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［2018年度支部共通事業｜日本建築学会設計競技入選作品］

「住宅に住む、そしてそこで稼ぐ」

全国審査は、各支部に応募された282作品のなかから選ばれた
支部入選70作品を対象に行われた。
1次審査（8月2日）は、全国入選候補12作品のノミネートと
タジマ奨励賞10作品を選考した。
2次審査会（9月4日）は、
大会会場（東北大学）において公開で開催された。
各賞は、ノミネート12作品のプレゼンテーションが行われたのち、
白熱した審査が行われ、決定した。

全国審査部会（敬称略、五十音順）
審査委員長 山本理顕
  （山本理顕設計工場代表取締役／名古屋造形大学学長）

審査員  佐藤光彦
  （日本大学教授／佐藤光彦建築設計事務所主宰）

  鈴木晋
  （新潟大学非常勤講師／アルキテク設計室代表）

  高口洋人（早稲田大学教授）
  鶴崎直樹（九州大学准教授）
  平山洋介（神戸大学教授）
  松行輝昌（大阪大学特任准教授）

全国入選者
最優秀賞／タジマ奨励賞 東海支部 駒田浩基ほか3名
優秀賞／タジマ奨励賞 関東支部 松本樹ほか3名
優秀賞  関東支部 東條一智ほか3名
  近畿支部 堀裕貴ほか3名
  九州支部 髙川直人ほか3名
佳作／タジマ奨励賞 北陸支部 中家優ほか3名
  九州支部 中村勇太ほか3名
佳作  関東支部 宮岡喜和子ほか4名
  関東支部 田口愛ほか2名
  近畿支部 藤田宏太郎ほか6名
  近畿支部 朝永詩織ほか6名
  近畿支部 浅井漱太ほか3名
タジマ奨励賞 東北支部 吉田鷹介ほか3名
  関東支部 大方利希也
  関東支部 岩城絢央ほか1名
  関東支部 工藤浩平
  北陸支部 渡邉健太郎ほか1名
  九州支部 松村貴輝

審査総評
1

最優秀賞になった「農蜂による住循環」はその趣旨をよく理解していた作
品です。
蜜蜂の行動範囲が100mほどだという生態系を手がかりにして、ひとつの

地域社会圏をつくるというアイデアはとても魅力的です。
2

「SETAGAYA RURBAN APARTMENT 生産緑地利用による農村 都
市形成のケーススタディ」は、リアリティという意味では最もよくできた作品です。
この生産緑地を地域社会の核にすることによって、新たな“地域社会圏”を

つくるという提案です。当日の発表も極めて手際がよくて、何度も練習したんだ
ろうなあということがよくわかりました。

3

「減算集落」は横浜の子安浜の救済計画です。
子安浜は、かつては東京湾を漁場とする重要な漁業拠点でした。それが、

その子安浜の真上に高層道路を通すという暴挙とも言える都市計画によって、
壊滅的ダメージを受けることになってしまったのです。美しかった景観も壊され、
漁業も衰退してしまいました。建築的手法によって新たな環境をつくり出そうとい
う試みです。考え方は面白いと思いました。

4

「まちを灯す暮らし」は着眼点が秀逸でした。
郊外の戸建て住宅団地の風景はあまりにも寂しい。そこで、この専用住宅

の玄関口を工夫した。夜はここに明かりが灯されて、前の道路も明るくなる。さ
らにそのガラス張りの玄関部分をカフェにしたり、小さなお店にしたり、などとい
う活動に住民の人たちが積極的に参加してくれたら、住宅団地は一気に変
わります。

5

「街を巡る『ちゃんぽん建築』」、気持ちはわかる！
ロン・ヘロンのWalking Cityよりも遙かにリアリティがあると思って一瞬納得し

てしまいそうになった。でもなぜ動く必要がある？
動かなければ、路面電車が走っていたような広い道路にこうした都市施設

をつくるというのは、面白いアイデアだと思います。車を街から排除して、歩行者
のための都市を復活することができそうにも思います。

─
リアリティという側面に対してもっと気をつかってください。
① 美しい建築作品であること。
②  今の建築のつくられ方はどこかおかしい、
 その“おかしい”ということに気づくこと。
③ 今の社会の仕組みは何か変だ、そこに着目すること。
④  私たちの提案は実現可能である、それを信じて、
 それに共感してもらう謙虚さを持つこと。
 ［審査委員長 山本理顕］
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［最優秀賞／タジマ奨励賞］

駒田浩基｜愛知工業大学

岩﨑秋太郎｜同

崎原利公｜同

杉本秀斗｜同

農蜂による住循環

ニホンミツバチを媒介として生態
系、農業、住まいを結びつけようとす
る提案。農業は6次産業化し、住ま
いとも近接し、職住が結びついた提
案となっている。生態系は土壌だけ
ではなく、水辺の水質浄化にもつな
がっている。実際にはここで提案され
る圏域と6次産業が成立する圏域
が一致するかどうかなど検証は必要
であるが、生業と住まいだけでなく生
態系をもひとつのコンセプトで結びつ
けるという提案が創造的であった。
 ［松行輝昌］
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［優秀賞／タジマ奨励賞］ ［優秀賞］

