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第 17回公共建築賞「公共建築賞・優秀賞」及び「地域特別賞」の 

決定について 

 

令和元年６月に募集を開始した第 17回公共建築賞について、下記のとおり決定しまし

たのでお知らせします。 

なお、これまで行ってきた各地区における表彰式（伝達式）は、現下の状況に鑑み中止

するとともに、これ以降に予定していた「公共建築賞（国土交通大臣表彰）」、「公共建築

賞・特別賞（国土交通省大臣官房官庁営繕部長表彰）」の選考（第二次審査）についても

当分の間、延期することにいたしましたのであわせてお知らせいたします。詳細について

は、添付の「第 17回公共建築賞の今後のスケジュール」をご覧ください。 

 

記 

１ 「公共建築賞・優秀賞」及び「地域特別賞」受賞公共建築一覧表（別紙）をご覧く 

ださい。 

２ 第 17回公共建築賞「公共建築賞・優秀賞」は、全国から応募のあった 8８点の公 

共建築について、全国の 9つの地区事務局に設置した第 17回公共建築賞地区審査委 

員会において、令和元年 10月より第 1次審査を開始し、各地区審査委員会による応 

募書類、現地調査による審査の結果、32点の公共建築が第２次審査の対象として第 

17回公共建築賞審査委員会（協会本部）に推薦され、審査の結果「公共建築賞・優秀 

賞」に決定されたものです。 

３ 「地域特別賞」は、各地区審査委員会が、前記第 2次審査の対象として推薦した公 

共建築以外で、地区において優れた特徴をもつ公共建築、奨励すべき公共建築として、 

必要に応じて各地区審査委員会において決定されたものです。 

 

