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2018 年度 第 12 回「建築九州賞(作品賞)」 選考結果のお知らせ
(一社)日本建築学会九州支部 支部長
建築九州賞(作品賞)選考部会 会長

菊地 成朋
福田 展淳

(一社)日本建築学会九州支部では、九州地方における建築水準の発展に寄与し、学会と地域社会の交流を
図ることを目的に、(公社)日本建築家協会九州支部ならびに沖縄支部との共催で「建築九州賞(作品賞)」を
2007 年度に創設し、毎年募集・選考を行っています。
2018 年度（第 12 回）は、各地から 59 作品（住宅部門 30 作品、一般建築部門 29 作品）の応募をいただき、
本賞選考部会による厳正な審査の結果、次の 4 作品に賞を授与することに決定いたしました。表彰式は、日
本建築学会九州支部通常総会(2019 年 5 月 25 日(土))にて行います。
また、受賞作品を含む第 1 次選考を通過した作品のうち 36 作品を「九州建築選 2018」として広く紹介す
ることとし、本賞記録誌「九州建築選 2018」を出版して九州地方の県市町村（建築関係部署）、公立図書館、
学校（建築系学科）等、約 650 箇所に寄贈します。

2018 年度 第 12 回「建築九州賞(作品賞)」 受賞作品及び受賞者
住宅部門

作品賞

佐世保のリノベーション

（長崎県佐世保市）

吉永規夫・吉永京子・加納賢太（Office for Environment Architecture）

海辺のすみか

（沖縄県読谷村）

松山将勝（(株)松山建築設計室）

一般建築部門

作品賞

gallery cobaco

（福岡県朝倉市）

柳瀬真澄（柳瀬真澄建築設計工房）

JIA 特別賞
本部町の新民家

（沖縄県本部町）

漢那潤（㈱ISSHO 建築設計事務所）
※同一賞内の記載順は、九州建築作品発表会（第 2 次選考会）での発表順とした。
協 賛： (一社)日本建築構造技術者協会九州支部
(公社)大分県建築士会
(一社)鹿児島県建築士事務所協会

(一社)日本電設工業協会九州支部
(一社)宮崎県建築士会
(一社)福岡県建設業協会

(公社)福岡県建築士会
(一社)福岡県建築士事務所協会

後 援： (公社)日本建築積算協会九州支部
(公社)熊本県建築士会
(一社)長崎県建築士事務所協会
(一社)宮崎県建築士事務所協会
(一社)長崎県建設業協会
(一社)宮崎県建設業協会
(一社)沖縄県設備設計事務所協会

(一社)建築設備技術者協会九州支部
(公社)鹿児島県建築士会
(一社)熊本県建築士事務所協会
(一社)沖縄県建築士事務所協会
(一社)熊本県建設業協会
(一社)鹿児島県建設業協会
(一社)福岡電業協会

(一社)長崎県建築士会
(公社)沖縄県建築士会
(一社)大分県建築士事務所協会
(一社)佐賀県建設業協会
(一社)大分県建設業協会
(一社)沖縄県建設業協会
(一社)宮崎県電業協会

2018 年度 第 12 回「建築九州賞(作品賞)」受賞作品の概要
住宅部門

作品賞

佐世保のリノベーション

吉永規夫・吉永京子・加納賢太（Office for Environment Architecture）
所在地
用途
竣工年月

長崎県佐世保市
戸建住宅
2017 年 7 月

建築主
設計者
施工者

個人
Office for Environment Architecture
池田良工務店

<撮影：針金洋介>

住宅部門

作品賞

海辺のすみか

松山将勝（(株)松山建築設計室）
所在地
用途
竣工年月

沖縄県読谷村
戸建住宅
2017 年 10 月

建築主
設計者
施工者

個人
(株)松山建築設計室
米元建設工業(株)

