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意匠、構造、機能上優れていること。
学校で最も長い時間を過ごす普通教室は、３学年をそれぞ
れの棟で最も眺望の良い、最上階に配置した。南北両面か
らの自然採光や、窓の高低差を利用した自然換気、木造の
梁や木質の仕上げ材に包まれた内装など、落ち着いて快適
に学習できる環境を整えている。校舎の階高は3.35m に
抑えて、北棟からも南側に広がる市街地の眺望を確保して
いる。細柱とアンボンド PC スラブによって、コンクリー
トの見付350のフレームを構成し、力強く、端正な外観を
構成した。

防災上、安全上、維持管理上十分配慮されていること。
平成27年に法改正されて実現可能となった、大規模な木
造三階建の学校、いわゆる「木三学」に相当する。この法
令に適合することで、小屋組の木材を現しとすることが可
能になった。室内の設備は現しとし、メンテナンスを容易
にしている。また、山に近いことから軒樋・竪樋を無くし、
詰まりの恐れのない計画となっている。

高齢者・障がい者に配慮していること。（生徒に対する配
慮として記載）
文部科学省のスーパーエコスクール実証事業に認証され、
校舎には様々な環境配慮技術（エコツール）を導入した。
エコツールは、本来は AI により自動で制御され、最適な運
転状態とするものであるが、SI（Student lntelligence）、
つまり生徒たちが考え試行錯誤しながらより良い運用を行
うようにしたことがこの学校の最大の特徴である。生徒た
ちが様々なエコツールについて学習し、試行錯誤しながら
運用することが、これからの地球環境を担う子供たちに最
もふさわしい環境学習になると考えた。そのサポートとし
て、全ての普通教室に、「エコモニター」と呼ぶ、学校全
体や教室内の環境データの表示装置を設けた。
校舎内には、生徒が環境について五感で体感できる仕掛け
を随所に設けた。断熱材やダクトに触れてその効果を実感
できる場所や、クールヒートトレンチピットに設けたリボ

ンや温度計などがあげられる。また、学校やエコツールの
詳細な取扱説明書をまとめ、生徒たちに配布した。生徒た
ちがゼロエネルギースクール実現に向けて活躍できるよ
う、ソフト面の整備もすすめてきた。

その地域の街づくりに寄与していること。
設計にあたっては、「瑞浪らしさ」を大切にし、地元の材
料を積極的にデザインに取り入れた。外壁のタイルは、瑞
浪近辺の土を使って、瑞浪市内の工場で焼き上げたもので
あり、地産地消の考え方を取り入れた地域に馴染みのある
素材を活用した。各所の木質仕上は、瑞浪市産や岐阜県産
の木を使用した。環境配慮手法にも、瑞浪らしいモチーフ
を取り入れ、瑞浪市の特産である陶器を製作する登り窯に
ヒントを得た、登り窯型の風の塔による自然換気や、市内
で発掘された巻貝の化石をモチーフとしたらせん階段を空
気取り入れ部としたクールヒートトレンチ、体育館のクジ
ラ型形状を活用した集熱ルーフを計画した。アリーナ、音
楽室、会議室は地域開放によって、地域住民も利用するこ
とができる。

地球環境維持への配慮がされていること。
→１つのゼロエネルギースクールを建築するだけでなく、
学校が環境教育の材料となり、生徒たちがゼロエネルギー
を目指した運用をすることで、環境への思いを次世代につ
なぐことを目指した。

設計意図

町を見降ろす山の斜面に建つ文部科学省スーパーエコス
クールの一つである。学校建築の標準設計に飽いた評者の
目に、魅力的なファサードが飛び込んできた。かつて環境
問題で先陣を切っていた筈の我が国が、今や後塵を拝して
いる状況を打開するには、若い世代への啓発と彼らの実践
に期待するしかない。環境先端技術を専門家が披露する場
だけではなく、生徒たちに工夫させ、ゼロエネルギーを実
践していく学びの場を提供しているという姿勢が素晴らし
い。地元産の資材をふんだんに、うまく使用しているのも
郷土への愛着を育むことになろう。
校舎配列は一般的なフィンガープラン、各棟の教室配置も
片廊下式で一見変哲もないように見えるが、各棟を中央部
分で繋ぐストリップな階段と南北廊下により、各階が立体

