第５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６回 第７回 第８回
---------------------------------------------------------------------------

第５回 受賞者一覧表

平成8年（1996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
■行政施設部門

富山市庁舎
事業者等：富山市
設計者：（株）日本設計
施工者：佐藤工業（株）・
前田建設工業（株）、林
建設工業（株）・辻建設
（株）、日本海建興（株）

南西面外観
アトリウム南面

■文化施設部門

古河歴史博物館
事業者等：古河市
設計者：（有）連合設計
社市谷建築事務所
施工者：戸田建設（株）・
（株）松本工務店

本館入口を望む（撮影/新建築写真部）

総合展示室（撮影/新建築写真部）

全景

運動療法アトリウム

■生活施設部門
兵庫県立総合リハビリ
テーションセンター
リハビリテーション中央
病院
事業者等：兵庫県
設計者：兵庫県都市住
宅局営繕課
施工者：（株）大林組神
戸支店・五洋建設（株）
大阪支店・（株）ソネッ
ク・（株）母倉工務店
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公共建築賞・特別賞 建設大臣官房官庁営繕部長表彰
三春町 船引町学
校組合立要田中学
校
事業者等：三春町
船引町学校組合
設計者：近藤道男
建築設計室
施工者：（株）大林
組東北支店

（撮影/門馬金昭）

教科教室の前には図書・教材が用意されたメディア
センター

駅前広場と東側外観

エントランスホール

敷地のレベル差を生かした中庭の野外劇場

丸亀市猪熊弦一
郎現代美術館
丸亀市立図書館
事業者等：丸亀市
設計者：谷口建築
設計研究所
施工者：鹿島建設
（株）

ＪＲ九州由布院駅
事業者等：大分県
湯布院町・九州旅
客鉄道（株）
設計者：（株）磯崎
新アトリエ
施工者：（株）大林
組九州支店
全景（撮影/小川重雄）
ギャラリー（撮影/小川重雄）
---------------------------------------------------------------------------

優秀賞 公共建築協会会長表彰
恵庭市立図書館
事業者等：恵庭市
設計者：（株）北海道日建設計
施工者：不動建設（株）北海道支店、伊藤組土建（株）北海
道本社、恵庭建設（株）・郷土建設（株）
南面外観
くつろぎコーナー
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端野町公民館
事業者等：北海道端野町
設計者：（株）アトリエブンク
施工者：五十嵐建設（株）・牧村建設（株）、（株）島工務店・
（株）斎藤工業
全景
ホワイエ

北海道立帯広美術館
事業者等：北海道
設計者：（株）アトリエアク、（株）日本設計札幌支社・（株）
谷津設計
施工者：宮坂建設工業（株）、萩原建設工業（株）・（株）曾
根建設工業、（株）市川組・大道建設（株）

南側からエントランスコー
トを望む
エントランスロビー

仙台市科学館
事業者等：仙台市
設計者：（株）久米設計
施工者：飛島建設（株）東北支店・中城建設（株）、東急建
設（株）東北支店・栄和建設（株）

公園側アプローチから見
る

エントランスブリッジ

南西側外観

エントランスホールから閲覧
室を見る

正面外観

大ホール

遊学館
事業者等：山形県
設計者：（株）和設計事務所
施工者：清水建設（株）東北支店・山形建設（株）

かつしかシンフォニーヒルズ =新館・別館=
事業者等：葛飾区
設計者：（株）佐藤総合計画
施工者：戸田建設（株）

墨田区庁舎・リバーサイドホール
事業者等：墨田区
設計者：（株）久米設計
施工者：鹿島建設（株）・清水建設（株）、坂田建設（株）・
（株）岡本工務店
アトリウム（撮影/三輪晃久）
庁舎外観（撮影/三輪晃久）
東京都庁舎
事業者等：東京都
設計者：丹下健三・都市・建築設計研究所
施工者：大成建設（株）・清水建設（株）・（株）竹中工務店・
前田建設工業（株）・日産建設（株）・松井建設（株）・大木
建設（株）、小田急建設（株）・勝村建設（株）・東海建設
（株）・東京建設業共同組合・都中建協同組合・鹿島建設
（株）・（株）大林組・西松建設（株）・住友建設（株）・（株）巴
コーポレーション・石原建設（株）・白石建設（株）・新建設
（株）・京王建設（株）・工新建設（株）・（株）熊谷組・戸田建
設（株）、東急建設（株）・（株）錢高組・（株）藤木工務店・日 新宿三井ビルからの景観
東建設（株）・(株) 四谷建工・大和建設（株）

