第６回公共建築賞受賞建築物

受賞建築物一覧に戻る 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第７回 第８回
---------------------------------------------------------------------------

第６回 受賞者一覧表

平成10年（1998年）

事業者等名・設計者名・施工者名は、受賞当時のものです。

公共建築賞 建設大臣表彰
■文化施設部門

大阪府立近つ飛鳥博
物館
事業者等：大阪府
設計者：大阪府建築都
市部公共建築室・安藤
忠雄建築研究所
施工者：（株）鴻池組大
阪本店・三菱建設（株）
大阪支店
西側の池越しに見る
（撮影/新建築写真部）

展示室（撮影/新建築写真部）

■生活施設部門

吉祥寺駅末広通り自
転車駐車場
事業者等：武蔵野市
設計者：黒川哲郎＋デ
ザインリーグ
施工者：武蔵野建設工
業（株）

南側を見る（撮影/新建築写真部）
４階自転車置場（撮影/新建築写真部）
---------------------------------------------------------------------------

公共建築賞・特別賞 建設大臣官房官庁営繕部長表彰
ＪＲ 赤湯駅
事業者等：東日本旅客
鉄道（株）・南陽市
設計者：東日本旅客鉄
道（株）東北工事事務
所・鈴木エドワード建築
設計事務所（株）
施工者：大木建設（株）

1

第６回公共建築賞受賞建築物
東北支店

西側から見る全景

コンコース全景

アプローチから見る全景

内部

南から俯瞰する

舞台を見る

左に劇場、右に展示場、中央奥に会議場を見る

劇場

高知県立家畜学習館
事業者等：高知県
設計者：（株）若竹まち
づくり研究所、協力事務
所松澤敏明建築研究室
施工者：（株）開洋

清和文楽館
事業者等：熊本県清和
村
設計者：（株）石井和紘
建築研究所
施工者：（株）日動工務
店

沖縄コンベンションセ
ンター
事業者等：沖縄県
設計者：大谷研究室・
（株）国建
施工者：（株）竹中工務
店・（株）國場組・（合）明
成建設・前田建設（株）・
（有）丸満工務店・（株）
大城組・南洋土建（株）

---------------------------------------------------------------------------

優秀賞 公共建築協会会長表彰
江差町役場庁舎
事業者等：北海道江差町
設計者：（株）北海道日建設計・（株）日本技建
札幌事務所
施工者：清水建設（株）北海道支店・（株）瀬野
田建設
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正面外観

１階窓口カウンター
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鹿追町民ホール・神田日勝記念館
事業者等：北海道鹿追町
設計者：（株）日本工房一級建築士事務所
施工者：清水建設（株）北海道支店
右は記念館、左は町民ホール

記念館展示室

本別町コミュニティーステーション(ステラプラ
ザ)
事業者等：北海道本別町
設計者：（株）環境設計
施工者：中前建設（株）・（株）近藤組
駅前広場から見る
イベントホール

郡山市立美術館
事業者等：郡山市
設計者：（株）ＴＡＫ建築・都市計画研究所
施工者：（株）大林組東北支店・東洋建設（株）
エントランスにつながるプロムナード
東北支店
から見た石の広場と美術館のファサ
ード

展示ロビー

富岡町役場庁舎・保健センター
事業者等：福島県富岡町
設計者：（株）ＩＮＡ新建築研究所東北支店
施工者：鹿島建設（株）建設総事業本部東北
支店・宇佐見建設（株）・田中建設（株）・桂建
設（株）

左に保健センター棟、右奥に庁舎等

庁舎棟待合ラウンジ

中央区立日本橋小学校等複合施設
事業者等：東京都中央区
設計者：（株）類設計室
施工者：戸田建設（株）・北野建設（株）・（株）
徳洋

区立図書館閲覧室
各施設へのエントランスのある東側
外観

（撮影/小川泰弘）

都立府中養護学校・都立府中朝日養護学校
事業者等：東京都
設計者：（株）現代計画研究所
施工者：（株）熊谷組東京支店・南海辰村建設
（株）・大邦建設（株）
校舎全景を南側から望む 右は府中 シンボルツリーのある両校共
養護学校、左は府中朝日養護学校
用の中庭（撮影/新建築写真部）
（撮影/新建築写真部）

神奈川県警察本部庁舎
事業者等：神奈川県
設計者：（株）久米設計
施工者：清水建設（株）横浜支店・東急建設
（株）横浜支店・山岸建設（株）・（株）渡辺組・
（株）千代田アクタス