【第 17回公共建築賞審査委員会委員（本部）】       （敬称略、50音順） 

委員長  和田  章 東京工業大学名誉教授 

委 員  新居 千秋 建築家 

  見城美枝子 青森大学副学長、エッセイスト 

  佐藤 彰芳 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課長 

  佐藤 千佳 東京都財務局建築保全部長 

  白石 真澄 関西大学教授 

  春田 浩司 一般社団法人公共建築協会会長 

  涌井 史郎 東京都市大学特別教授 

【同時発表】 

国土交通記者会 

国土交通省建設専門紙記者会 



第１７回公共建築賞 「公共建築賞・優秀賞」 受賞建築物一覧（全３２点） 
 

  （地区別・全国地方公共団体コード順） 

  
名称 所在地 地区 
   

北海道札幌視覚支援学校 北海道札幌市中央区南 14 条西 12 丁目 1-1 北海道地区 

東川小学校・東川町地域交流センター 北海道上川郡東川町西 4 号北８及び西３号北 7 北海道地区 

訓子府町幼保連携型認定こども園 わくわく園 北海道常呂郡訓子府町旭町 75 北海道地区 

住田町役場 岩手県気仙郡住田町世田米字川向 88-1 東北地区 

福島県国見町庁舎 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁目田二 1-7 東北地区 

はじまりの美術館 福島県耶麻郡猪苗代町新町 4873 東北地区 

長野市第一庁舎・長野市芸術館 長野県長野市大字鶴賀緑町 1613 関東地区 

佐久総合病院 佐久医療センター 長野県佐久市中込 3400-28 関東地区 

コスモスふきあげ館 埼玉県鴻巣市富士見 1-1-1 関東地区 

東京駅八重洲口開発グランルーフ・ 

東京駅八重洲口駅前広場 

(グランルーフ) 東京都千代田区丸の内 1-9-1 

(駅前広場) 東京都千代田区丸の内 2 丁目、中央区 

八重洲 1 丁目及び 2 丁目各地区内 

関東地区 

みなとパーク芝浦 東京都港区芝浦 1-16-1 関東地区 

聖籠町立図書館 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1560-1 北陸地区 

氷見市庁舎 富山県氷見市鞍川 1060 北陸地区 

金沢城公園 玉泉院丸庭園 玉泉庵 石川県金沢市丸の内地内 北陸地区 

愛知学院大学名城公園キャンパス 愛知県名古屋市北区名城 3-3-1 中部地区 

穂の国とよはし芸術劇場 プラット 愛知県豊橋市西小田原町 123 中部地区 

愛知県三河青い鳥医療療育センター 愛知県岡崎市高隆寺町小屋場 9-3 中部地区 

MIZKAN MUSEUM  愛知県半田市中村町 2-6 中部地区 

ロームシアター京都 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町 13 近畿地区 

立命館大学大阪いばらきキャンパス 大阪府茨木市岩倉町 2-150 近畿地区 

竹中大工道具館新館 兵庫県神戸市中央区熊内町 7-5-1 近畿地区 

太子町新庁舎 太子の環
わ

 兵庫県揖保郡太子町鵤 280-1 近畿地区 

松江市総合体育館 島根県松江市学園南 1-21-1 中国地区 

雲南市役所新庁舎 島根県雲南市木次町里方 521-1 中国地区 

岡山市立市民病院 岡山県岡山市北区北長瀬表町 3-20-1 中国地区 

落合総合センター 岡山県真庭市落合垂水 618 中国地区 

愛媛県立中央病院 愛媛県松山市春日町 83 四国地区 

あかがねミュージアム 
新居浜市総合文化施設・美術館 

愛媛県新居浜市坂井町 2-8-1 四国地区 

鬼北町庁舎（本館・別館） 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永 800-1 四国地区 

熊本県立熊本かがやきの森支援学校 熊本県熊本市西区横手 5 丁目 16-28 九州沖縄地区 

山鹿市立山鹿小学校 熊本県山鹿市山鹿 351 九州沖縄地区 

北大東村りんこう交流館 沖縄県島尻郡北大東村字港 29-1 九州沖縄地区 

別紙 



 

        

北海道札幌視覚支援学校 
  

東川小学校・ 
東川町地域交流センター 

 訓子府町幼保連携型認定こども園 
わくわく園 

 住田町役場 

        

福島県国見町庁舎   はじまりの美術館  長野市第一庁舎・長野市芸術館  佐久総合病院 佐久医療センター 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🄫 Rainer Viertlböck 

    

コスモスふきあげ館  
 東京駅八重洲口開発グランルーフ・ 

東京駅八重洲口駅前広場  みなとパーク芝浦  聖籠町立図書館 

        

氷見市庁舎   金沢城公園 玉泉院丸庭園 玉泉庵  愛知学院大学名城公園キャンパス  穂の国とよはし芸術劇場 プラット 

        

愛知県三河青い鳥医療療育センター   MIZKAN MUSEUM  ロームシアター京都  立命館大学大阪いばらきキャンパス 

        

竹中大工道具館新館   

太子町新庁舎 太子の環
わ

  松江市総合体育館  雲南市役所新庁舎 

        

岡山市立市民病院   落合総合センター  愛媛県立中央病院  
あかがねミュージアム 
新居浜市総合文化施設・美術館 

        

鬼北町庁舎（本館・別館）   熊本県立熊本かがやきの森支援学校  山鹿市立山鹿小学校  北大東村りんこう交流館 

写真データの用意がございます。（内観、外観各 1 点。） 

詳しくは担当までお問い合わせください。 



第１７回公共建築賞 における「地域特別賞」受賞建築物一覧（全８点） 
 

（地区別・全国地方公共団体コード順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名称 所在地 地区 
   

ЁBRI 北海道江別市東野幌町 3-3 北海道地区 

仙台市地下鉄東西線 国際センター駅・ 
青葉の風テラス 

宮城県仙台市青葉区青葉山 2-1 外 東北地区 

南陽市文化会館 山形県南陽市三間通 430-2 東北地区 

掛川市中央消防署庁舎 掛川市掛川 1102-2 中部地区 

TSURUMI こどもホスピス 大阪府大阪市鶴見区浜 1-1-77 近畿地区 

京都鉄道博物館 京都府京都市下京区観喜寺町 3-14 他(梅小路公園内) 近畿地区 

広島県立大崎海星高等学校 管理棟 広島県豊田郡大崎上島町中野 3989-1 中国地区 

基山町立図書館 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 60-1 九州沖縄地区 

       