東條一智｜千葉大学

大谷拓嗣｜同

木下慧次郎｜同

栗田陽介｜同

松本樹｜愛知工業大学

平光純子｜同

横山愛理｜同

久保井愛実｜同

減算集落
減築による経済圏の創出と振る舞いの継承

SETAGAYA RURBAN APARTMENT
生産緑地利用による農村 都市形成のケーススタディ

子安は、生業であった漁業が衰退し、荒れた木密地域となった。ここに減
築による経済活動の場を挿入することを提案した作品は、「余白の空間」のパ
ターンと使い方を丁寧に検討し、空間・経済を再生する方法のひとつを示した
点で、高い評価を得た。減築から生まれた空間は、新規生活者を呼び込み、
住民に賃料をもたらす。その有機的な連担が小広場、店舗、共同菜園、ステー
ジなどをつくり出し、街を再生に導くプロセスが描かれた。 ［平山洋介］

今後の営農継続と開発圧力による宅地化が懸念される都市内生産緑地
を対象とし、本作品は新規居住者と大家とが共同で居住し、耕作し、稼ぐ賃貸
住宅と小規模経済圏の提案を試みている。生産緑地の課題の本質をとらえる
情報収集と分析、提案に向けた制度面や作物の生育特性に関する精緻な分
析、多様な住み手が居住しながら耕し稼ぐイメージと居住メリットが明確であり
提案の完成度が高い。建築デザインのさらなるスタディがより魅力的な提案へ
と昇華させるであろう。 ［鶴崎直樹］
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路面電車の軌道を使い、台車の上に銭湯や住居を乗せてゆっくりと街を廻
る。法律的には建築ではなく車両だろう。この提案をファンタジーだと切り捨てる
のは簡単だろう。しかし一方でこれが本当にできたら、長崎には世界中から観
光客がやってきて、何百年か経てば世界遺産にだってなるかもしれないというワ
クワク感がある。曲がるときに建物はどうなるのか、二つの軌道の内輪差をどう解
消するのかなど、機械的な提案が見えればもっとよかった。 ［高口洋人］

［優秀賞］ ［優秀賞］

堀裕貴｜関西大学

新開夏織｜同

浜田千種｜同

冀晶晶｜同

髙川直人｜九州大学

水野敬之｜同

樋口豪｜同

鶴田敬祐｜同

まちを灯す暮らし 街を巡る「ちゃんぽん建築」

最後まで最優秀を争った案のひとつである。街灯ではなく、住宅から漏れる
明かりによってほのかに道を照らすという、どちらかと言えばポエティックでささやか
なアイデアのように見えるが、それをきっかけとして地域コミュニティのあり方から街
並みまでをも変えることができるのではないかという想像を見る者に抱かせる魅力
があり、可能性に満ちた提案となっている。その可能性を提示しきれなかったとこ
ろが惜しまれる。 ［佐藤光彦］
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石川県舳倉島は、好漁場を持ち、水産業の
拠点のひとつであるにもかかわらず、漁業衰退に伴
い、人口減少、少子高齢化、公共施設廃止など
に直面してきた。島の伝統であった季節移住の新
たなかたちでの再生を目指し、本島の多様な生業
の人たちが季節移住者として島を訪れ、永住漁業
者と共に漁業に従事する一時的で緩やかな共同
体を形成する仕組みと、それを支える空間を提案し
た計画は、新鮮かつ野心的で、高い評価を得た。
 ［平山洋介］

［佳作／タジマ奨励賞］ ［佳作／タジマ奨励賞］ ［佳作］

宮岡喜和子｜東京電機大学

岩波宏佳｜同

鈴木ひかり｜同

田邉伶夢｜同

藤原卓巳｜同

中家優｜愛知工業大学

奈良結衣｜同

七ツ村希｜同

打田彩季枝｜同

マルのウチ　
マルシェ・ア・ハウス

渡り漁業
季節移住共同体の再考

「ちょっと住んでちょっと稼ぐ」には難しい敷地が
選定されている。地方で伸びてきた商品を都心の
アンテナショップに出すことは現実には珍しくない。し
かし、これでもって稼げるかとなると別問題だ。このエ
リアに居住スペースはないので、これがセレンディピ
ティを生む可能性は否定しないが、上下から注目
を浴びるこの場所で果たしてプライバシーの配慮な
ど必要だろうか。むしろ開いてさらけ出すことで稼ぐ
ことを追求すれば面白かった。 ［高口洋人］

中村勇太｜愛知工業大学

鈴木里菜｜同

白木美優｜同

中城裕太郎｜同

建築再生計画

近年、多くの優れた建築作品が経済的理由に
より失われている実情を憂い、応募者は保田窪団
地を素材とし持続的な利活用のモデルを提示して
いる。低層部に商業系機能等を挿入しパブリック
に開放する手法や建設当初のゲーテッドなコモン
を経済活動や隣接地域のコミュニティに開く提案
は全国の団地再生のモデルとなりうる可能性が感
じられた。商業系や交流等の新たな機能挿入に
よる建築再編における建築のデザインや空間の質
的部分に課題が残る。 ［鶴崎直樹］
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「太子道」に住民が主体的に参加する体験型
ツーリズム機能を持たせ、小さな経済を生み出し
ながら共同体を再生する提案である。地域の農
業や産業と四季の変化に注目して設定されたツー
リズムを、道とのかかわり方からデザインされたオー
プンな空間で旅行客と地域住民が共に体験する
暮らしは魅力的である。そして、季節ごとに異なるさ
まざまな体験を時間軸で緻密にデザインし表現し
ていることも評価できる。 ［鈴木晋］

