平成 27 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」、「評価のポイント」
を記している。

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

岩沼市玉浦西災害公営住宅 B-1 地区

有限会社 都市建築設計集団/UAPP 手島 浩之

宮城県岩沼市

東日本大震災からの復興を目指す岩沼市における災害公営住宅の
建設である。住宅平面に「田の字型」プランを採用し、地区内外
の居住環境に配慮している。住戸の柔軟な設計性を手がかりにプ
ライベートな空間から地域のパブリックな空間までをバリアフリ
ーにつなぎ、高齢者の快適な生活、家族の成長に対応できるプラ
ン、また地域コミュニティとの連携、街並み形成が図られている。
災害公営住宅での多様な家族形態とその成長、特に高齢化の進展
に伴う課題に対応しつつ、地域に開かれ共存する災害時における
将来を見据えた公営住宅団地のモデルとなり得るものである。
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共用テラス
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スロープ

屋根と基礎の一部
を連結する。
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住戸詳細
平面計画の特徴
高齢者への配慮
・デッキからアクセスすることでバリア
フリー動線を確保しています。サッシ
には、内外錠を設置することで外部か
らの開錠が可能となっています。
・トイレ出入口を２方向設けることで、
各居室から最短経路でトイレ水周りへ
移動可能とし、介助し易さへ配慮しま
した。

職人不足･大工不足への対応策と
して、県担当者と協議し設計時
点では、以下の方針を立てまし
た。
・内装工で出来る内装工事
予想される大工不足への対応
として、内装工事を PB＋ビニ
ルクロスとし、内装工でも作
業可能なものとしています。
・既製建具の採用
大量発注に対応できるよう、
地元建具工でなく、既製建具
を採用しています。

[ 玄関 ]
[ 洗面所 ]

[ 寝室 -1]
( 居間 )

[ 収納 ]
[ﾄｲﾚ]
[ ポーチ ]

可動家具

[ｷｯﾁﾝ]

[ 寝室 -2]
( 居間 )

可動家具の採用
・居間に設置した収納は、将来の可変性
に対応できるよう可動式の既製品とし
ています。

[ 食堂 ]

住戸バリエーション
住戸タイプは、間仕切りによって3タイプあり、下屋の付く方向で2つのバリエーションがある。この6種類の住戸を回転しながら配
置し、厳しい敷地条件に対し、適切な住戸配置ができる。

1LDK (2DK)
1 〜 2 人世帯用

2LDK (3DK)
2 〜 3 人世帯用

3LDK (4DK)
3 人〜世帯用

フラットにつながる住戸と共有テラス

共有テラスは緑道と連結する
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B-Ⅰ

C-Ⅰ

A2 2F

B 2F

C 2F

1F
下屋方向
バージョン
Ⅱ

1F
下屋方向
バージョン
Ⅰ

2F

全体配置図
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地域住宅賞
住宅部門

岩 i-HOUSE

松浦一級建築設計事務所 松浦良博

青森県むつ市

青森県むつ市における、単純な構造計画と、特徴的な大きな土間
を有しながら、効率的な断熱空間による夏の生活、冬の生活双方
に楽しく対応する住宅である。
生活空間と自然・社会を段階的につなぐために大きな土間を配し、
合わせて住宅の一部のみを断熱することにより、快適な春から夏
の生活を基本としながらも、冬期の省エネルギーも図られた、今
後我が国の大きな課題となる地方部における住宅・住まい方の計
画モデルとして意義のあるものである。
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‒

ࡢఫᏯᕷሙ࡛ࡣ 㧗᩿⇕ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ┬

ەసရࡢᴫせ
ࠕࡋ࠸ᮍ᮶ࡢᐙࠖࢆࢥࣥࢭࣉࢺࠕᅵ㛫ࠖࠕ↓

࢚ࢿࡢࡓࡵࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡇࢁࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ



ᬮᡣఫᏯࠖࡢᐙࢆィ⏬ࡋࡲࡋࡓࠋ

⮬↛ᑐࡋ࡚ࠊᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ఫᏯࡀከࡃឤࡌࡽ



ەసရࡢ≉ᚩ

ࢀࡲࡍࠋቨࡀཌࡃࠊ㛤ཱྀ㒊ࡀ⊃࠸ࠊ㧗᩿⇕ࡢ㨱ἲ⎼ࡢ



ୗᆅ᪉᫇࡞ࡀࡽ࠶ࡗࡓᅵ㛫ࢆ⣙ࡢ㠃✚ィ⏬

ࡼ࠺࡞ᐙࡀከࡃឤࡌࡽࢀࡲࡍࠋ

ࡋࡲࡋࡓࠋᅵ㛫ࡣ༙እ㒊✵㛫ࠊ୍᪉ࠊዟࡢఫᏯ㒊ศࡣ

 ࡓࡔ㨱ἲ⎼ࡢࡼ࠺࡞ఫᏯࢆࡘࡃࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡶ

ࡰ↓ᬮᡣఫᏯ㸦4್࣭ቨཌPP㸧࡛ィ⏬ࡋࠊ⮬

ࡗ♫ࡸᆅᇦࡘ࡞ࡀࡾࠊࡉࡽ⮬↛ᑐࡋ࡚ẁ㝵

↛ᑐࡋ࡚ẁ㝵ⓗࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺ィ⏬ࡋࡓࠋ᪥ᮏࡢᅄ

ⓗࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࢆࡶࡗ࡚ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ᐙࡀᚲ