的に連続しているのが良い。南北廊下の端部に部屋を置く
のではなく、ロビーなどであればより開放性が高まったで
あろう。また各教室も従来型と比べて間口と奥行きのプロ
ポーションが逆になっており、黒板に向かって机を配置す
る一斉授業よりも、あちこちに机をまとめて配置したり、
円陣を組むといったような、グループワークに適した形状
である。１階に設けられた、わが国ではあまり普及してい
ない「ワーキングコモン」空間の教育効果にも期待したい。
オープンシステムやコミュニティスクールなどの華々しい
デザインとは異なるが、ユーザーやクライアントとの対話
に応えた設計者の誠実なデザイン提案であろうことと評価
される。

審査委員長講評（名古屋大学名誉教授　谷 口　元）



4 建築あいち　2021年７月号

愛知製鋼 厚生会館　Ai terrace
愛知県東海市
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本館の建て替えに続いて、道路を隔てた線路敷に沿った敷
地にこの厚生会館が完成した。当該建物と本館との間の塀
は取り除かれ、企業地と公共地が空間的に連結されること
になった。隣接する名鉄聚楽園駅は地域住民らや従業員が
多く行き交う場であり、利用者らがこの建物や敷地内を自
由に往来することができる開放空間である。建物と道路の
間に築かれた丘を伝うスロープを歩むと、中２階レベルに

あるコミュニケーションテラスに到達する。テラスの段差
に腰掛けて佇めば、行き交う車や歩行者、道の反対側にあ
る本館１階のショールームを眺めることができる。斜め遠
くに聚楽園大仏も垣間見えるかもしれない。日経ニューオ
フィス受賞の愛知製鋼本館と共にデザインがうまく統合さ
れ、良好な都市景観を形成していることが評価される。

審査委員長講評

製鋼メーカーの創業地再整備事業として本社建替に続き厚
生施設の建替新築を行なった。計画地は、工場地帯と住宅
街の境界にあたり、緑豊かな聚楽園公園に隣接した私鉄駅
前に位置し、駅を利用する住民の生活動線と、事務所と工
場を往来する従業員動線が交差する場にある。企業地とし
て閉ざされていた塀を取り去り、敷地内、建物内を開放し、
企業、従業員、住民を結びつける交流の場、活動の場を整
備し、周辺環境に馴染む建築を創出することで持続可能な

創業地の再生を目指した。細長い敷地で建物をさらに細長
くセットバックし、住民が自由に通り抜けできる小高い丘
状の緑地と遊歩道を設け、頂部では建物を窪ませ、テラス
をつくり、それを取り囲むラウンジとレストランを配置し
て内外が一体的に利用できる交流の場とした。丘状の緑地
が聚楽園公園の緑と繋がり、景観的にも、使われ方におい
ても地域と企業の有機的な繋がりを生むものとした。

設計意図

株式会社竹中工務店名古屋一級建築士事務所
優 秀 賞
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gap
愛知県日進市
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敷地の高低差を利用したスキップフロア形式の２階建住宅
である。建物の躯体を擁壁としているためかなり細長い形
状であるが、奥行きのある DK の食卓スペースを通り抜け
て各室に向かう動線としており、違和感はなく空間をうま
く活用している印象がある。DK と居間の間にある階段踊
り場をデスクとして使えるようにしているのも面白い。ま

た DK から和室前に至る段状の屋外テラスも風情がある。
入浴が趣味の主人のための、広々とした脱衣室もくつろぎ
の空間である。階段から踊り場を見下ろす写真があるが、
窓サッシ方立の位置がセンターからずれているのが若干気
になる以外は、総合的に見て秀逸な住宅作品の一つに間違
いない。

審査委員長講評

山の地形を活かした敷地内高低差が６m ある土地での新
築計画。
建築協定によリ30cm 以上の切土、盛土を禁止する地域
のため、計画高さを駐車場レベル、１階 LDK レベル、スキッ
プフロアによる1.5階レベルの３段階に分けて高低差を活
かした計画とした。
1.5階部分を構造上１階として LDK と梁高を合わせること
で、3.8m の天井高を LDK に実現させて広がりをもたせた。
LDK の大開口は床から１m の高さに計画することで、歩

行者との相互視線を敷地高低差と腰壁で遮断しながらプラ
イバシーを守りつつ、森林の借景を取り込んだ。
東側には床レベルを揃えて段差を無くしたテラスを設けて
屋外へのアクセスをスムーズにしている。
このテラスからも1.5階部にアクセスできるため、屋外を
含めた回廊が可能になりつつ、災害時には壁面緑化部から
敷地外へ避難もできる。
またテラスの排水を利用して植物へ水やりができるように
排水管を計画した。