使われなくなった灌漑用水路のあるまち八潮に
目をつけたところがよい。主に車のための道路となっ
ている表通りに対して、水路を中心とした露地状の
空間でのコミュニティの可能性が楽しげに描き出さ
れている。生活用水としての利用から水質浄化、
水耕栽培、農園、地域施設など新たな生活空間
を生み出すさまざまな仕掛けが具体的に提示され
ることで、よりリアリティを感じさせる作品となっているこ
とも評価できる。 ［佐藤光彦］

［佳作］ ［佳作］ ［佳作］ ［佳作］

藤田宏太郎｜大阪工業大学

山本博史｜同

青木雅子｜同

川島裕弘｜同

国本晃裕｜同

福西直貴｜同

水上智好｜同

朝永詩織｜大阪工業大学

福田翔万｜同

栢木俊樹｜同

福本純也｜同

橋本遼馬｜同

石野隼丸｜同

川合俊樹｜同

田口愛｜愛知工業大学

木村優介｜同

宮澤優夫｜同

浮舟
川により紡がれる暮らし

太子の道を行く未来を稼ぐ水庭
水路路地のある暮らし

川沿いの三つの地域をつなぐことでできる経済
圏での暮らしの提案である。立体的に川とつながる
宿泊・船着場・メディカルスペースなど都市的なか
かわりをデザインした向島、市場を川に張り出した
オープンな空間に設けて水辺の住まいとした中宇
治、茶畑産業に他者をかかわらせて建築化し魅
力的な景観を提案した白川、とそれぞれの地域性
と川とのかかわりからつくり上げた経済圏と水辺の
暮らしは高く評価できる。 ［鈴木晋］
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［佳作］ ［タジマ奨励賞］ ［タジマ奨励賞］

くりはら田園鉄道の沿線で栄えた宮城県北部
の六日町と金成沢辺は閉山と廃線により孤立し
た。本作品は、こうした切り離されたまちに農業を
テーマとし自律的経済圏の形成を図ろうとする提
案である。農業への新たなニーズや移住動向をと
らえた点や埋没しがちな地域資源に着目した点に
優れ、描かれたストーリーに同様の状況にあるまち
の再生モデルとして可能性を感じた。一方で自律
的経済圏の形成の機能や仕組み、具体的かつ
魅力的な空間による建築的介入のモデル提案が
望まれた。 ［鶴崎直樹］

「核家族」で暮らしていた家を住宅1.0の基本
型と設定し、それに対しDINKs・シングルマザー・単
身者の暮らしを、既存家屋の解体の手法により住
宅2.0として提示することで、多摩ニュータウンのコ
ミュニティを再構築している。手法は単純であるが、
各Sceneにはスケール感がよく居心地のよい場所
が多く表現されており、既存住宅地を魅力的な暮
らしの場に変換する手法を提示した優れた作品
である。 ［鈴木晋］

吉田鷹介｜東北工業大学

佐藤佑樹｜同

瀬戸研太郎｜同

七尾哲平｜同

大方利希也｜明治大学

コネクタウン 近代住宅の再構築
住宅2.0へ

風呂や縁側を共有することにより共有部分を拡
大し、シャッター通り化した商店街を農園に転換し
農業を行い、持続可能なコミュニティを形成すると
いう提案。そこから生まれる防災性など光るアイデア
も見られた。しかしながら、目指すところが消費の無
駄を省いた「節約」（しかも、助成金に依存した仕組み）
になってしまっているのがなんとも残念であった。見
た者にここからどのようなビジネスが生まれるか想像
を促す提案ではあった。 ［松行輝昌］

浅井漱太｜愛知工業大学

見野綾子｜同

川瀬清賀｜同

伊藤啓人｜同

もったいない
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［タジマ奨励賞］ ［タジマ奨励賞］ ［タジマ奨励賞］

「稼ぐ」という課題に真っ向から挑戦した提案で
あり、プレゼンテーションの密度も高い。現代社会
のさまざまな事象を的確にとらえつつ、それらを受入
れたうえで新たな集住体を成立させるプログラムの
提案も他の案にはない魅力がある。一方で「プライ
バシー」をとらえ直すことで実装されるシステムの提案
と、それを建築や都市空間として実体化する手続き
との関係が理解しにくく、具体的な空間イメージとし
て説得力に欠けることが気になった。 ［佐藤光彦］

城下町として栄えた上越市高田地区は、雁木
の街並みを持つ。しかし、高齢化が進み、店舗が
減るに従い、観光客は減少した。雁木の連なるエ
リアを“趣味人の街”として再生することが、計画案
の骨子である。趣味人は、空き地、空き家、新築・
既存の家などを利用し、例えば、「日本の昔遊び」
「陶芸」「お菓子作り」などの趣味を展開することで、
観光客を誘致し、街に新しい経済をもたらすと想定
された。新鮮なアイデアは高い評価を得た。

