢ┦ㄯయไࢆᩚഛࡍࡿྲྀ⤌ࡳࢆ㛤ጞࠋ

ࢆᅗࡿᶵࢆ⪃៖ࡋࠊពぢࡸᥦࢆィ⏬⟇ᐃẁ㝵ࡶࡋ

ӕǓኵǈƷಒᙲ

ӕǓኵǈƷཎࣉ

ࡃࡣᴗ㏵୰࡛ࡶᫎࡉࡏࠊࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢࡾୖࡆ

 ὠᆅᇦࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿ⌧௦ࡢ♫ᵓ㐀㉳ᅉࡍࡿ

یㄢ㢟ࡢゎỴ࠾࠸࡚ࠊ᪤Ꮡࡢᯟ⤌ࡳࡢእࡽᐈほど

࡚⾜ࡃࡓࡵࡢ⤌ࡳࡢࢹࢨࣥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

᰿ࡢ῝࠸ㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊゎỴࡢ⣒ཱྀ࡞ࡿࡼ࠺࡞ᥦ

ࡍࡿࡼࡗ࡚ࠊᖖ㆑ᅃࢃࢀ࡞࠸ᰂ㌾࡞ⓎࡢゎỴ

  ࠎࡋ࡚ᴗࡢィ⏬❧ࡽᇳ⾜⮳ࡿࡲ࡛

ࢆ⾜࠸ࠊᥦࢆල⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࠕሙࠖࢆࡘࡃࡿ

⟇ࢆ⏕ࡳฟࡍດຊࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㛫ࢆせࡍࡿែ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⤖ᯝࡋ࡚⣡ᚓࡢ

࡛ࠊ㛵ಀ⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆάᛶࡉࡏࠊゎ

 ࠼ࡤࠊ㣕ࡧ⭉ࢀ➼࡛ࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃࠊᕷሙ➇தຊࡀ

࠸ࡃᡂᯝࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Ỵྥࡅ࡚ࡢάືࡀ᭷ᶵⓗᗈࡀࡗ࡚⾜ࡃྲྀࡾ⤌ࡳ

ప࠸ὠᮦࡢά⏝ࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊ᪤Ꮡࡢὶ㏻ࡽ࡞

ࢆࢹࢨࣥࡋࠊᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࠊ㛗ᑻ᩿㠃ᮦࢆᶆ‽ⓗᢅ࠼ࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿ

                     
᳃᳃͕ಏᢿƕᘍƬƯஹƨӕǓኵǈ

㟷Ꮠࡣࠕሙ࡙ࠖࡃࡾ㛵㐃ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ

 ᖺ ᭶ ௵ពᅋయࠕዟὠ㹇㹍㹐㹇ᴦ㒊ࠖⓎ㊊
 ᭶ ᅜᅵ㏻┬ࠕᆅᇦᮦά⏝ᮌ㐀ఫᏯ⯆ᴗࠖᮌ㐀ࢥࣥࢭࣉࢺࣁ࢘ࢫࠕࡘࡿࡢ㹇㹍㹐㹇ࠖ╔ᕤ
 ᖺ  ᭶ࠕࡘࡿࡢ㹇㹍㹐㹇ࠖ❹ᕤࠊ㐠⏝㛤ጞࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⣬ࠕ㹇㹍㹐㹇ࠖⓎ⾜㛤ጞ ⌧ᅾ YRO 
 ᖺ  ᭶ ᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯᩚഛᴗࡢබເཧ⏬ ࢥࣥࢭࣉࢺ❧࣭㈨ᮦㄪ㐩࣭ᕤయไᩚഛࢆᢸ࠺ 
 ᖺ  ᭶ ⣙༙ᖺ㛫࡛ࠊ࠸ࢃࡁ࣭ὠⱝᯇ࣭㔠ᒣ࣭ྈぢ㸰㸮㸴ୡᖏࡢࠕᮡᯈࡢᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯࠖࢆᘓタ
 ᖺ  ᭶ࠕࡩࡃࡋࡲࡢᐙࠖ⯆ఫᏯ౪⤥ࢩࢫࢸ࣒ࣉ࣏࣮ࣟࢨࣝཧຍ ࣔࢹࣝࣉࣛࣥసᡂᅋయ㑅ᐃ 
  ⯆ྥࡅ࡚ࡢ᪂ࡋ࠸ࣛࣇࢫࢱࣝࠕ㹇㹍㹐㹇⏕άࠖࢆᥦ
 ᖺ  ᭶ࠕᆅᇦෆࡢࣂ࣐࢜ࢫά⏝ࡼࡿ⿕⅏⪅ࡢᩆ᪂つ㞠⏝ฟᴗࠖࢆ┴ᥦ
 ᖺ  ᭶ ⥳ࡢఫᏯᬑཬᨭᴗࠕ㸯㸮㸮ᖺᮡࡢ㞷ୖఆಽぢᏛࠖࢆ㛤ദ
 ᖺ  ᭶ ⚟ᓥ┴ᆅᇦ༠ാࣔࢹࣝᨭᴗࠕ⿕⅏⪅ࡢࡓࡵࡢࣛࣇࢫࢱࣝࢹࢨࣥᨭᴗࠖࢆᐇ
 ᖺ  ᭶ ᯘᴗ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ➼άືⓎ⾲㸦ᮾ㸧࡚ᡂᯝⓎ⾲
 ᖺ  ᭶ ࣮ࢸࢫࢺ㹧㹬ࣞࢪࢹࣥࢫᴗࠕ⢭⚄ࡢ㸺㸼ࠖࢆᅜ㝿ὶᇶ㔠ඹദ
 ᖺ  ᭶ࠕὶࡼࡿᜏஂⓗ⏕άࡢ⛣⾜ᨭయไᵓ⠏ᴗࠖࢆ┴ᥦ
 ᖺ  ᭶ ✵ྂẸᐙࡢ⏕ࡼࡿయ㦂ὶタᩚഛᴗ ࠕΎᗡࠖ❹ᕤ
 ᖺ  ᭶ ⏕ྂẸᐙ࠾ࡅࡿ㹇㹒ᴗࡢࢧࢸࣛࢺ࢜ࣇࢫᐇ㦂ᴗ㛤ጞ 
 ᖺ  ᭶ࠕ୍⯡♫ᅋἲே㹇㹍㹐㹇ᴦ㒊ࠖᨵ⤌ ἲேタ❧
 ᖺ  ᭶ࠕ⯆ྥࡅࡓᮌࡢᬽࡽࡋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࡢཧຍࠊⓎ⾲
 ᖺ  ᭶ ⥳ࡢఫᏯᬑཬᨭᴗࠕ㸯㸮㸮ᖺᮡࡢ᪂᭶ఆಽぢᏛࠖࢆ㛤ദ
 ᖺ  ᭶ 㒔ᕷ㎰ᒣᮧὶࡢࡓࡵࡢࠕዟὠὶࣇ࢙ࠖཧຍ ᮾி࡛㛤ദ  
 ᖺ  ᭶ࠕᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡼࡿఫࡲ࠸ࡢ⯆άືᨭ࣐ࢽࣗࣝࠖࡢグᥖ㍕࠾ࡼࡧㄪᰝᴗࢆᐇ
  ࠕ㐌ᮎ㎰ᴗྥࡅࡢసᴗᑠᒇ᪂⠏క࠺⛣⠏ྍ⬟ᛶ㑊㞴⪅ࡢࢽ࣮ࢬᢕᥱ㛵ࡍࡿㄪᰝᴗࠖ
 ᖺ  ᭶ ⚟ᓥⱁ⾡ィ⏬ࠕ᳃ࡢࡣࡇ⯚࣮ࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖཧ⏬ࠊィ⏬❧࠾ࡼࡧᐇ࡚༠ຊ
 ᖺ  ᭶ࠕྂẸᐙࢆᏛࡧࡢሙࡋࡓᏊඹࡢឤࢆ⫱ࡴᬽࡽࡋࠖࢆᥦ
 ᖺ  ᭶ࠕ✵Ẹᐙά⏝ࡼࡿᆅᇦάᛶࡢ◊ಟࠖࢆࠊὠᮍ᮶㐀᥎㐍ᮏ㒊ඹദ
 ᖺ  ᭶ࠕ⚟ᓥ┴ὠᆅᇦ࠾ࡅࡿ✵ࡁᐙ⟶⌮࣭ά⏝➼ࡢ┦ㄯయไᩚഛᴗࠖࢆ㛤ጞࠊᴗ㐙⾜୰