Ꮨ࠶ࢃࡏࠊ⮬↛ࡶ⏕ࡁࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ  

せ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ


>ᘓ≀ྡ⛠@L+286(              >つᶍ@          >࡞እ㒊ୖࡆ@  
              ᵓ㐀 ᮌ㐀        ᒇ᰿ ள㖄ྜ㔠࣓ࢵ࢟㗰ᯈ
>⏝㏵@  ಶேఫᏯ              㝵ᩘ ᆅୖ  㝵      እቨ   ↝ ᮡ
>ᡤᅾᆅ@ 㟷᳃┴ࡴࡘᕷ            ᩜᆅ㠃✚ P    >࡞ෆ㒊ୖࡆ@
>タィ┘⌮@ᯇᾆ୍⣭ᘓ⠏タィົᡤ ᯇᾆⰋ༤  ᘓ⠏㠃✚ P    ෆቨ ᶞ⬡ࣔࣝࢱࣝ

㐨㊰ࡽࡢእほ㸸እቨࡣ↝ᮡࢆ᥇⏝ࠋ⾲㠃ࡀⅣࡋ࡚ࡿࡓࡵ㛗ᣢ
ࡕࡋࡸࡍ࠸ࠋ㌺ࡢฟࢆPPฟࡋ࡚ࠊ↝ᮡࡢຎ㜵Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᯛࡢᘓලࢆ⪏ೃᛶࡢ㧗࠸ᆅሙࡢ㟷᳃ࣄࣂࢆ᥇⏝ࠋእ㒊ࡽ୰ࡢᵝ
Ꮚࡣぢ࠼࡞࠸ࡀࠊෆ㒊ࡽࡣእࡢᵝᏊࡀࡣࡗࡁࡾぢ࠼ࡿ⣽ᕤࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㔠ἑࡢࡍࡴࡋࡇࡽࣄࣥࢺࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ

>ᕤ@ ᭷㝈♫ ᯇᾆᘓタ          ᘏᗋ㠃✚ P           
 

ᅵ㛫㸸⨨ࡁ␚ࡀ࠶ࡾᅖ⅔ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⦕ྎࡀఫᏯ㒊ศධཱྀ
㏆タ⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋேࠎࡸᆅᇦࡢὶࢆࢀࡔࡅᐊෆዟࡲ
࡛࠸ࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ᥦ࡛ࡍࠋ

ᅵ㛫ࡣ᩿⇕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵᐮࡃᬬ࠸࡛ࡍࡀࠊẼೃ࠶ࢃࡏ࡚Ỉࢆᧈ࠸ࡓࡾࠊ㢼ࢆ࠸ࢀࡓࡾࠊᐮࡅࢀࡤⅣࢆࡓ࠸ࡓࡾࠊ᭹ࢆ╔ࡓ
ࡾࡋ࡚ࠊᕤኵࡋ࡞ࡀࡽ࠺㇏࡞✵㛫࡛ࡍࠋ᫇࡞ࡀࡽࡢᅵ㛫࠾࠸࡚ࠊ▱ᜨࡸᕤኵࢆࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡃ㇏࡞ᬽࡽࡋࢆ ᵝ
ᥦࡋࡲࡋࡓࠋ

/'.㸸↓ᬮᡣఫᏯ㒊ศࠋቨཌࡉ⣙PPࠋࡑࢀࡺ࠼ⶶࡢࡼ࠺࡞✵㛫ࠋ

ᖹ㠃ᅗ㸸↓ᬮᡣఫᏯ㒊ศ㸦4್㸧ࡣቨࡀཌ࠸㸦ቨཌ
PP㸧ࡀࠊᅵ㛫㒊ศࡢⷧ࠸ቨ㠃ࢆࠊ㠃୍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅵ㛫㒊ศࡣࢇ᩿⇕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋእࡢ⮬↛ᑐࡋࠊ
ఫᏯ㹼ᅵ㛫㹼እ㒊ẁ㝵ⓗࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓࠋ

ᅵ㛫ࡣࢱࣝୖࡆࡢࡓࡵࠊỈࢆὶࡏࡿࡓࡵࠊᤲ㝖ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋ
ྠࠊኟࡣࠊỈࢆᧈࡃࡇࡼࡗ࡚ࠊẼ⇕ࡼࡿᡴࡕỈຠᯝ
ࡼࡗ࡚ࠊᾴࡋࡃᛌ㐺࡛࠶ࡿࠋ