 ［平山洋介］

岩城絢央｜日本女子大学

小林春香｜同
工藤浩平｜東京都市大学 渡邉健太郎｜日本大学

小山佳織｜同

消えゆくガレージから
生まれる風景

プライバシーを売り、
幸せを稼ぐ

趣味家
雁木が連なる16kmの
個人ギャラリー

自動運転やシェアの結果、自動車の台数は半
分以下になるとの予測もあり、当然ながら自動車の
ために整備された空間が余剰となる。提案は不用
となるガレージを商業用途と学校の教室に転用す
るものである。教室を分散するのはよいが、元の学
校との関係、その後の用途についてもなんらかの提
案が欲しいところだ。また、敷地として蛇行する段丘
上に造成された宅地が選択されているが、その特
徴やリスクが計画に反映されていると面白かった。
 ［高口洋人］
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北海道支部 
● 原大介 札幌市立大学

 山本麗 同

 蓑島福子 同
● 岡本大 室蘭工業大学

 野口翔太 同

 浅野樹 同

 小林賛 同
● 向山友記 室蘭工業大学

 河野雅輝 同

 原田彩加 同

 阿部晃大 同

 舘龍太郎 同

東北支部
● 佐藤大樹 東北工業大学
● 宍戸且典 東北工業大学
● 藤巻一真 東北工業大学
● 吉岡徹 東北工業大学

 阿部圭太郎 同

関東支部
● 木下規海 慶應義塾大学
● 塩田佳織 日本女子大学

 多田麻也子 同
● 竹島大地 神奈川大学

 米山昂佑 同
● 前芝優也 東京都市大学

 岡田希久枝 同
● 川音郁弥 東海大学

 伊藤秀峰 同
● 外山純輝 日本大学

 松井裕作 同

 八橋夏菜 同
● 大岡彩佳 東京理科大学

 田中彩英子 同

 前田佳乃 東京工業大学

東海支部
● 山本壮一郎 日本大学

 根本一希 同

 櫻井南実 同

 服部立 同

［タジマ奨励賞］ ［支部入選］

松村貴輝｜熊本大学

旅するモバイル、共有するコア

キャンピングカー風の「モバイルハウス」にプライ
ベート部分を持たせ、トイレ、キッチン、風呂といった
生活インフラは「コアハウス」が担うというモジュール
型の新しい「住宅」の提案となっている。提案では、
モバイルハウスがコアハウスに接続する際に料金が
発生し、稼ぎが生まれるとあるが可能性はそれだけ
ではない。多様な人々 が交差するプラットフォームだ
からこそ可能になるビジネスをもう一歩踏み込んで
描いてほしかった。 ［松行輝昌］
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 住吉文登 同
● 根本昌汰 東京工業大学

 齋藤翔瑛 同

 江藤耀一 同
● 山岡恭大 名古屋大学

 樋口圭太 同

 徐小雨 同
● 安福公基 名古屋大学

 渡邉祐大 同
● 佐原輝紀 名古屋市立大学

 楠川充敏 同

 早川千尋 同
● 遠藤大輔 名古屋工業大学

 伊藤誉 同

 大石理奈 同

北陸支部
● 有田一貴 信州大学
● 筒井伸 信州大学

 増田千恵 同

 斉藤知真 同

近畿支部
● 菊池文江 神戸大学

 越智友祐 同
● 北野優真 長谷工コーポレーション

 高橋豪志郎 同

 小嶋瑠衣 同
● 井上尭大 神戸大学

 田中里奈 同

 西村友佑 同

 野田杏菜 同
● 木根康平 摂南大学

 岡詩織 同

 椿和子 同

 中林航輝 同

 原田衣捺 同

 細川正貴 同
● 具志堅美菜子 神戸大学

 斎藤愛 同

 竹田理紗 同
● 大脇春 神戸大学

 羽山華望 同

 桂麟太郎 同
● 前田洋佑 神戸大学

 牧拓志 同

 小漉航 同

 五藤亮太 同

中国支部
● 棗田直路 近畿大学

 松下七海 同

 寺下麻里奈 同
● 中村岳史 近畿大学

 平岡蒔士 同
● 松田一明 日鉄住金テックスエッジ

 吉本大樹 近畿大学

 北山裕貴 同

 松下七海 同

 小林広樹 同
● 青木康大 近畿大学
● 笹尾浩二 近畿大学

 實光周作 同

 今江周作 同
● 園生晴菜 近畿大学

 福本圭祐 同

 影山万祐 同
● 白石雄也 近畿大学

 工藤崇史 同

四国支部
● 吉田聖 東京大学

 両川厚輝 同
● 秋山典裕 岡山理科大学

 高橋慧一 同
● 金井賢三 神奈川大学

 水上翔太 同

九州支部
● 仙波宏章 日本大学

 大崎幹史 同

 池田光 同

 三浦恭輔 同

 高野真美 同
● 小野山桜 九州大学
● 春田隆道 北九州市立大学

 鴫山仁人 同
● 井口洋輔 熊本大学

 上大迫祐太 同

 塩崎奈都子 同
● 中村太紀 熊本大学

 町田陽子 同

 澤田拓巳 同
● 坂田怜郎 熊本大学

 吉永優成 同

 甲斐悠加 同
● 武井碩毅 熊本大学

 小川航輝 同

 古賀壮一朗 同
● 下更屋友美 関西大学

 和田彬代 同

 山本里奈 同

 木下光 同

 塩﨑瞳 同

 田邊大地 同

 中山絵理奈 南海電気鉄道
● 林田大晟 佐賀大学

 小林寿明 同
● 清田幹人 九州大学

 金井里佳 同

 大塚将貴 同
● 坂本真希 崇城大学

 内田良介 同

 大城翔茂 同

 中武大樹 同
● 吉村有史 九州大学

 山谷勇太郎 同
● 樺浩太 熊本大学

 荒巻充貴紘 同
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主旨
従来、保育所や高齢者施設などの施設は、低層の建物としてつくられ、ま