<撮影：石井紀久>

一般建築部門

作品賞

gallery cobaco

柳瀬真澄（柳瀬真澄建築設計工房）
所在地
用途

福岡県朝倉市
ギャラリー カフェ

竣工年月

2018 年 3 月

建築主
設計者
施工者

秋重紀光
柳瀬真澄建築設計工房
(有)筑羽工務店

<撮影：石井紀久>

ショップ

JIA 特別賞

本部町の新民家

漢那潤（㈱ISSHO 建築設計事務所）
所在地
用途
竣工年月

沖縄県本部町
戸建住宅
2016 年 7 月

建築主
設計者
施工者

(株)ISSHO 建築設計事務所 漢那潤
(株)ISSHO 建築設計事務所 漢那潤
(株)ISSHO 建築設計事務所 漢那潤

<撮影：鳥村鋼一>

2018 年度 第 12 回「建築九州賞(作品賞)」選考経過について
１．応募作品
本賞は、過去 5 年間(2013 年 4 月～2018 年 3 月)に九州地方に建設された建築作品を対象に募集を行い、計 59 作品
（住宅部門 30 作品、一般建築部門 29 作品）の応募がありました。
（なお、応募者は建築学会員に限定せず、建築作品
の設計者・建築主・施工者のいずれかであることとしています。）

２．選考
(1)選考体制： 本賞の選考は、建築九州賞(作品賞) 選考部会が行いました。選考部会は総合的な観点から応募作品を評
価することを重視し、部会長は常議員会にて九州地方在住の日本建築学会正会員から選出し、また委員は、常議員 1
名、研究委員会(材料・施工委員会、構造委員会、環境工学委員会、建築計画委員会、都市計画委員会、建築歴史・意
匠委員会) から各 1 名、(公社) 日本建築家協会九州支部及び沖縄支部から各 1 名で構成しています。
＜2018 年度作品賞選考部会＞
・部会長：福田展淳（元常議員）
・委 員：渕上貴由樹（常議員）
小島昌一（環境工学委員会)
鰺坂 徹（建築歴史・意匠委員会）

陶山裕樹（材料・施工委員会）
徳田光弘（建築計画委員会）
西岡弘
(JIA 九州支部)

津田恵吾（構造委員会）
磯田節子（都市計画委員会）
慶佐次操（JIA 沖縄支部）

(2)選考基準： 応募作品について、表彰目的に即した視点（①場所性と環境を反映した建築提案が優れていること、②
時代性をふまえた表現力が優れていること、③技術力が優れていること、④地域への貢献および文化度が高いこと）
から評価し、本賞の趣旨にふさわしい総合的に優れた作品を作品賞（3 作品）に選び、これに加え、特に地域の建築
についての独自の視点や新しい意匠並びに技術の提案が評価される作品を JIA 特別賞（1 作品）に選びました。
(3)選考過程： 第 1 選考、第 2 次選考、第 3 次選考を行って表彰作品を決定しました。
①第 1 次選考は、応募書類をもとに選考し、本賞の趣旨に沿う建築提案が明瞭な 36 作品（住宅部門 11 作品、一般建
築部門 25 作品）を第 2 次選考対象作品としました。
②第 2 次選考は、「九州建築作品発表会（一般公開、於：鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市））」での応募者による作品
説明及び選考委員との質疑応答をもとに選考し、建築提案の内容や表現が優れた 13 作品（住宅部門 6 作品、一般建
築部門 7 作品）を第 3 次選考対象作品に選出しました。
③第 3 次選考では、まず、対象作品の現地調査を各作品につき 2〜3 名の選考委員が実施し、作品視察及び応募者・
クライアントへのヒアリングを行った上で選考基準に則って調査レポートを作成しました。次に、最終選考会を開
き、各作品の調査報告と質疑を行った後に議論し、表彰作品 4 作品（住宅部門作品賞 2 作品、一般建築部門作品賞 1
作品、JIA 特別賞 1 作品）を決定しました。
＜2018 年度「作品賞」の募集・選考日程＞
・2018 年 4 月 26 日(木)：
募集案内開始
・2018 年 5 月 7 日(月)～6 月 18 日(月)： 応募書類受付期間
・2018 年 6 月 21 日(木)～7 月 6 日(金)： 第 1 次選考（第 2 次選考対象 36 作品を決定）
・2018 年 9 月 15 日(土)：
九州建築作品発表会／第 2 次選考会（第 3 次選考対象 13 作品を決定）
・2018 年 10 月 30 日(火)～12 月 8 日(土)： 第 3 次選考・現地調査
・2019 年 1 月 26 日(土)：
第 3 次選考・最終選考会（表彰 4 作品の決定）
・2019 年 5 月 25 日(土)：
表彰式（支部通常総会）