建築研究所すまいづくり表彰 地域住宅賞
地域部門
コンパクトシティへ向けた夕張市真谷地団地集約化事業
北海道大学大学院工学研究院都市地域デザイン学 瀬戸口研究室
教授 瀬戸口剛
北海道夕張市
市長 鈴木直道
北海道立北方建築総合研究所地域研究部
部長 松村博文
北海道夕張市
積雪寒冷地にあって人口が急激に減少する夕張市真谷地地区にお
いて、公営住宅団地（元炭鉱住宅）内移転による集約化により、
生活環境の改善とともに団地運営の効率化を実現した取り組みで
ある。
暖房費の削減や除雪面積の減少効果の具体的数値の提示、事業後
の住民アンケートの実施、中長期的な事業評価による維持管理コ
ストの削減効果の具体的な提示など、我が国全体で将来的な人口
減少が多くの地域で確実視される中、地域性に配慮しつつ今後の
あるべき地域の姿を実現するために大いに参考となるモデルと言
える。

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲ
ᆅᇦఫᏯ㈹࠙ᆅᇦ㒊㛛ࠚ

  ᕷ⏫ᮧྡ㸸ᾏ㐨ኤᙇᕷ

ࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸྥࡅࡓኤᙇᕷ┿㇂ᆅᅋᆅ㞟⣙ᴗ
㹙ᛂເ⪅ྡ㹛ົඛྡ㸸ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲㝔㒔ᕷᆅᇦࢹࢨࣥᏛ℩ᡞཱྀ◊✲ᐊ 

ົඛఫᡤ㸸ᾏ㐨ᮐᖠᕷ༊㸯㸱᮲す㸶┠

㐃⤡ඛ㸦ົඛ㸧 TEL㸸㸮㸯㸯㸫㸵㸮㸴㸫㸴㸰㸲㸰 FAX㸸㸮㸯㸯㸫㸵㸮㸴㸫㸴㸰㸲㸰
ᙜᴗࡣኤᙇᕷࡀయ࡛⾜࠸ࠊᙜ◊✲ᐊࡣࠊᴗ๓

ەᆅᇦᛶࡢ㓄៖㡯
┿㇂ᆅᅋᆅ㞟⣙ᴗࡣࠊ✚㞷ᐮ෭ᆅ࠾ࡼࡧேཱྀ⃭

ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠊఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡽࠊ⛣㌿ୡ

ῶᆅ༊ࡋ࡚ࠊᆅᇦᛶᑐࡍࡿ㸱ࡘࡢຠᯝࢆᚓࡓࠋ

ᖏࡢ⛣㌿ඛఫᡞࡢィ⏬ࠊ⛣㌿ୡᖏࡢㄝ᫂ࢧ࣏࣮ࢺࠊ

㸯㸧㞟⣙ࡼࡿఫᡞ

ᴗᚋࡢఫẸホ౯ࡢㄪᰝࠊኤᙇᕷࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࢥࢫࢺࡢ

⇕⎔ቃࡢྥୖᬮᡣ㈝ࡢ⠇ῶ

ఫᡞ䛾㞟⣙䛻䜘䜚䚸⛣㌿ඛ䛾ఫᲷෆ䛾ධᒃୡᖏ䛜ቑ䛘䚸
ྛఫᡞ䛾

⇕⎔ቃ䛜ྥୖ䛧䚸ⅉἜ䛾ᾘ㈝㔞䛜๐ῶ䛧䛯䚹㻌

㸰㸧㞟⣙ࡼࡿ㝖㞷㠃✚ࡢῶᑡ㝖㞷㈇ᢸࡢ㍍ῶ㻌

ィ⟬࡞ࠊ㞟⣙ᴗࡢከࡃࢆኤᙇᕷ༠ຊࡋࡓࠋ
┿㇂ᆅᅋᆅࡢ㞟⣙ᴗࡣࠊᴗᚋ◊✲ᐊࡀ⾜ࡗ
ࡓㄪᰝࡽࠊ㸳ẁ㝵ホ౯࡛  ࡢホ౯ࢆᚓࡓࠋ
⾲䠍㻌 ┿㇂ᆅᅋᆅ㞟⣙ᴗ䛻ᑐ䛩䜛ఫẸ䛾䠑ẁ㝵ホ౯㻌

ⴭ䛧䛔┿㇂ᆅᅋᆅ䛷䚸㝖㞷䛾㈇ᢸ䛜㍍ῶ䛥䜜䛯䚹㻌

㞟⣙ᴗࡢ㡯┠

㸱㸧㞟⣙ࡼࡿேཱྀ⃭ῶᆅ༊࡛ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࢥࢫࢺ๐ῶ
ேཱྀ⃭ῶᆅ༊䛾┿㇂ᆅᅋᆅ䛻䛚䛔䛶䚸ኤᙇᕷ䛾⥔ᣢ⟶
⌮䝁䝇䝖䛜䚸ᖺ㛫䛷⣙ 㻡㻜㻜 ๐ῶ䛥䜜䛯䚹㻌