た中高層の建物であっても、地上に近い位置に設置されてきた。この理由に
はさまざまあるが、そのひとつとして、これらの施設の人々は火災などの災害発生
時に、自らでの避難行動の判断や、歩行、特に階段を下りるような避難が困
難であり、避難には他者の介助が必要になることが挙げられる。また、火災時
には、煙や火炎は上方に広がるため、地上に近い位置に設置すれば、より高
い避難安全が確保できることは明らかである。これらの理由のほかに、保育
所や高齢者施設などの施設が中高層階に設置されることで避難時の安全
確保が難しくなる要素はほかにも多くあると考えられる。
しかし近年は、これらの施設も、市街地の中高層建築内に設置するニー

ズが高まってきている。例えば、共働きの増加とともに、保育施設が不足してき
ているが、通勤などに便利であることや、テナントビルの空室対策の新たな用
途となることなど、駅周辺部の保育施設設置への要望が高くなっている。また、
高齢化社会により、都会暮らしに慣れ親しんだ高齢者による、市街地でのケ
ア付き高齢者向けマンション等の、市街地への職住のニーズも高まっている。
本設計競技は、市街地に立地する中高層建築内に、火災等の災害発

生時にも幼児・高齢者等避難が困難な人の安全を確保できる施設の提案を
課題とする。市街地に立地することを魅力とした施設を、既存の安全対策にと
らわれない手法によって実現を試みる提案を求める。

募集内容
（1） 市街地に立地する建物の中高層階に設置される保育施設・

高齢者施設（これらのうちの、いずれかでも複数を対象としてもよい）の
火災等の災害時の安全を確保した設計案とする。

（2） 提案は、施設を利用する人、施設で働く人のそれぞれにとって
魅力的であること、安全について十分な配慮がされていること
の二つについて明快に記載されていること。

（3） 建物の規模、施設の配置や構成は提案者の想定による。新
築の提案、既存の建物の改修いずれの想定も可とする。

（4） 建築基準法、消防法、その他関連法令を厳密に遵守する必
要はない。

審査委員（敬称略、五十音順）
委員長 関澤愛（東京理科大学）
委員 井上寿（Integral Design Studio）

 萩原一郎（東京理科大学）
 長谷見雄二（早稲田大学）
 藤野珠枝（藤野アトリエ）
 山田あすか（東京電機大学）
 吉村英祐（大阪工業大学）

選考経過報告
応募数は10作品であった。6月29日（金）に一次審査、7月24日（火）に2次

審査を行った。いずれも審査員7名が全員出席し、厳正に審査を行った。

（1） 一次審査
● 一次審査に先立ち、会議室のテーブルに並べられた作品を

約1時間かけて各審査員が評価を行った。評価は、二次審
査に進めるべきものか否かの判断を基本とし、そのなかでの順
位については特に求めなかった。

● なお、審査に先立ち、応募数が少ないことから二次審査に進
める作品数を当初の6案程度から少なくする必要があるかどう
かの検討を行った。今回の課題は難しいために応募数が少
なかったことが考えられるため、すでに厳選されていると解釈し、
二次審査の作品数を絞ることはしないことを確認した。

● 審査員の投票結果をホワイトボードに確認しながら集計した。
その結果、2次審査に進めてもよいとされた〇の数は、上位6作
品と下位4作品の間には明確な差があったため、上位6作品
を二次審査の対象とした。

（2） 二次審査
● 一次審査で選出された6作品について、建築会館会議室に

おいて応募者によるプレゼンテーションを行っていただいた。1

作品当たりの説明時間は8分、質疑を合わせて合計15分を
目安に進行した。

● プレゼンテーションは、応募者の過度な負担を避けるためにポ
スターに記載された内容のみに限定した。6作品ともパソコン
を使ってのプレゼンテーションが主であったが、なかには音響
効果や会話のようなやりとりで臨場感のある演出などもあった。

● 審査の様子は一般には公開しなかったが、二次審査で発表
するすべての作品の代表者および共同制作者は会場に同席
することを認め、他の作品のプレゼンテーションを聞くことができ
るようにした。発表順の公平性を期すため、二次審査の会場
において各代表者によるくじ引きを行い、順序を決定した。各
プレゼンテーションに続いて、審査員からの質問とそれに対す
る回答が活発に行われた。

● その後、別室に移動し、各審査員は6作品に対して5点満点で
評価した結果を集計した。最高は28点、最低は16点であった。
この結果について、各審査員がそれぞれの作品のプラス評価、
マイナス評価を説明し、慎重に審議を行った。その結果、集計
結果の上位4作品までは大きな差がないことを確認し、再投票
により最優秀賞1作品、優秀賞3作品、佳作2作品を決定した。