交通管制室
海岸通りから見る
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窪田空穂記念館
事業者等：松本市
設計者：（株）ＴＡＫ建築・都市計画研究所
施工者：（株）金丸工務店
前面道路から望む夜景
展示室
信州高遠美術館
事業者等：長野県高遠町
設計者：（株）宮本忠長建築設計事務所
施工者：（株）守谷商会松本支店・（株）ヤマウ
ラ
エントランスアプローチから見る

小憩ホール

曽我・平澤記念館
事業者等：新潟県味方村
設計者：香山壽夫＋環境造形研究所
施工者：（株）大林組北陸支店
庭園から見る
（撮影/新建築写真部）

１階ホールからギャラリーを見
る（撮影/新建築写真部）

石川県水産総合センター
事業者等：石川県
設計者：川崎清＋環境建築研究所
施工者：（株）宮地組・（株）近藤工務店・宮下
建設（株）・（株）鼎建設・須美矢建設（株）

左手前は本館、半円形の海洋漁業
科学館、奥に実験棟

海洋漁業科学館展示室

中庭から見る、右にアトリエ棟、左に
本館棟（撮影/村井修）

NIDホール

長岡造形大学
事業者等：学校法人 長岡造形大学
設計者：（株）日本設計
施工者：鹿島建設（株）・（株）吉原組・渡長建
設（株）

古今伝授の里・フィールドミュージアム
事業者等：岐阜県大和町
設計者：瀧光夫建築・都市設計事務所
施工者：（株）ヤマシタ工務店

手前が交流館、奥の萱葺き屋根が
研修館、右側に展示館（撮影/新建築写真
部）

交流館内部
（撮影/新建築写真部）

富士市文化会館(ロゼシアター)
事業者等：富士市
設計者：（株）石本建築事務所
施工者：（株）松村組東京本店・村本建設（株）
名古屋支店・（株）中村組・井上建設（株）
大ホール
アプローチから見る
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愛知芸術文化センター
事業者等：愛知県
設計者：（株）エイアンドティ建築研究所
施工者：大成建設（株）名古屋支店・（株）大林
組名古屋支店・鹿島建設（株）名古屋支店・清
水建設（株）名古屋支店・（株）鴻池組名古屋
支店・戸田建設（株）名古屋支店・矢作建設工
業（株）・小原建設（株）名古屋支店・大井建設
（株）

南西面から見る夜景

コンサートホール

京都市野外活動施設「花背山の家」
事業者等：京都市
設計者：京都市都市住宅局営繕部営繕課・
（株）安井建築設計事務所
施工者：清水建設（株）大阪支店

アプローチから見る 手前プレイホー
本館オリエンテーションホール
ルとロッジ棟、本館

大阪市立総合医療センター
事業者等：大阪市
設計者：（株）伊藤喜三郎建築研究所・（株）東
畑建築事務所
施工者：（株）大林組・佐藤工業（株）・不動建
設（株）

都島本通り方向から見た全景

エントランスロビー

近代美術館を西側から見る

博物館エントランスホール

校庭から見る

学校 食堂

サンドミュージアム外観

サンドギャラリー

倉敷川沿いから見る

ホールロビーを見る

左側が図書館、右側に文書館

閲覧室、右側はサービスカウ
ンター

和歌山県立近代美術館・博物館
事業者等：和歌山県
設計者：（株）黒川紀章建築都市設計事務所
施工者：（株）竹中工務店・清水建設（株）・戸
田建設（株）

稗原コミュニティスクール
事業者等：出雲市
設計者：（有）ナック建築事務所・（株）総合技
研設計
施工者：（株）浜村建設・岩崎建設（有）

仁摩健康公園 仁摩サンドミュージアム及び
ふれあい交流館
事業者等：島根県仁摩町
設計者：高松伸建築設計事務所
施工者：（株）竹中工務店広島支店

倉敷市芸文館
事業者等：倉敷市
設計者：（株）浦辺設計
施工者：（株）藤木工務店倉敷支店・（株）風早
興業（株）

香川県立図書館・文書館
事業者等：香川県
設計者：（株）石本建築事務所大阪支所
施工者：鹿島建設（株）四国支店・（株）ハザマ
四国支店・（株）穴吹工務店・谷口建設興業
（株）

ホテル星羅四万十
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事業者等：高知県西土佐村・(株)しまんと企画
設計者：（有）西森啓史建築研究所
施工者：小松建設（株）・香長建設（株）

川側に大きく開かれたレストラ
ン
川の対岸から望む
北九州市立北九州穴生ドーム・北九州市立
年長者研修大学校穴生学舎
事業者等：北九州市
設計者：（株）東畑建築事務所九州事務所・日
本大学理工学部斎藤研究室
施工者：（株）大林組九州支店・大西建設産業
北西側を見る、左は穴生ドーム、右
（株）・グリーン建設（株）
は穴生学舎

自然光があふれるグランド
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