建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅奨励賞
地域部門

コミュニティ・アーキテクトをめざして
ライフワーク「越前武生のまちづくり」
石本都市建築研究所 石本茂雄

福井県越前市

コミュニティ・アーキテクトによる活動である。地域に寄り添い
多彩な空間創造、学習、まちの維持管理に活躍している。常に街
と建築が作る空間環境に深く関心を寄せ、地域資源を最大限活用
できる地場の専門技術者を目指している。
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付録

「建築研究所すまいづくり表彰
１．主 催

独立行政法人建築研究所

２．後 援

国土交通省

地域住宅賞」募集要項

（独）住宅金融支援機構、
（公社）日本建築士会連合会、
（公社）日本建築家協会、
（公社）都市住宅学会、
（公社）都市計画学会、
（一社）日本建築学会、
（一財）建築環境・省エネルギー機構、
（公財）日本住宅・木材技術センター、（一財）ベターリビング、
（地独）北海道立総合研究機構建築研究本部北方建築総合研究所
公共住宅事業者等連絡協議会
３．目 的
地域の住文化に根ざし、人に優しく、地域に優しく、そして地球に優しいこれからの未来に向
けたすまいづくりを発掘し、その功績を讃えることにより、我が国において真に豊かな居住空間
を実現することを目的として「建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅賞」の表彰を行います。
４．表彰の種類
「建築研究所すまいづくり表彰

地域住宅賞」は、地域の創意と工夫によるすまいづくりを実

践し、地域の住文化の発展等に貢献していると考えられる作品及び活動に授与します。
【住宅部門】
地域の気候風土や住文化に根ざし、住宅生産体制や地域の資源（人材、地場産材）など広範
な地域の住文化、住宅建設システムに立脚した、新しいライフスタイルを実現するすまいづく
りによる住宅作品を表彰するものです。なお、応募作品が省エネルギー性能に優れていると判
断された場合、その施主に対し居住環境や使用エネルギー等の調査をお願いすることがありま
す。
【地域部門】
地域の住文化や伝統文化に根ざしたすまいづくりによるまちづくり（景観整備等）や、地域
の資源（人材、地場産材）の活用などによる地域の住宅生産体制の確立や政策等、地域の活性
化に資する活動を表彰するものです。
部門

賞

対象数

住宅部門

地域住宅賞
地域住宅奨励賞*1

1点
数点

地域部門

地域住宅賞

1点
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地域住宅奨励賞*1

数点

*1 「地域住宅奨励賞」は地域住宅賞に準じるものに授与します。
５．応募資格*2*3
応募者
・建築主、設計者、施工者等（それぞれに関与した
自治体、コンサルタント、又は住民等も可）
・すまいづくり活動またはまちづくり活動を行って
いる個人又は組織（NPO、工務店、自治体等)

部門
住宅部門
地域部門

*2 応募に当たっては関係者の承諾を前提とします。
*3 なお、上記の応募者を受賞対象として他薦する場合も受け付けることとします。
６．選考基準
・地域の気候、風土に適した、地域の人（人材）、地域の物（地場産材や既存建築の活用）、地域
の技術などの地域の住文化を大切にし、真に住み良く、人にも地球にも優しく、さらに地域に
も優しいすまいづくり、まちづくり及びそれらに関わる活動を表彰します。なお、
「地域の住文
化への貢献」を選考に当たっての主要な観点とするとともに、今日の住宅政策に求められる新
たな課題への取組みの独自性・新規性にも着目して選考します。
・現地調査：受賞候補については、現地調査を実施する場合があります。
・なお本表彰は、建築研究所研究開発課題「アジアの住まいとその地域性に配慮した省エネ住宅
設計技術の移転手法に関する研究～アジアモンスーン地域を対象として～」
（平成 26~27 年度）
の一環として実施します。
７．審査委員
審査は以下に示す審査委員会において、受賞作品を決定します。
＜審査委員会＞
委員長