● なお、当日は結果発表を行わず、後日、事務局より応募者へ
の通知を行った。

［2018年度日本建築学会技術部門設計競技］

中高層建築に設ける火災に安全な保育施設・高齢者施設
主催＝日本建築学会 防火委員会
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総評
福祉のまちづくり条例や2006年施行のバリアフリー法（高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律）などによる取組みを背景として、車いす
利用者などの自力避難困難者のアクセシビリティ（Accessibility＝到達容易性）は

近年大きく改善され、劇場、映画館、美術館などの公共性の高い建物をは
じめ、百貨店や事務所ビルにおいても、高齢者・障害者等の利用者が増え
ている。しかしながら、これらの法令の視野は日常的な行動に限られており、
災害時における要支援者の避難容易性や安全性についての検討やその基
準は必ずしも十分とは言えない。高齢者人口は急激に増加しており、加え
てその社会参加も進んでいる今日の社会状況を踏まえれば、避難へのエレ
ベータ利用の検討などを含め、高齢者・障害者等の自力避難困難者のアク
セシビリティの進展に応じた避難容易性の確保は喫緊の社会ニーズであると
言える。
また、一般のビルにおける課題とは別に、もともと自力避難困難者が多く滞

在し、あるいは利用する施設、例えば、病院、高齢者福祉施設、介護施設、
保育所などにおける避難安全の問題も無視できない。これらの施設では、平
常時の利用環境における安全かつスムーズな移動や経路のバリアフリーは
比較的よく考えられてはいるが、火災等の災害がいったん発生した場合にお
ける避難安全のバリアフリーについては十分確保されているとは言えないのが
現状である。しかも近年は、これらの施設が、駅周辺や市街地の中高層建
築内に設置されるニーズが高まってきている。
このたびの技術部門設計競技「中高層建築に設ける火災に安全な保育

施設・高齢者施設」は、市街地に立地する建物の中高層階に設置するこれ
らの施設について、火災等の災害発生時にも幼児・高齢者等の避難安全
が確保されるような技術的解決を図るとともに、施設を利用する人、施設で働く
人のそれぞれにとって魅力的な施設設計とすることを課題としたものである。

応募作品数は予想よりも少なかったものの、いずれも中高層建築への
保育施設や高齢者施設の設置に関する工夫のほか、避難安全のバリアフ
リー、居住環境性の確保に関する技術的解決、さらには新規性や建築空間
としての魅力をアピールするものであり甲乙つけがたい内容であった。全体に
共通する特徴としては、既存ビルの高層部分を改築あるいは減築して保育施
設や高齢者施設を設け、火災などの発災時には隣接ビルへの水平避難を行
うものや屋外空間での待機など、垂直避難を要しない技術的解決を意図し
たものが多く見られた。
例えば、複数の建物間に屋上ブリッジを設け、屋上空間を利用した日常

の遊び場という「保育環境としての質」と、屋上を経由して他のビルに水平移
動するという「避難経路の確保」を両立させるもの、高齢者にとってなじみが深
い百貨店を大胆に改修し、低層部に百貨店、高層部に高齢者向け住宅を
入れることで地域に開かれた高齢者施設の実現を目指すものもあり、リノベー
ションによる既存ストックの有効活用という点で注目すべきものもあった。さらに
は、複数の建築をまとめて「街」を形成し、街区内に核となる共用部とも言うべ
き避難動線空間を設け、これを防災のシンボルとするとともに水平避難経路
とし隣接する建物が共助し安全を確保しようとする“街づくり”という観点からの
提案もあった。審査委員それぞれに各作品への思いや評価の多様性はあっ
たものの率直かつ公平な審議を重ねた結果、最終的に最優秀賞1点、優秀
賞3点、佳作2点の計6作品を選定した。
日本建築学会大会においては、防火部門の研究協議会（高層化する施設

と避難安全のバリアフリーデザインの現状と課題）の主題解説の前に最優秀受賞
作品の紹介を行ってもらったが、こうした取組みの重要性を幅広い方 と々共有
し、この分野の発展につながる絶好の機会になったと思われる。
最後に、本設計競技に多くの方々が参加し、技術的な検討を深めて積

極的な提案をいただいた。ここに、記して敬意を表する。 ［審査委員長 関澤愛］

端野亮一（清水建設）、安達一喜（同）、野村圭吾（同）、小土井元規（同）、一万田知宏（同）、
岩田翔（同）、進藤正人（同）、村田明子（同）、野竹宏彰（同）、鈴木圭一（同）

小関眞子（鹿島建設）、北川萌奈美（同）、関野正人（同）、渕上陽介（同）、土屋遼太（同）、
木下碧子（同）、吉井隆太（同）、中村巴瑠奈（同）

清家萌（明野設備研究所）、ヨコミゾマコト（aat＋ヨコミゾマコト建築設計事務所）、
池田友葉（東京藝術大学）、嶋田拓（明野設備研究所）、榎本満帆（同）、淡野綾子（同）、
斎藤美玖（同）、ダン・マン・クォン（同）、ファン・スン・フン（同）

竹村優里佳（鹿島建設）、丹羽健一郎（同）、東琢哉（同）、丁子拓人（同）、寺山大喜（同）、
松吉祐希（同）、宮治典生（同）、村上亮介（同）

阿部舜（鹿島建設）、天野真登（同）、小野真徳（同）、巻島雄途（同）、小野田澪（同）、
平木達也（同）、海野龍生（同）

田村祐介（エフディーエム）、大宮喜文（東京理科大学）、佐野友紀（早稲田大学）、
山口純一（大林組）、佐藤将之（早稲田大学）、王兪翔（東京理科大学）、徳納雄介（同）