ЁBRI 
  

仙台市地下鉄東西線国際センター駅・ 

青葉の風テラス 
南陽市文化会館 

 
掛川市中央消防署庁舎 

       

TSURUMI こどもホスピス  京都鉄道博物館  広島県立大崎海星高等学校  

管理棟 
 基山町立図書館 

写真データの用意がございます。（内観、外観各 1 点。） 

詳しくは担当までお問い合わせください。 



 

 

第 17回公共建築賞の今後のスケジュールについて 

 

１ 第 2次審査の実施について 

（１）第 17回公共建築賞審査委員会（本部）による今回の「公共建築賞・優秀賞」の 

決定を経て、今後、各地区審査委員会より推薦のあった公共建築について、書類審査 

のうえ現地調査対象公共建築を選定し、その結果を踏まえて次の各賞を選定すること 

になります。 

ア 公共建築賞（国土交通大臣表彰） 

次の３部門ごとに、総合的に最も優れた公共建築を選定します。  

     ① 行政施設部門 

     ② 文化施設部門 

     ③ 生活施設部門 

  イ 公共建築賞・特別賞（国土交通省大臣官房官庁営繕部長表彰） 

    前記の３部門を通じて、特に優れた特徴をもつ公共建築２点内外を選定しま

す。 

（２）現下の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）にかかる緊急事態宣言終了後 

にあっても、再度の域外移動の自粛などの感染防止対策の強化が求められる可能性が 

あること、現地調査の受け入れ側も、庁舎、病院、福祉施設、学校などにあっては体 

制の整備等が最優先であり、現地調査の受入れが困難になる可能性があります。この 

ため、第２次審査の現地調査については、来春以降に延期することにいたします。 

 

２ 「第 17回公共建築賞表彰式」の実施について 

前記（2）の現地調査の延期に伴い、本年 11月 11日（水）の「公共建築の日」に開 

催を予定していた表彰式については、来年（令和３年）11月 11日（木）の「公共建 

築の日」に開催することにいたします。 



「公共建築賞」について 

 

（１） 「公共建築賞」の目的 

公共建築賞は、優れた公共建築を表彰することにより、公共建築の総合的な水準の向 

上に寄与することを目的に、一般社団法人公共建築協会が昭和 63年に創設し、国土 

交通省、全国知事会、全国市長会及び全国町村会の後援を得て、隔年で実施している 

ものです。他の建築賞に比べて、竣工後３年以上経過した公共建築を対象としている 

ことのほかに、評価の基準として、設計施工が優れているということのみではなく、 

地域社会への貢献や施設管理、保全といった視点からも評価を行うことに特徴があり 

ます。 

 

（２） 「公共建築賞」の対象となる公共建築 

公共建築賞の対象とする公共建築は、国の機関、地方公共団体又は政府関係機関若し 

くはこれらに準ずる機関が施行した公共建築及びその他公共性の高い公共建築として 

います。また、竣工後３年以上経過したものを対象としており、第 17回公共建築賞で 

は、平成24年4月から平成28年3月の間に竣工した公共建築を対象としています。 

 

（３） 「公共建築賞」の種類について 

ア 公共建築賞（国土交通大臣表彰） 

次の３部門ごとに、総合的に最も優れた公共建築を選定します。  

    ① 行政施設部門 

    ② 文化施設部門 

    ③ 生活施設部門 

イ 公共建築賞・特別賞（国土交通省大臣官房官庁営繕部長表彰） 

  前記の３部門を通じて、特に優れた特徴をもつ公共建築２点内外を選定します。 

ウ 公共建築賞・優秀賞（公共建築協会会長表彰） 

公共建築賞地区審査委員会より第 2次審査の対象として推薦のあった優れた公共建 

築を選定します。 

エ 地域特別賞（各公共建築賞地区審査委員会委員長表彰） 

各地区審査委員会が、第 2次審査の対象として推薦した公共建築以外で、地区にお 

いて優れた特徴をもつ公共建築、奨励すべき公共建築を選定します。（地区によって 

は該当する公共建築がない場合があります。） 

 

（４）表彰対象者について 

 各賞に選定された公共建築に関係する事業者、設計者及び施工者を表彰します。 

（参考） 