「九州建築選 2018」について
本賞では、九州地方における優れた建築活動を広く伝えるため、応募作品の中から受賞作品を含む第 1 次選考を通過し
た作品を「九州建築選」として紹介することとし、記録誌「九州建築選」の出版を毎回行っています。
第 12 回では、36 作品（住宅部門 11 作品、一般建築部門 25 作品）を「九州建築選 2018」として記録・紹介することと
し、受賞 4 作品を「優秀作品」、他の第 3 次選考対象 9 作品を「佳作作品」、その他の第 2 次選考対象 23 作品を「奨励
作品」に位置づけました。
これらの作品を収録した記録誌「九州建築選 2018」を 2019 年 3 月に出版し、県市町村役所（建築関係部署）、県市町
村立図書館、県立美術館、高校・専門学校・大学（建築系学科）等、約 650 箇所に寄贈します。

九州建築選 2018

作品一覧
佳作作品

優秀作品

佐世保のリノベーション
吉永規夫・吉永京子・加納賢太

秋月美術館
加藤史衛
（株）加藤建築事務所

Office for Environment Architecture

p06・p46-47

※1

福岡県朝倉市

長崎県佐世保市

p15・p64-65

海辺のすみか
松山将勝

合志マンガミュージアム
西郷正浩・谷良二

（株）松山建築設計室

崇城大学・工学部建築学科 / 谷良二建築
設計事務所

p07・p48-49

※2

沖縄県読谷市

熊本県合志市

p16・p66-67

gallery cobaco
柳瀬真澄

奄美の寺子屋
増留麻紀子・柴田晃宏・中岳正博

柳瀬真澄建築設計工房

鹿児島大学大学院 /（株）大慶建設一級建
築士事務所

p08・p50-51

※2

福岡県朝倉市
p17・p68-69

※4

本部町の新民家
漢那潤

鹿児島県奄美市

熊本県医師会館
今村雅樹・今川憲英

（株）ISSHO 建築設計事務所

日本大学 / 今村雅樹アーキテクツ /TIS &
Partners

※3

沖縄県本部町

日当山の家
酒井一徳

奨励作品

佳作作品

p09・p52-53

熊本県熊本市

p18・p70-71

BRAMASOLEhirao
板野純・川上隆之

（株）酒井建築事務所

ナガハマデザインスタジオ一級建築士事
務所

p10・p54-55

※2

鹿児島県霧島市

p19・p72-73

※5

福岡県福岡市

志免の家
森裕

シラス洞窟の家
石沢英之・唐木研介・三原悠子

（株）森裕建築設計事務所

日建設計 / 小泉アトリエ、東京工業大学
博士課程 / 三原悠子構造設計事務所
宮崎県都城市

p11・p56-57

※6

福岡県志免町

田尻の家
柳瀬真澄

山亭
三角健晃

柳瀬真澄建築設計工房

田村の小さな設計事務所

大分県大分市
p12・p58-59

p20・p74-75

※2

p21・p76-77

※2

福岡県福岡市

T-HOUSE
井上聡・松澤徹

FFD unit
大嶺亮

（株）松澤建築設計事務所

ファイブディメンジョン 一級建築士事
務所

p13・p60-61

p14・p62-63

沖縄県北中城村

長崎県大村市
p22・p78-79

※7

すばる保育園
藤村龍至・林田俊二

木の下のマテリアル
西和人

RFA/CFA

西和人一級建築士事務所

福岡県小郡市

p23・p80-81

沖縄県沖縄市