青空Co-En

街を守る救水塔
共に生きることで紡がれる、豊かな日々 と街ぐるみ避難

あそびが避難

ゆっくり避難
地方百貨店再生計画

土の谷で育む
「延焼のおそれのある部分」に生命を吹き込む
保育施設の提案

『あそび』ながら『ヒナン』

最優秀賞

優秀賞

佳作
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端野亮一
清水建設

安達一喜｜同

野村圭吾｜同

小土井元規｜同

一万田知宏｜同

岩田翔｜同

進藤正人｜同

村田明子｜同

野竹宏彰｜同

鈴木圭一｜同

青空Co-En

9階建て既存事務所ビルの上部
2層を、フレームだけを残して9階と
屋上を保育園と園庭、8階を地域
の住民・高齢者、ビルで働くオフィス
ワーカーそして保育園の交流スペー
スに転用する提案である。対象は、
現在、空室率が増加し、スプリンク
ラーや非常用エレベータ等もないあ
りふれた建物である。その最上部を
避難困難者のための施設に改造
し、既存事務所の利用者にも魅力
ある空間を生み出そうとしている点、
高齢化と建築ストック活用の両面に
向けて強い意欲を感じさせる。建物
上端部は、火災の被害を受けやす
く、地上への避難も困難だが、転用
部分の開放性を高めて一時避難場
所が形成される計画とし、建物下方
の火災に対しては、植栽を兼ねる庇
で延焼を防ぐなど、適当な冗長性の
確保に努めながら、予備電源付き屋
外エレベータなどの技術的提案もさ
れている。さらに転用部分の床等を
木造化して重量を低減させ、いろい
ろな可能性を引き出すなど、木質耐
火構造の特質が高いレベルで消化
されている。防災対策については、い
ろいろな要素技術を盛り込みすぎた
面もあるが、全体として、本設計競技
の主題である「中高層建築に設ける
火災に安全な保育施設・高齢者施
設」を実現していくうえで参照されてい
くにふさわしい一典型と言えよう。 
 ［長谷見雄二］

［最優秀賞］

2018年度日本建築学会技術部門設計競技｜入選作品
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建築をまとめて「街」を形成し、街
区内に核となる共用部や動線を設け、
隣接する施設が共助し安全を確保し
ようとする提案である。コミュニケーショ
ンが加速度的に希薄化する現代に
おいて“街づくり”という観点からも興味
を持つものであり、詳細な避難場面も
リアリティをもって検討されている。さまざ
まなビルディングタイプへの汎用性につ
いても可能性を持つものである。本提
案は何よりもその共用部に日常的には
水景を創り出して魅力的な空間をつく
り、緊急時にはウォータースクリーンによ
り火災から守るという思い切った手法
提案の新鮮さが評価された。一方で、
審査過程において、使用する水を防
火用貯水槽の活用としたことによる日
常的な水景への利用に対する衛生
面、メンテナンス面の課題や、水を循
環利用するための過剰な設備投資
の必要性、市街地の中に巨大な共
用部を創り出す際の運用面の課題、
また汎用性が高い反面、今回の設
計競技の課題にある保育施設に対
する解決策提案の不十分さなどが指
摘された。日常と非常時の空間活用
手法や水景による中高層建築内の
共用部景観形成、その水景を非常
時に活用するという点、利用者共助の
考え方など今後の中高層建築計画
にさまざまな示唆を含んでいた点が優
秀賞に値すると評された。 ［井上寿］

街を守る救水塔
共に生きることで紡がれる、
豊かな日 と々街ぐるみ避難

小関眞子
鹿島建設

北川萌奈美｜同

関野正人｜同

渕上陽介｜同

土屋遼太｜同

木下碧子｜同

吉井隆太｜同

中村巴瑠奈｜同

［優秀賞］
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［優秀賞］

清家萌
明野設備研究所

ヨコミゾマコト
aat＋ヨコミゾマコト
建築設計事務所

池田友葉
東京藝術大学

嶋田拓
明野設備研究所

榎本満帆｜同

淡野綾子｜同

斎藤美玖｜同

ダン・マン・
クォン｜同
ファン・スン・
フン｜同

あそびが避難

駅前など高度利用地区で、高さ
制限などのためスカイラインが揃って
いる一群の建物の屋上を相互の行
き来を可能にしつつ保育所およびそ
の園庭として用いる提案である。日当
たりのよい屋外の遊び場という「保育
環境としての質」と、避難の必要が生
じた場合には屋上を経由して他のビ
ルに移動するという「避難経路の確
保」を両立させる提案で、技術競技
の主旨に真摯に応えた姿勢が高く
評価された。実際に、条件に合う建
物群があれば実現の可能性が高く
リアリティがあり、避難訓練や実際の
避難経路が日常の遊びの延長とし
て実施できる点も利用者のニーズに
合っている。一方、複数の建物間の
行き来を可能にするブリッジ空間と
架構についてはより詳細な技術的提
案があった方がよいという意見や、既
存の技術で実現可能であり新しい
工学的技術としての提案性や新規
性に欠ける、実現に向けた困難さと
その克服方法への詳細な検討が不
足しているのではないかという指摘も
あった。しかし、既存の技術を活用し
た「これまでに実現していない使い方
の提案」も技術提案として十分な価
値を持つこと、また現行規制では不
可能な運用を需要と運用時のメリッ
トにかんがみて変更していける可能
性から、波及効果のある提案として
優秀賞に選定した。 ［山田あすか］
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［優秀賞］