ەసရࡢᴫせ
ᮏసရࡢኤᙇᕷ┿㇂ᆅᅋᆅ㞟⣙ᴗࡣࠊኤᙇᕷࡢ
㞟⣙ᆺࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᖹᡂ 㹼
ᖺᗘ⾜ࢃࢀࡓࠋᚑ๓ࡣᅋᆅࡢᑐ㇟ఫᡞᩘ  ᡞᑐ
ࡋ࡚ධᒃୡᖏ  ᡞ࡛ࠊ ࡢఫᡞࡀ✵ࡁఫᡞ࡞ࡾࠊ
ఫẸ⏕άᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࠊኤᙇᕷࡢ⥔ᣢ⟶⌮㈇ᢸࡀቑ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛┿㇂ᆅᅋᆅ  Ჷࢆ㸴Ჷ㞟⣙ࡋ࡚ࠊ
✵ࡁఫᡞ⛣㌿ධᒃࡋࠊṧࡾࡢ㸴Ჷࢆ⏝㏵ᗫṆࡋࡓࠋ


㝵ẁࡢ᪼㝆
ఫᡞࡢᨵಟ
⇕⎔ቃࡢྥୖ
ඹྠᾎሙࡢᨵಟ
㢼࿅ࡁఫᡞ
ᐙ㈤ࡢᤣ⨨ࡁ
㝖㞷㈇ᢸࡢపῶ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ⥔ᣢ
㞟ᡤࡢᨵಟ
౽ᛶࡢྥୖ
ᘬ㉺ࡋࡢ㈇ᢸపῶ
యホ౯

㸱㸬㸷
㸱㸬㸶
㸱㸬㸳
㸱㸬㸳
㸱㸬㸱
㸱㸬㸰
㸱㸬㸱
㸱㸬㸱
㸱㸬㸮
㸰㸬㸵
㸰㸬㸵
㸱㸬㸱

㠀⛣㌿ୡᖏ ఫẸయ
ࡢホ౯
ࡢホ౯
㸱㸬㸴
㸱㸬㸴
㸱㸬㸴
㸱㸬㸵
㸫
㸱㸬㸲
㸱㸬㸰
㸱㸬㸱
㸰㸬㸶
㸫
㸫
㸱㸬㸲

⾲䠏㻌 㞟⣙ᴗ๓ᚋ䛾㝖㞷㠃✚䛾ῶᑡ䠄ୡᖏᙜ䛯䜚䠅㻌
㞟⣙ᴗ๓ 㞟⣙ᴗᚋ 㝖㞷㠃✚
⛣㌿ୡᖏ
㸱㸯੍
㸯㸶੍ 㸯㸱੍ῶᑡ
㠀⛣㌿ୡᖏ
㸰㸲੍
㸯㸶੍
㸴੍ῶᑡ

㸱㸧㝵ẁ᪼㝆ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ
┿㇂ᆅᅋᆅࡣࡍ࡚㸱㝵ᘓ࡚ࡢ㝵ẁᐊᆺఫᲷ࡛ࠊ㈈
ᨻ㈇ᢸࡢపῶࡢࡓࡵࠊ㞟⣙ᴗᚋࡶྛఫᲷࡣ࢚ࣞ

㞟⣙䛻䜘䜚Ꮨ䛾㝖㞷䛩䜉䛝㠃✚䛜ῶᑡ䛧䚸㧗㱋䛜

⛣㌿ୡᖏ
ࡢホ౯

⛣㌿ୡᖏ ࠊ㠀⛣㌿ୡᖏ  Ⰻዲ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬㸶
㸱㸬㸵
㸱㸬㸴
㸱㸬㸴
㸱㸬㸱
㸱㸬㸱
㸱㸬㸱
㸱㸬㸱
㸰㸬㸷
㸰㸬㸵
㸰㸬㸵
㸱㸬㸲

࣮࣋ࢱ࣮ࡣ↓࠸ࠋ࡚ࡢ⛣㌿ୡᖏࢆ㸯㝵ࡲࡓࡣ㸰㝵
⛣㌿ࡋࠊ㝵ẁᐊ᪂ࡓᡭᦾࢆタ⨨ࡋࡓࡓࡵࠊ㝵ẁ᪼
㝆ࡢ㈇ᢸࡀపῶࡋࡓࠋᴗᚋࡢఫẸࡢ㸳ẁ㝵ホ౯ࡣࠊ
య ࠊ⛣㌿ୡᖏ ࠊ㠀⛣㌿ୡᖏ  㧗࠸ࠋ
㸲㸧㞟⣙ᴗࡼࡿఫẸࡢ⏕ά㈝㈇ᢸࡢ⠇⣙
㞟⣙ᴗᚋࢧࣥࣉࣝㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊୡᖏࡢⅉἜ
௦ࡀῶᑡࡋࡓࡓࡵࠊ⛣㌿ୡᖏ࡛  㸭ୡᖏࠊ㠀
⛣㌿ୡᖏ࡛  㸭ୡᖏࡢ⏕ά㈝ࡀ⠇ῶࡉࢀࡓࠋ
ධᒃୡᖏࡢቑຍࡼࡿ⏕ά㈝ࡢ⠇ῶࡣࠊ⛣㌿ୡᖏࡢࡳ
࡞ࡽࡎ㠀⛣㌿ୡᖏࡶຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸳㸧Ⅳ㖔௦ࡽ⥆ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⥔ᣢ