渡邉

特別委員

三井所 清典

公益社団法人日本建築士会連合会 会長

委員

川崎

株式会社市浦ハウジング＆プランニング 代表取締役副社長

委員

北

委員

清水

耕一郎

株式会社アルセッド建築研究所 佐賀事務所所長

委員

水谷

明大

独立行政法人建築研究所 住宅・都市研究グループ長

定夫

直宏
真夫

東京大学名誉教授

国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室室長

(五十音順)
８．応募書類・提出方法
(1) 応募書類（両部門共通）
①概要書 「様式１」
②応募用紙「様式２」
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地域性への配慮事項等をまとめたもの
※地域の気候風土及び住文化や住宅政策上の新たな課題への対応等の観点を詳しく記述し
てください。
③作品および活動の写真や図面
応募用紙の中で使用した写真や図面を別途電子ファイルで提出して下さい。
※写真は jpg ファイル等の画像形式、図面は pdf 形式のファイルとし、CD-R にまとめて郵
送してください。
(2) 提出方法
郵送、メール、ファイル送信サービス
※郵送の場合、封書の表には「建築研究所すまいづくり表彰の応募」と必ずご記入ください。
※メールやファイル送信サービスで送付する場合には、受信を必ず確認して下さい。なお、
建築研究所のファイル受信容量の上限は 10MB です。
(3) 応募様式は下記 URL からダウンロードしてください。
建築研究所ホームページ（http://www.kenken.go.jp/japanese/research/hou/hope/index.html）
９．提出期限
応募書類①, ②, ③を平成 27 年 2 月 13 日（金）必着で提出ください。
10．応募先
郵送

：独立行政法人建築研究所 住宅・都市研究グループ
〒305-0802 茨城県つくば市立原 1 番地

メール：独立行政法人建築研究所 住宅・都市研究グループ
hope@kenken.go.jp
11．入賞者の発表
審査結果の発表は、建築研究所ホームページで行うほか、入賞者には事務局から連絡します。
時期は平成 27 年 2 月下旬頃を予定しています。
12．入賞者の表彰
（１）入賞作品は、平成 27 年 3 月 6 日（金）に有楽町朝日ホールで開催される「平成 26 年度独
立行政法人建築研究所講演会」において表彰します。旅費等交通費については各自のご負
担となります。ご了承下さい。
（２）入賞者に対しましては、建築研究所から賞状が授与されます。なお、賞状については、地
域住宅計画をこれまで積極的に推進してこられた福島県三春町、佐賀県有田町のご協力に
より作成する予定です。
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参考：平成 20 年度 第 3 回地域住宅計画賞の賞状・額
（授賞式：全国シンポジウム 2008 京都大会）
＜上記賞状・額等の作成者＞
記章

佐賀県有田町 有田焼
色鍋島 今右衛門 人間国宝 十四代 今泉今右衛門

額縁
賞状

山形県金山町

金山杉

きごころ工房

指物師

富山県富山市八尾
桂樹舎

書

手漉き和紙

紙漉き職人

福島県三春町

岸 欣一
水橋 真佐美

内藤 星姿

13．著作権その他
（１）応募作品の著作権 は応募者等に帰属しますが、入賞作品の発表に関する権利は建築研究所
が保有します。
（２）応募資料について関係者（建築主、設計者、施工者等）の了解が必要な場合（著作権があ
る写真を貼付する場合等）は、必ず了解を得てから応募して下さい。
（３）応募資料については、返却いたしません。ご了承下さい。
14．照会先
〒305-0802 茨城県つくば市立原 1 番地
独立行政法人建築研究所 住宅・都市研究グループ
TEL：029 (864) 6672
担当者：岩田司、内海康也
e-mail : hope@kenken.go.jp
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