設計意図

株式会社CURIOUS design workers一級建築士事務所
優 秀 賞
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土岐市立西部こども園
岐阜県土岐市
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市内の保育園・幼稚園を統合して新設される土岐市初の 
「幼保連携型認定こども園」である。
３歳未満児66名、３歳以上児180名と人数差が大きいた
め、それぞれを南北の園舎に分けることで園児の安全性に
配慮した。活動範囲の広い３歳以上児は園庭に面する開放
的な南側へ、活動範囲の狭い３歳未満児は河川に面する落
ち着いた北側へ配置し、分棟配置によって生まれる見通し
のよい中庭に乳児園庭やプールなどを配置した。園舎は周
囲の自然・人とのつながりが身近感じられる平屋建てのワ
ンフロア構成とし、転落事故防止や避難のしやすさにも配
慮した。

土岐は美濃焼の産地としても知られるため、園舎屋根は断
熱性・耐久性に優れる瓦屋根とし、自然採光・自然換気を
促すトップライトを楽しげなアクセントとした。木質化に
よる温もりあふれる園舎内は、段差解消や指はさみ防止な
どの細部まで配慮し、園児が日々を安全で健やかに心地よ
く過ごせる環境とした。

設計意図

株式会社安井建築設計事務所 名古屋事務所
優 秀 賞
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資生堂掛川工場、工場棟北側ローディングベイ計画。入出
荷ヤード拡張、外部温熱環境・季節風からの商品保護・作
業安全性確保が求められた。３棟の工場間口に連続した大
屋根と防風壁（170m）を計画したが、単に屋根と壁で覆
うと、熱や排気がこもり、日中でも照明に頼らざるを得な
い。そこで、風をほどよく取り入れ南からの光を反射し導
くレフ板となるルーバー壁を、受光面が増えるよう外側に
膨らむ形状で計画し、採光を確保し、突風を防ぎ換気を促
す「呼吸する建築」を実現。

ルーバー形状は、光反射角度、ルーバー間干渉、制作工期
等の課題を解決し、資生堂が生みだす「美」のイメージを、
新幹線から眺める約３秒に込める「ファサード解像度」を
導く必要があった。パラメトリックモデリングにより調整
し、3D データの活用と60mm 鉄板溶断可能な NC 加工
技術により、デジタルファブリケーションを実践。人工美
と自然美が共生・調和する、資生堂の「ものづくりの場」
を象徴するショートストーリーの創造を意図した。

設計意図

資生堂掛川工場　LOADING BAY
静岡県掛川市
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FULL POWER STUDIO株式会社一級建築士事務所
奨 励 賞
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堀畑の家 ～街並みを刺激するモニュメント～
愛知県稲沢市
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「堀畑の家」は周辺に未だ古い家々が建ち並ぶ閑静な住宅
街に建っている。
東側は交通量が多い９m の主要道路、北側は４m 未満の
地域住民の生活道路となっている。
建物の構成は、東側の道路と北側の道路の直角ではない２
本の軸を平面に重ね合わせ、建物と外塀のラインをからめ
合わせた。
さらに外壁と外塀を同材にすることにより、外壁と外塀が
一体感化したモニュメントとして存在した。
主な生活空間は LDK 部分を平屋とし、その部分は外部か
ら隠れるために、建物の立体交差をよりシンプルに際立た
せている。
外部からは閉鎖的でモダンアートの美術館のようにも見え
るが、内部は外塀に囲まれることによりプライベート空間
を確保して、とても明るく開放的になっている。

建物を計画する際に、建物本体とエクステリア（外塀）を
それぞれ別にして考える事があるが、その場合に建物とエ
クステリアが全く別の形態や素材になってしまう事が多
い。そうするとありきたりの様相を街の中に残すことにな
り、街並みが雑然としてしまう。
今回の計画では建物本体とエクステリア（外塀）の概念を
一旦取外し、両者を一体で創造した。そうすることで何処
までが建物本体で何処までがエクステリア（外塀）かが視
覚的に区別がつかなくなり一体化する。
さらに、素材を同ーにする事で１つの塊として形状がまと
まり、モニュメントのような形状を追求できた。
そのため、街並みに緊張感と良い刺激を与えることができ
たと考えている。
将来、東の植栽が建物のボイド壁を突き抜けて、上部へと
顔を出す事を楽しみに待ち望んでいる。

設計意図

五藤久佳デザインオフィス有限会社
奨 励 賞