ەసရࡢ≉ᚩ
┿㇂ᆅᅋᆅࡢ㞟⣙ࡼࡾࠊఫẸࡢ⏕ά⎔ቃࡀ⛣㌿
ୡᖏ࠾ࡼࡧ㠀⛣㌿ୡᖏࡶࠊ௨ୗᨵၿࡉࢀࡓࠋ

࠸࠺ពぢࡀከ࠸ࠋఫẸࡢホ౯ࡣࠊయ࡛ ࠊ⛣㌿ୡ

㸯㸧ఫᡞࡢ ⇕⎔ቃࡢྥୖⅉἜᾘ㈝㔞ࡢ๐ῶ
㞟⣙ᴗࡼࡾఫᲷෆࡢධᒃᡞᩘࡀቑ࠼ࡓࡓࡵࠊ
⛣㌿ୡᖏࡣࡶࡼࡾ㠀⛣㌿ୡᖏࡶఫᡞෆࡢ

㞟⣙ᴗࡢᚋࠊ
ࠕ㏆ᡤࡢேࡢヰࡀቑ࠼ࡓࠖ
ࠕ௨
๓ྠࡌࡃᅋᆅෆࡢேࡢ⾜ࡁ᮶ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠖ

⇕⎔ቃ

ࡀᨵၿࡉࢀࠊⅉἜࡢᾘ㈝㔞ࡀῶᑡࡋࡓࠋ㞟⣙ඛఫᲷࡢ
㸴Ჷయ࡛ࠊ⛣㌿๓ᚋ࡛ⅉἜࡢᾘ㈝㔞ࡣࠊୡᖏᖹᆒ࡛
㸰㸴㸮㹊๐ῶࡋࡓࠋࡇࢀక࠸ᬮᡣ㈝ࡶᖹᆒ 
๐ῶ࡛ࡁࡓࠋᴗᚋࡢఫẸホ౯࡛ࡣࠊ㸳ẁ㝵࡛య

ᖏࠊ㠀⛣㌿ୡᖏࡶ  ࡛࠶ࡿࠋ
㸴㸧᪤Ꮡࢫࢺࢵࢡࡢά⏝ࡼࡿᑠつᶍ࡞ఫᡞᨵಟ
㞟⣙ᴗࡼࡾఫᡞࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋୡᖏᑐ
ࡋ࡚ࠊ⤥Ỉ⟶ࡢࠊ❆ࢧࢵࢩࡢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
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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
あゆみ

めばえ

コンパクトシティへの先導モデル 夕張市営住宅 歩 ・ 萌 団地
（有）アーキシップアソシエイツ 取締役 久保田 知明
（株）ピーエス三菱 札幌営業所 所長 高木 隆一
坂本建設工業（株） 代表取締役 坂本 豊
丸七氏家建設（株） 代表取締役 氏家 孝治
北宝建設（株）夕張支店 代表取締役 中島 功治
有限会社永井組 代表取締役 佐藤 広光
日管建設（株） 代表取締役 橋本 征國
大晃電気工業（株） 代表取締役 柿崎 英俊
駒井電気工業（株） 代表取締役 駒井 博行
北寿産業（株） 代表取締役 柳沼 伸幸
（株）井出組 代表取締役 澤田 直矢
（有）みのしま建設 代表取締役 簑島 範之
（株）夕電 代表取締役 小坂 礼司

北海道夕張市
夕張市における地域再生計画に基づくコンパクト化において、現
在最も人口が集中している清水沢地区へ市営団地を移転すること
により、人口集中地区での地区居住人口の増加と、医療・福祉・
教育・生活利便施設等の集約を同時に企図した取り組みである。
人口減少社会においてコンパクトな市街地形成は今後より重要と
なる中で、地域の再編計画における木造公営住宅の一つの在り方
を示した取り組みと言える。
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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

林業で栄えた町の、山を見てつくる家 小規模人工林と
地域の技術を活かす構法と生産

香川大学 釜床 美也子

徳島県徳島市

徳島市における個人所有の森林資源を家づくりに利用した試みで
ある。伐採から竣工まで 3 年超を費やしており、地域材を活かす
ための様々な配慮がなされている。多くの工程は施主を中心とし
た直営であり、製材業者等と協働した家づくりを行った。地域の
木材、人、伝統技術を活かしつつ、必ずしも経済性のみにとらわ
れず時間をかけて、仲間との協働による伝統的な建築生産を試み
た意欲的な取り組みであると言える。
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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

奥越大工塾

福井県建築組合連合会 奥越ブロック会

福井県大野市・勝山市・永平寺町

地域における若手大工数は減少し、技能継承が困難になってきて
いる中、技能習得・人材交流の場として奥越ブロック会が行う取
り組みである。地区内及び県内在住の若手大工を対象とした実技
演習等を通し、技能・経験を将来へ継承し地域のすまいづくりを
支えることが目的である。
これまで培われてきた技能・経験を次世代あるいはその先に広く
継承させることで、地域のすまいづくりを支え・より良くしてい
こうとする意欲的な取り組みである。