3

第一本庁舎エントランス中
央から長手方向を見る
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東京都立大学
事業者等：東京都
設計者：大谷研究室・（株）日本設計・（株）第一工房
施工者：青木建設（株）・（株）淺沼組・日本国土開発（株）・
（株）冨士工・立石建設（株）・飛島建設（株）、三井建設
（株）・佐藤工業（株）・東海興業（株）・大日本土木（株）・
（株）鴻池組・大豊建設（株）・伊藤組土建（株）・五洋建設
（株）・（株）福田組・西東京総合建設業協同組合・（株）長
谷工コーポレーション・（株）地崎工業・東京南多摩建設業
協同組合

南上空からの全景

インフォメーションギャラリー

（撮影/新建築写真部）

（撮影/川澄建築写真事務所）

横浜市南部斎場
事業者等：横浜市
設計者：（株）岡設計
施工者：（株）熊谷組横浜支店・東海興業（株）横浜支店・
山岸建設（株）・駿河建設（株）
全景
葬祭ホール
石打関山神社歌舞伎舞台
事業者等：石打区
設計者：（有）七月工房
施工者：（株）小野塚組
南側外観

歌舞伎公演

石川県能登島ガラス美術館
事業者等：石川県
設計者：（株）毛綱毅曠建築事務所
施工者：鹿島建設（株）・（株）在沢組
東側全景
常設展示棟展示室

飛騨古川まつり会館
事業者等：岐阜県古川町
設計者：清家清十（株）デザインシステム
施工者：（株）洞口・（株）柳組
東南面から見る
展示室（からくり演出）

静岡県立富士山麓山の村
事業者等：静岡県
設計者：（株）レーモンド設計事務所
施工者：（株）平和建設・（株）三与建設・共進工業（株）、
（株）藤島組・井出徳建設（株）・（株）大石組
上空から見る
生活棟ホール
愛知芸術文化センター 愛知県図書館
事業者等：愛知県
設計者：（株）日建設計
施工者：佐藤工業（株）名古屋支店・西松建設（株）中部支
店・大日本土木（株）名古屋支店・名工建設（株）・六合建
設（株）・（株）長瀬組
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ブラウンジン

第５回公共建築賞受賞建築物

海遊館
事業者等：大阪市
設計者：ケンブリッジ・セブン・アソシエイツ、（株）環境開発
研究所
施工者：（株）竹中工務店・（株）大林組・（株）鴻池組
人工地盤から望む

モンタレー湾−アザラシと人
間の対話

東面全景

合奏室

西側全景

アトリウム

全景

サッカー風景

センチュリーオーケストラハウス
事業者等：大阪府
設計者：大阪府建築部営繕室
施工者：高松建設（株）

奈良県立橿原考古学研究所
事業者等：奈良県
設計者：（株）建築研究所アーキヴィジョン
施工者：（株）竹中工務店・（株）松塚建設、（株）平成建設

出雲健康公園整備プロジェクト 出雲ドーム
事業者等：出雲市
設計者：鹿島建設（株）
施工者：鹿島建設（株）

平田市立図書館・学習館
事業者等：平田市
設計者：（株）寺本建築・都市研究所・高橋建築設計事務
所・兼折要環境設計事務所・木佐建築設計事務所
施工者：一畑工業（株）・（株）高橋建設
外観
一般閲覧室

岡山シンフォニービル
事業者等：表町第一開発ビル（株）
設計者：（有）芦原建築設計研究所、（株）アール・アイ・エ
ー
施工者：アイサワ工業（株）・清水建設（株）
大ホール
交差点から見る

新居浜市立別子銅山記念図書館
事業者等：新居浜市 住友グループ21社代表住友金属鉱
山（株）
設計者：（株）日建設計
施工者：住友建設（株）四国支店
南庭から望む
窓際で閲覧する

高知県立青少年体育館
事業者等：高知県
設計者：（資）上田建築事務所、（有）ライト設計
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施工者：（株）晃立・（株）戸梶建設、須崎工業（株）・（株）共
力社

正面外観

アリーナ

アプローチから望む

エントランスホール

屋久杉自然館
事業者等：鹿児島県屋久町
設計者：古市徹雄・都市建築研究所
施工者：大豊建設（株）・（株）時吉組

浦添市美術館
事業者等：浦添市
設計者：内井昭蔵建築設計事務所、（有）かみもり設計
施工者：（株）南海建設・金秀建設（株）
中庭より塔を見る
エントランスホール
‑UP‑
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