衰退が著しい地方都市では、高
齢化の進行と若者の流出により、都
心部の大規模物販店舗が存亡の
危機に瀕する一方で、高齢者施設
に対する需要が高まっている。本提
案は、これらの問題を同時に解決す
る方策として、高齢者にとってなじみ
が深い百貨店を大胆に改修し、低
層部に百貨店、高層部にサービス
付き高齢者向け住宅（サ高住）を入
れることで、地域に開かれた街のよう
な高齢者施設の実現を目指すもの
である。その提案内容は、日ごろから
避難安全に関するさまざまな検討を
重ねていることをうかがわせるもので
あり、また、リノベーションによる既存
ストックの有効活用という点からも、
見るべきものがある。ただ、二次審査
のプレゼンテーションでの質疑応答
では、サ高住を組み入れることに対す
る明快な説明が得られなかったこと、
「自力避難が困難な人の安全を確
保できる施設の提案」という課題の
主旨を巧妙に回避していると受け取
られかねない説明がなされたことが、
最終評価に少なからず影響した。こ
の提案内容であれば、あえて「避難
しなくてもよい」と言い切ることもできた
のではないか。それが言える可能性
がある唯一の提案であっただけに惜
しまれるが、総合的に見れば、既存
の技術を巧みに組み合わせた優れ
た提案であり、優秀賞に値するものと
評価した。 ［吉村英祐］

ゆっくり避難
地方百貨店再生計画

竹村優里佳
鹿島建設

丹羽健一郎｜同

東琢哉｜同

丁子拓人｜同

寺山大喜｜同

松吉祐希｜同

宮治典生｜同

村上亮介｜同

2018年度日本建築学会技術部門設計競技｜入選作品



建築雑誌｜JABS｜vol.133 No.1717 2018.11 066

市街地における「延焼のおそれのある部分」の耐火性に着目した提案であ
る。“土”という自然素材の活用、積極的な緑化、通風や日射など、自然的な環
境が乏しい市街地に人々の心が安らぐ要素を多く取り入れて街を魅力化しよ
うという点、耐火性を要求されない部分まで実質的な外壁を後退させることに
よって施設の開放感を確保しようとする点、隣棟間の自由な移動を確保するこ
とで非常時の避難動線の多様性の確保などが評価された。コンセプトとして
は非常に明快であるが、密集市街地を想定した場合、隣棟間隔が非常に狭
いなかでは下層部の緑化や日射の確保など、自然的環境の導入が困難なこと
が想定されること、「土の谷」部分が実質的にコモンスペースとなるが、この部分
について、垂直方向の提案はあったが水平方向のセキュリティを含む運営管
理をどのようにするかといった点に課題が残った。また、非常時の避難提案とし
て水平方向および離隔の確保という提案があるが、中高層建築の持つ根本
的な垂直避難に対する解決策の魅力的な提案があるとよかったと思われる。
しかし、密集市街地の中に積極的に緑化環境を導入すること、それらを避難
動線として、さらに日常的活動空間として活用する点などは、今後の都市環境、
市街地ファサードづくりの可能性を示唆するものとして評価された。 ［井上寿］

市街地に立地する保育所は園庭が取りにくい。園庭の有無による子どもた
ちの一日の歩数の差に着目し、子どもたちには遊びの場である園庭を持つこと
が必要という方向と、中高層ビル内に設置された保育所に通う子どもたちに避
難を教えるにはどうやって伝えたらわかるのだろう…という二つの方向から、毎
日の遊びそのものが非常時の避難行動となる答えを示した案。園庭のない保
育所を都市公園に移設し、同面積の屋上庭園を市民にも開放することで公
園面積を保ちながら、周囲には十分な消防隊活動スペースを確保し、建物に
は「あそび」の場となる「ヒナン」施設をつくり込み、それがまた出火防止や延焼
拡大防止等の火災対策ともなる。要素おのおのも全体的にも一見よくできて見
えるが、そもそもの「市街地に立地する中高層建物内に…」という課題に「都市
公園に移設新築し…」との解答は、そこをすり替えるのはマズイよ、と言わざるを
えない。都心自治体が待機児童ゼロを目指して「とりあえず保育所を」と大規
模再開発等に無理やりに保育施設を求める現状に、この案の提案要素を丁
寧に検討して、ひとつでも実現できたらきっと魅力ある市街地の保育所となるこ
とだろう。そんな可能性と大きな期待を込めて佳作と評価された。 ［藤野珠枝］

土の谷で育む
「延焼のおそれのある部分」に生命を吹き込む保育施設の提案

『あそび』ながら『ヒナン』

［佳作］ ［佳作］

阿部舜｜鹿島建設

天野真登｜同

小野真徳｜同

巻島雄途｜同

小野田澪｜同

平木達也｜同

海野龍生｜同

田村祐介｜エフディーエム

大宮喜文｜東京理科大学

佐野友紀｜早稲田大学

山口純一｜大林組

佐藤将之｜早稲田大学

王兪翔｜東京理科大学

徳納雄介｜同
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