ᕷ⏫ᮧྡ㸸⚟┴㔝ᕷ࣭ᒣᕷ࣭Ọᖹᑎ⏫

ᘓ⠏◊✲ᡤࡍࡲ࠸࡙ࡃࡾ⾲ᙲᆅᇦఫᏯ㈹࠙ᆅᇦ㒊㛛ࠚ

ᢏ⾡⥅ᢎࡢዲᚠ⎔ࢆࡘࡃࡿ
［応募者名］福井県建築組合連合会
連絡先

TEL：0779-89-1771

ዟ㉺ᕤሿ

奥越ブロック会

住所：福井県勝山市北郷町坂東島 48-32-2( 有限会社竹島工務店気付）

FAX：0779-89-2674

●地域性への配慮事項

過去 4 回の受講生は延べ 60 名に及びます。講習内

庶民の木造住宅群 ( ＝群居 ) は、住まい手（あるい

容を技術手引書の形式でまとめ公開しています。

今、伝統的技術による仲間意識は消えつつありま
すが、大工技能を通して地域の若者が互いに励み合
う横のつながりをつくることの大切さは不易です。

てきました。しかし現在、若手就労者数の減少と技

2012 年「伝統的建築物を活かしたまちづくりと
地域型住宅づくりを学ぶ」

能低下が懸念されています。

2013 年 「真壁の和室造作を学ぶ」

求められる技術は同じです。つまずく箇所も同じで

2014 年 「隅木のある屋根架構を学ぶ」

す。地域の中に学ぶ場をつくり先輩・後輩の関係性

2015 年 「工作技術の基礎を学ぶ」

を創出すること、要所について共通の手引書を整備

は設計者）の要望を具現化する大工技術に支えられ

人が生まれ、育つ器として備えるべき木造住宅の
魅力を、今後とも庶民のものとして持続するために
は、地域に存在していた大工技術を過去のものとせ
ず、次世代の若手に広く継承させる取り組みが不可
欠です。
●作品の概要
奥越大工塾は、
（一社）福井県建築組合連合会を構
成する 53 の建築組合のうち、奥越地区内にある 5
つを統括する奥越ブロック会が取り組む大工塾です。
地区内および県内在住の若手大工を対象に、2012

（2016 年 「階段造作を学ぶ」を予定）
●作品の特徴

大工として段階的に成育する過程で、節目として

することで、若手を孤立させることなく技能向上・
技能継承の循環の中に取り込むことができます。

施工方法の合理化に伴い、若手大工が先輩と現場

奥越大工塾は、まさにそのことを実感する事業で

を共にする機会は減少し、技能向上は個人の努力の

した。互いに学び合う横のつながりとともに、将来

みに委ねられるようになりました。難しい仕事を託

地域の核となる人材も育ちつつあります。

された若手はひとり悩み、現場を離れる例も少なく
ありません。
かつて、地域には大工の師弟関係に基づく仲間意

「地域住宅」が群居のあり方を示す手本として、そ
の一角を占め続けるため、若手技能者を盛り立てる

識 ( ＝流派 ) がありました。事業所の規模が小さく、 取り組みが各地に広がることを期待するものです。

年から 4 年間、テーマを替えながら、実技演習を中

そこで働く若者は一人であっても、流派の中での横

心とした講座を 8 日間の日程で開催しています。

のつながりが彼を支えていました。
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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

民家と民家を支えるしくみ再生「木と土の家」普及啓発

山口民家作事組

山口県山口市

山口県では伝統的に、地場産材である良質な粘土と豊富な森林資
源を活かして住宅が作られてきた。この伝統技術を継承し、発展
させ、現代における地域型木造住宅「木と土の家」として提案・
普及活動を行う取り組みである。
地域の伝統技術・生産システムの普及・発展を図りつつ、供給側
だけではなく「生活者」の視点からもこれからの地域におけるす
まい方を考えられるような多角的な取り組みとして評価できる。
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౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗᖹᡂ 㸪㸪 ᖺᗘࡢ  ᖺ㛫ࢆ

ࡅࢆᘓ≀⮬యࡀഛ࠼࡚࠸ࡿࡇࡀษ࡛ࡍࠋ

ࡅ࡚ࠕᮌᅵࡢᐙࠖࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡋࡲࡋࡓࠋ

ᒣཱྀ┴ࡣⰋ㉁࡞⢓ᅵ㇏ᐩ࡞᳃ᯘ㈨※ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡇࡢࡇࡽ┴ෆࡢࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶࠕᮌࠖ

յ ᅵࡢ‵Ẽᐜ㔞ࢆ⏝ࡋ࡚ᘓ≀ࡢ⪏ஂᛶࢆ㧗ࡵࡓᐙ

ձࠕᮌᅵࡢᐙ࣭ࠖ⫋ேࡢᡭࢃࡊⓎぢ㸦+ ᖺᗘ㸧

ࠕᅵࠖࢆ⏝࠸ࡓᐙࡀᘓ࡚ࡽࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㛗࠸ṓ᭶ࢆ

ᅵࡣㄪ‵ᛶ⬟ඃࢀࡓᮦᩱ࡛ࡍࠋࡑࡢ‵Ẽᐜ㔞ࡀእ

ࠕᮌᅵࡢᐙࠖࡣ⇍⦎⫋ேࡢᡭࢃࡊࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧

ࡅ࡚ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓᢏ⾡ࡣࠊᖖヨ⾜㘒ㄗࡼࡿῈử

ቨෆ᩿⇕ᒙ࡛ࡢ⤖㟢ࡢⓎ⏕ࢆ㜵Ṇࡋࡲࡍࠋࡉࡽ㧗

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽ㛗࠸ṓ᭶ࢆࡅ࡚ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓ㧗

࠸ᕤᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ㜵‵ᒙࡢᕤࡀせ࡛ࡍࠋ

࠸ᢏ⬟ࡶࠕᮌᅵࡢᐙࠖࡶኻࢃࢀࡼ࠺ࡋ࡚࠸

ᡂ㛗ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋከࡃࡢඛ㐩ࡢᬛᜨᢏ
ࡅࡽࢀࡓᢏ⾡࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀᨾࠊṔྐࡀド᫂ࡋ

ն ᘓ≀እ࿘㒊ࡢ᩿⇕ᛶ⬟ࢆ㧗ࡵࡓᐙ

ࡲࡍࠋ⇍⦎⫋ேࡢᡭࢃࡊࡣࡲࡉᆅᇦࡢ⏘ᴗ㑇⏘࡛࠶

࡚࠸ࡿࡓࡵఏ⤫ᢏ⾡ࡣṇᙜ࡛࠶ࡿࡢᙇࡣᦂࡿ

᫇ࡽࡢᐙ࡙ࡃࡾࡢᢏ⾡ࢆࡁࡃኚ࠼ࡿࡇ࡞ࡃ

ࡾᑗ᮶ࢃࡓࡾᏲࡾఏ࠼࡚࠸ࡃࡁࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛ࠊ

ࡂ࡞࠸ㄝᚓຊࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠸Ꮫࢇ࡛Ᏺࡾ⥅ᢎࡍࡿ

⡆᫆࡞᪉ἲ࡛᩿⇕ᛶ⬟ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࠕᅵቨእẼഃ

୍⯡⏕ά⪅ࡀ⫋ேࡢᡭࢃࡊࡢ㨩ຊࢆⓎぢࠊㄆ㆑ࡍ

ດຊࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢ୍᪉࡛᪤ᡂࡉ

ሸ᩿⇕ࠖࢆ㛤Ⓨࡋ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᚑ᮶ࡢᢏ⾡ࡢࡲ

ࡿࡁࡗࡅࢆࡘࡃࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ⇍⦎⫋ேࡢᡭ

ࢀࡓᢏ⾡࡛࠶ࡿࡣỴࡋ࡚ゝ࠼ࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ᡂ㛗ࡢ

ࡲᕤ࡛ࡁࡿࡓࡵᆅᇦࡢ⫋ேࡀᢠ↓ࡃ᪂ࡓ࡞ᛶ

ࢃࡊࢆᐇయ㦂࡛ࡁࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ

㐣⛬࠶ࡿ⪃࠼ࠊḞⅬࡀ࠶ࢀࡤࡑࢀࢆᨵၿࡋḟ௦

⬟ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᕤἲ࡛ࡍࠋ

ղࡳࢇ࡞࡛ࡘࡃࡿࠕᮌᅵࡢᐙࠖ㸦+ ᖺᗘ㸧

ཷࡅ⥅ࡄࡇࡀᡃࠎࡢດࡵࡔ⪃࠼ࡲࡍࠋ࠼ࡤ⪏㟈

շ ༢⣧࡞ࡓࡕ࡛ୡ௦ࢆ㉸࠼࡚ఫࡳ⥅ࡆࡿᐙ

ศᴗࡼࡾᘓ⠏タィᦠࢃࡿᢏ⾡⪅࡛ࡶ⮬ࡽᘓ

ᛶࠊ᩿⇕ᛶၥ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲

ఫᏯࢆỌࡃ࠺ࡓࡵࡣ⏕άࡢኚᑐᛂࡋࡸࡍ

≀ࢆᕤࡍࡿࡇࡣࡲࡎ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡋ୍࡚⯡⏕ά

ࡼࡾࡇࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹࡛ࡁࡿᢏ⾡ࡀ☜❧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ࡃࡘࡃࡗ࡚࠾ࡃࡇࡀษ࡛ࡍࠋࡋࡗࡾࡋࡓᵓ㐀

⪅ࡀ⫋ேࡢ࠺㐨ලࢆ࠸ᐇ㝿ࡢࠕᮌᅵࡢᐙࠖࢆࡘ

ࠕᮌᅵࡢᐙࠖࡣࡇࡢᢏ⾡ࢆࡾ࠸ࢀࡓఫᏯ࡛࠶ࡾ㛗

ỗ⏝ᛶࡢ㧗࠸ᖹ㠃ࢆࡶࡘఫᏯࡣ࠼ྂࡃ࡚ࡶ㈨

ࡃࡿࡇ࡞࠶ࡾ࠼࡞࠸ࡇ࡛ࡍࠋ୍⯡⏕ά⪅ࡀ㢌ࡔ

ᮇඃⰋఫᏯࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍఫᏯ࡛ࡍࠋ

⏘ࡋ࡚㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡿࡇࡶ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡅ࡛࡞ࡃᡭࡸయయࢆࡗ࡚ᮦᩱࡢຍᕤࡽᘓ≀ࡢ