奨励作品

奨励作品

タマグスクのいえ「沖縄の丘
に沿う住宅」
小林進一

けやきの森幼稚園
鮎川透・杉本泰志・室伸之介
（株）環・設計工房

コバヤシ 401.Design room（株）

p24・p82-83

p25・p84-85

※8

※8

沖縄県南城市

p33・p100-101

※5

清華こども園
上田俊三・田苗稔・園田揚祐

アカミネのいえ「那覇という都
市に住む」
小林進一

（株）佐藤総合計画 九州オフィス /

コバヤシ 401.Design room（株）

（有）園田建築事務所

沖縄県那覇市

p34・p102-103

※ 11

首里の 2 世帯住宅
山口瞬太郎

※9

長崎県島原市

みやざき美容クリニック
村上明生
アトリエサンカクスケール（株）

（株）山口瞬太郎建築設計事務所

p26・p86-87

福岡県久山町

沖縄県那覇市
p35・p104-105

※5

宗像日の里の家
村上明生

宮崎県宮崎市

大分銀行赤レンガ館 リノベー
ション
光浦高史

アトリエサンカクスケール（株）

DABURA.m 株式会社
福岡県宗像市
p27・p88-89

p36・p106-107

※1

行橋の家
福田哲也

恩納村文化情報センター
慶佐次操・宮城英彰・運天浩・
國井昌紀

（株）アーキタンツ福岡一級建築士事務

（有）名工企画設計

所

p28・p90-91

※2

大分県大分市

福岡県行橋市

沖縄県恩納村

p37・p108-109

路地がシーンを繋ぐ宿泊施設
久志直輝

宮崎市青島地域総合センター
妹尾賢二・羽月喜通・吉生寛・
長岡秀和・久保田千恵

studio jag 1 級建築士事務所

（株）日建設計
沖縄県宮古島市

p29・p92-93

宮崎県宮崎市
p38・p110-111

※ 12

南風原の老人福祉施設
山口瞬太郎・田村晟一朗

クレインハーバー長崎ビル
糸瀬秀樹・大森正俊・加茂川豊記
鹿島建設（株）

（株）山口瞬太郎建築設計事務所 /
（株）タムタムデザイン

p30・p94-95

※9

沖縄県南風原町

p39・p112-113

※ 13

九州がんセンター
近藤彰宏・高島真一・羽部裕子
（株）日建設計

新健康協会 万教帰一館
髙山淳二・古賀洋子・小関誠子・
長澤努
( 株 ) 竹中工務店

p31・p96-97

※ 10

福岡県福岡市

長崎県長崎市

設計部

p40・p114-115

※6

福岡県福岡市

筑後広域公園プール
田川伸明・葉村幹樹・山田秀明・
永江邦彦

愛和保育園
前田慎
アアキ前田（株）

（株）梓設計 /（株）ＤＥＮ建築設計事務
所 / 永江一級建築士事務所
p32・p98-99
写真撮影者

沖縄県西原町

p41・p116-117

※ 14

福岡県みやま市

※ 1: 針金 洋介 , ※ 2: 石井 紀久 , ※ 3: 鳥村 鋼一 , ※ 4: 鈴木 研一 , ※ 5: イクマサトシ (TechniStaff), ※ 6: 岡本公二 (Techni Staff), ※ 7: 宮崎富嗣成（株式会社コントラスト）, ※ 8:ATSUSHI Ishida,
※ 9: 鳥村 鋼一 , ※ 10:( 株 ) アイオイ・プロフォート , ※ 11: 八代写真事務所 , ※ 12:studio marsh, ※ 13: 西日本写房福岡 , ※ 14: 川澄・小林研二写真事務所