ո ရ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝᚑࡗ࡚ࡘࡃࡿᐙ

ᡂࡲ࡛㐃⥆ࡋࡓ୍㐃ࡢࠕᮌᅵࡢᐙ࡙ࠖࡃࡾࡢసᴗ

ࠕᮌᅵࡢᐙࠖࡢ≉㛗ࡣ௨ୗᩚ⌮࡛ࡁࡲࡍࠋ

Ⰻ㉁࡛㛗ࡃఫࡳ⥅ࡄࡇࡀ࡛ࡁࡿᐙࢆࡘࡃࡿࡓࡵ

ࢆ⮬ࡽ࠾ࡇ࡞࠺ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡳࢇ

ᅵቨᰕ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ┿ቨࡣᡂࡉࢀࡓᢏ⾡࡛࠶

タィጞࡲࡾᅵࡸᮌࡢ㑅ᐃ㸪ᕤ⟶⌮ࡢ☜ㄆࡸሗ࿌

࡞࡛ᗈࡉ  ␚ࡢࠕᑠࡉ࡞ᐙࠖࢆᘓ࡚ࡲࡋࡓࠋ㠃✚

ࡾ᪥ᮏࡢఫࡲ࠸ࡢ⨾ࡋࡉࢆ⾲⌧ࡍࡿ㔜せ࡞せ⣲࡛

ရ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝᚑࡗ࡚ᐙ࡙ࡃ

ࡣᑠࡉࡃ࡚ࡶࠊཱྀࠊ∧⠏ࠊᑠ⯙ቨ࠸ࡗࡓᒣཱྀ࡛ཷ

ࡍࠋఫᏯࢆỌࡃ࠸⥆ࡅࡿࡓࡵࡣ㦵᱁ࡀ㛗ᣢࡕࡍ

ࡾࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

ࡅ⥅ࡀࢀࡿఏ⤫ⓗ࡞ᵓἲࡽ࡞ࡿᮏ᱁ⓗ࡞ᘓ≀࡛ࡍࠋ

ࡿࡇࡀษ࡛ࡍࠋ㦵᱁ࡀᖖேࡢ┠ゐࢀ࡚࠸ࡿ

௨ୖ㸪ᆅඖ࡛ࢀࡿᮦᩱࢆ࠸ࠊᆅඖࡢ⫋ேࡀࡘࡃ

ճࠕᮌᅵࡢᐙࠖ᫆ὶ⾜ㅮᗙ㸦+ ᖺᗘ㸧

ձ ᅵᮌࢆᐊෆ⌧ࡋࡓ┿ቨࡢᐙ

ࡿࠕᮌᅵࡢᐙࠖࡣࡑࡢᛶ⬟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᆅᇦࡢ㞠

᫆ὶ⾜ࡣ㸪࠸ࡘࡲ࡛ࡶኚࡋ࡞࠸ᮏ㉁ⓗ࡞ࡶࡢ

⏝☜ಖࠊᆅඖࡢᒣᯘࡢಖࠊࡉࡽᆅ⌫⎔ቃࡢಖ

ࢆᛀࢀ࡞࠸୰ࡶ᪂ࡋࡃኚࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆࡶ

྾ᨺ‵ᛶࡢ㧗࠸ᘓᮦ࡛ࡘࡃࡿᐙࡣ⏕άࡽⓎ⏕ࡍ

ࡶᙺ❧ࡘྂࡃ࡚᪂ࡋ࠸ఫࡲ࠸࡛ࡍࠋ

ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃ࠸࠺ព࡛ࡍࠋࠕᮌᅵࡢᐙࠖࡢ

ࡿỈẼࡀࡁࡃኚࡋ࡚ࡶᐊෆ‵ᗘኚࡣᏳᐃ

ࠕᒣཱྀẸᐙస⤌ࠖࡢάືࡣ

᫆ὶ⾜ᛶࡘ࠸࡚ᵓ㐀㸪⎔ቃ࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ษࡾཱྀ

ࡇ࡛㐺ษ࡞⥔ᣢ⟶⌮ࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ղ ᅵᮌࡢㄪ‵⬟ຊࡼࡾ‵ᗘኚࢆࡽࡆࡓᐙ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᅵᮌࡣㄪ‵ᛶ⬟ඃࢀࡓᘓᮦ࡛ࡍࠋ

ճ ᅵቨࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃ㓄⨨ࡋࡓᏳᐃࡋࡓᐙ

ᖹᡂ  ᖺࡢⓎ㊊ᙜึࡽᒣཱྀ┴ෆࡢྂẸᐙᐇែㄪ
ᰝࠊ⏕ࡢࡓࡵࡢၥ㢟Ⅼࡢᩚ⌮ࡑࡢᑐ⟇ࢆ◊✲㛤Ⓨ

ࡽ㸪㧗࠸ᑓ㛛ᛶࢆᣢࡘ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ⏕ά⪅ࢃࡾࡸࡍ
ࡃゎㄝࡍࡿ㐃⥆ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ

