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　日建設計は７月日「第回優秀工事感謝の会」をホテルメトロ
ポリタンエドモント（東京都千代田区）で開いた。年７月から
年６月までに完成した日建グループが設計・監理を手がけた計
件の中から品質や工期、安全、環境などに優れた件（うち１
件非公表）を選定し、工事を担当した施工会社の所長ら人に感謝
状を贈った。

　本日はお忙しい中、またコロナ禍が続く中、私どもの優秀工事感謝の
会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
　今年は２年ぶりに優秀工事感謝の会を開催させていただくことができ
ました。これもひとえに、設計をご発注いただいた建築主の皆さま、そ
れから私どもの設計を具体的な形につくってくださった施工各社の皆さ
まのおかげでございます。ここに改めて厚くお礼申し上げます。
　本会はコロナ対策に留意しながら準備して参りましたが、結果的には
第４波を受けた緊急事態宣言下での開催となってしまいました。安全と
安心の確保のためにプログラムを急遽見直し、一段の簡素化を行いまし
た。会場にお集まりいただく方々を最小限とし、多くの関係者の皆さま
にはＷＥＢで参加いただいております。
　また、ＷＥＢでは昨年に感謝状をお渡ししたのみの社の皆さまにも
入っていただいております。本来であればご来場いただきたかったとこ
ろですが、コロナ禍の状況から断念いたしました。リモートにはなりま
すが、会場の雰囲気を感じていただければ幸いです。
　第１回の優秀工事感謝の会を開かせていただきましたのは年です
から、今回で実に回目になります。建築の設計という仕事は、施工を
ご担当される皆さまの手によって建築物という具体的な形になって初め
て価値が生じるものですので、この会は、日建設計とともに施工各社の
皆さまの「ものづくり」の歴史でもあります。ものづくりの担い手の確
保と育成が大きな課題となる今後の建設業界において、施工各社の皆さ
まの、役割の重要性を改めて痛感しております。
　年７月から年６月までに私どもが設計監理させていただき完
成したプロジェクトは、日建設計で件、グループ全体では件ござ
いました。その中から、品質、工期、安全、環境の各面において他の模
範となる施工が行われ、工事の出来栄えが特に優れているもの件を
「優秀工事」として選定させていただきました。
　本日ここに、それらの工事を担当された名のリーダーの皆さまと各
社の代表者をお招きし、感謝の意を表する機会を設けさせていただきま
した。皆さまの工事の中で発揮されたすばらしい技術力、強力なリーダー
シップに深い敬意を表する次第でございます。昨今の建設業界の繁忙度
を考えるとなおさらその思いは深まります。
　建築主のご要望に応えるために、工事に参加された数多くの方々、専
門工事会社やメーカー、さらには関連工事の方々の気持ちをひとつに束
ね、良いものをつくろうという目標に向けて導いてこられたのは、真摯
な真心があればこそであり、リーダーの皆さま一人ひとりの力量、人間
力にすべてがかかっているのではないかと思います。まさに余人をもっ
て他に代え難いご活躍をしていただきました。ここに改めて日建設計を
代表いたしまして心から感謝申し上げます。
　設計を通じて「社会と時代の求める価値を持ち続ける建築」を世に送
り出すこと、そして「建築主・使用者・管理者、そして一般市民の方々
に、世代を超えて愛し続けていただける建築」をつくり、その建物のラ
イフサイクルを通じてお役にたっていくこと、これが私どもの願いであ
ります。
　コロナ禍を受け、時代が大きく、そしてとても早く変化していること
を強く感じますが、今後も引き続き、皆さまとご一緒に、建築主、そし
て社会が期待する質の高い建築、都市、そして環境を創り続けていきた
いと思います。皆さまにおかれましてはご健康に留意の上、更なるご活
躍をされますことをお祈り申し上げ、お礼の挨拶とさせていただきます。
　本日は誠にありがとうございました。

（７月日　第回優秀工事感謝の会）

■ミュージアムタワー京橋
　戸田建設／森田誠所長
■ペガサスミシン製造　新本社
　鴻池組／後藤伸高現場代理人
■三井住友海上しらかわホール
　鹿島／富田浩所長
■渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期　東棟
　東急建設／竹内建人所長
■有明体操競技場
　清水建設／永田正道所長
■阿波銀行本店営業部ビル
　竹中工務店／明石善隆作業所長
■浜松いわた信用金庫　竜洋支店
　イトー／清水一信所長
■天草市複合施設　ここらす
　吉永産業／松本啓治現場代理人
■尾道市本庁舎
　清水建設／福山太現場代理人

■ＮＨＫ札幌拠点放送会館
　大林組／福澤範幸所長
■トラスコ中山プラネット南関東　厚木支店
　大成建設／沼澤満所長
■早稲田大学本庄高等学院　体育館
　戸田建設／田悟作業所長
■ＫＡＮＤＡ　ＳＱＵＡＲＥ
　大林組／吉田光男所長
■羽田エアポートガーデン
　西松建設／山岸建夫所長
■宝塚ホテル
　大林組／大野昌昭所長
■選手村ビレッジプラザ
　熊谷組／曽我智宏所長
■新宿住友ビル　三角広場
　大成建設／山田繁満所長
■北ガスアリーナ札幌（設計・監理北海道日建設計）

　フジタ／大木宏幸所長
※諸般の事情により、有明体操競技場と選手村ブレッジプラザの個別紹介を省略します。
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鹿島　宮田　浩所長

■発注者：三井住友海上火災保険■所在地：名古屋市中区■構造：Ｓ、ＲＣ造■階数：地下
３階地上階■延床面積：，㎡■施工：鹿島■工期：年８月日～年７月日

撮影エスエス

　当施設は県内有数の音響設備を備えるコンサー
トホールです。工事は天井のみを全て解体し、鉄
骨補強した後、元の音響性能を損なうことなく既
存形状に完璧に復元する難易度の高い工事となり
ます。天井面全てが多様な曲面で構成され、また
多数の舞台演出装置が天井を貫通して吊下げられている中、発注
者及び設計者の要求水準を満たし、無事故無災害で工事を完了で
きました。関係する皆さまに多大なご助力をいただきましたこと
感謝いたします。

浜松いわた信用金庫　竜洋支店 イトー　清水　一信所長

　静岡県西部地域の信用金庫さま
の支店の工事です。両手を広げた
ような形状の壁のコンクリート打
ち放し面と、天井面の木板のコン
トラストが美しく映えた美術館の
様な建物です。コンクリート打ち放しの壁は二次
曲線で構成され、中央のロビー天井と軒は鉄骨造
にて三次曲線での杉板無垢材の小幅板貼りの仕上
げになっています。ロビーに立つとクジラの腹の
下にいる様に感じられ、思わず天井を見上げてし
まいます。本体工事以外の数多くの関係者さまの
ご協力により、短い工期でしたが無事完成する事
ができました。地域のランドマークとして、市民
の皆さまに利用されている姿を見ると、とても嬉
しく思います。■発注者：浜松磐田信用金庫■所在地：静岡県磐田市■構造：ＲＣ、Ｓ造■階数：地上２階■

延床面積：㎡■施工：イトー■工期：年３月１日～年月５日
撮影鈴木文人写真事務所

尾道市本庁舎 清水建設　福山　太現場代理人

■発注者：尾道市■所在地：広島県尾道市■構造：Ｓ、ＳＲＣ造■階数：地下１階
地上５階■延床面積：，㎡■建築：清水建設・佐藤工務店・大宝組ＪＶ■電気
：中電工・丸一電設工業ＪＶ■空調・衛生：ダイダン・岡本設備ＪＶ■工期：
年月１日～年月日

撮影ＳＡＴＯＨ　ＰＨＯＴＯ

　尾道水道に面した海に浮かぶ船のような
庁舎がコンセプトの当建物の特徴は、建物
が海側へせり出した形状と、各階バルコ
ニーの外装鋼板、および鋼板大庇でした。
外装鋼板と鋼板大庇は対岸の向島の造船工
場で製作した厚さ㎜、長さｍ、角ｍクラスの、造船
業特有のぎょう鉄技術を駆使した鋼板製品を海上輸送する
ダイナミックな工事でした。関係者の皆様方の一致団結の
ご協力の下、対岸から船で鋼板製品が輸送されてくるさま
は関係者一同、感無量でした。

■発注者：ペガサスミシン製造■所在地：大阪市福島区■構造：Ｓ造■階数：地上３階■延床面積
：，㎡■施工：鴻池組■工期：年６月１日～年７月日

撮影山崎浩治（プライズ）

竹中工務店
　明石　善隆作業所長

　地域に開放する多目的ゾー
ンを有し、お客さまを起点と
した銀行サービス向上と地方
創生、地域活性化への貢献を
目指したプロジェクトでした。内外壁・床の
石張り、天井のスリット、吹き抜けなど、仕
上グレードやデザイン性が高く、外装は早期
のモックアップ制作で品質を確保しました。
工事関係者が一丸となって、施工計画や工法
に工夫を凝らし、無事故・無災害で、建築主、
設計者の想いをかたちにした建物をお引き渡
しすることができました。

阿波銀行本店営業部ビル

■発注者：阿波銀行■所在地：徳島市■構造：Ｓ、ＲＣ造■階数：地下１階地上４階■延床面積：
，㎡■施工：竹中工務店■工期：年３月１日～年月日

撮影鈴木文人写真事務所

鴻池組
後藤　伸高現場代理人

　当事業は大阪市に拠点を置
くペガサスミシン製造本社の
建替事業です。外観には、ミ
シン縫製技術である環縫いを
表現したアルミキャストを使用し、内部につ
いては事業所機能と共に屋上庭園・ショー
ルームを有する建物となっています。事業主
・設計者の思いを実現するため、モックアッ
プを作成し細部へのこだわりを表現出来たと
思います。住宅街での工事として周辺へ配慮
しながら無事故で完成出来たことに関係者の
方々に感謝いたします。

東急建設　竹内　建人所長

■発注者：東急、ＪＲ東日本、東京メトロ■デザインアーキテクト：日建設計、隈研吾建築都市
設計事務所■設計・監理：渋谷駅周辺整備計画共同企業体（日建設計・東急設計コンサルタント
・ＪＲ東日本建築設計・メトロ開発）■所在地：東京都渋谷区■構造：Ｓ、ＳＲＣ、ＲＣ造■階
数：地下７階地上階■延床面積：〈Ⅰ期〉約，㎡■施工：東急・大成ＪＶ■工期：
年６月日～年８月日（Ⅰ期）

撮影エスエス

　建設地は東京・渋谷駅の直近。ターミナル駅を中
心に国内屈指の商業・事業・文化の集積都市が形成
され、時間人通りが途切れない渋谷のど真ん中で
の工事でした。年６月の着工から５年間のプロ
ジェクトでしたが、事業者さま、設計監理者さま他
皆さまのご指導ご協力のもと竣工を迎えることが出来ました。渋谷
スクランブルスクエアが東京の新名所として新たなにぎわいを創出
し、渋谷の街がさらに発展していくことを期待しております。

天草市複合施設　ここらす 吉永産業　松本　啓治現場代理人

　当建屋は五つの用途を複合した天草市の
シンボリックな施設の建設工事とあって、
地元ゼネコン３社が地産地消を掲げ、一体
となって施工に当たりました。場外既設工
場建屋を利用した木梁－鉄骨架構モックア
ップ検証を創め、幾多のＲを使用した１階ＲＣ打ち放し仕
上～２階鉄骨柱（メッキ・現場溶接）－木梁からなる混構
造に対し、高い製作・施工精度の追求と改善、異種構造間
の施工の確認に留意しました。地元に愛され後世に語り引
き継がれる施設であってほしいという思いの詰まった建屋
を造る事ができました。

■発注者：天草市■所在地：熊本県天草市■構造：Ｗ、Ｓ、ＲＣ造■階数：地上
２階■延床面積：，㎡■建築：吉永産業・金子産業・大昌建設ＪＶ■電気：
九電工・熊電施設ＪＶ■空調・衛生：九電工・三和電工設備ＪＶ■工期：年
月日～年月日

撮影太田拓実
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戸田建設　森田　誠所長

■発注者：永坂産業■所在地：東京都中央区■構造：Ｓ、ＲＣ、ＳＲＣ造■階数：地下２階地上階■延
床面積：，㎡■施工：戸田建設■工期：年１月４日～年７月１日

撮影野田東徳（雁光舎）

　本プロジェクトは都市再生特区の告示を受けた「京橋１
丁目東地区」の新築工事です。「芸術・文化拠点の形成」
という街区のコンセプトを現場運営時から関係者と一体と
なり実践しようとさまざまな取り組みにチャレンジ（仮囲
い下部ライトアップ・床付コンサート開催等）しました。
特徴的なルーフトップデザイン、高層部アルミルーバー、低層部ＳＣＷの
外装、ｍ１スパンラーメン架構、ミュージアムエントランスの大型回転
扉などの技術的課題も関係者にて課題解決し、「唯一無二の建築」を具現
化することができました。本受賞にて改めて関係する皆さまに多大なご助
力をいただきましたこと感謝の意を申し上げます。
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大林組　福澤　範幸所長

■発注者：日本放送協会■所在地：札幌市中央区■構造：ＳＲＣ、Ｓ造■階数：
地上６階■延床面積：，㎡■施工：大林組・岩田地崎建設・田中組ＪＶ■工
期：年８月１日～年１月日

撮影Koji Fujii（ＴＯＲＥＡＬ）

　北海道の情報発信拠点として、札幌中
心部に高さｍの鉄塔を備える新会館
を建設しました。奥行き約ｍのオー
バーハング形状をコア部分のＳＲＣフ
レームで支え、免振装置を採用していま
す。工事にあたっては、オーバーハング部分の高い精度
管理や冬季の鉄塔鉄骨建方、寒中コンクリート、各種ス
タジオの管理など、数多くの課題に直面しましたが、施
主、設計・監理、現場スタッフと共に乗り越え、完成す
ることができました。

ＮＨＫ札幌拠点放送会館
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大林組　吉田　光男所長

■発注者：住友商事■所在地：東京都千代田区■構造：Ｓ、ＳＲＣ、ＲＣ造■階数：地下１階地上階
■延床面積：，㎡■施工：大林組■工期：年５月１日～年２月日

撮影野田東徳（雁光舎）

　基本構想から９年の歳月をかけ年２月に竣工しま
した。錦織物をイメージした外装は、神田錦町という地
名を表現しており、この建物によって神田のまちづくり
が始まった気がします。当時、都内では年の夏季五
輪前の竣工を目指した大型物件が数多く施工中で、全業
種が多忙を極めていました。残念ながらコロナ禍で竣工式は取りやめと
なってしまいましたが、この建物が神田のランドマークとなり、にぎわ
いの絶えない建物になることを祈ります。

宝塚ホテル 大林組　大野　昌昭所長

■発注者：阪急電鉄■所在地：兵庫県宝塚市■構造：ＲＣ、Ｓ造■階数：地下１
階地上５階■延床面積：，㎡■施工：大林組■工期：年４月２日～
年３月日

撮影ナカサアンドパートナーズ

　余年の歴史と発注者の特別な思いが
詰まったホテルを、宝塚大劇場の西隣に
新築しました。劇場に続く花のみちに面
し、工事用出入口１カ所での運用のため、
アイランド工法による基礎工事、先行構
台構築と全工程を通して動線の確保に苦心しました。ま
た旧ホテルのデザインイメージを踏襲した客室ドーム窓
庇など不整形躯体のＰＣ化を図るなど、厳しい条件の中、
関係者全員が目的意識を共有し、ハイグレードでクラシ
カルなホテルを無事完成することができました。

西松建設　山岸　建夫所長

　当工事は、羽田空港敷地内の国際
線ターミナル南側多摩川沿いに位置
する国家戦略特別区域計画として認
定された、羽田空港直結のホテル
（室）を中心とし商業・温浴施
設、バスターミナル、会議室等を備えた大規模な複
合施設になります。質の高いサービスが提供できる
多種施設を短工期で作り上げることが最大の課題で
したが、施主・設計・運営者さまの思いが反映され
た施設を無事工期内にお引き渡しすることができま
した。

羽田エアポートガーデン

■発注者：羽田エアポート都市開発■所在地：東京都大田区■構造：Ｓ、ＲＣ造■階数：
地上階■延床面積：，㎡■施工：西松建設■工期：年１月９日～年３月
日 　 　 　撮影エスエス

トラスコ中山プラネット南関東　厚木支店 大成建設　沼澤　満所長

■発注者：トラスコ中山■所在地：神奈川県伊勢原市■構造：Ｓ、ＲＣ造
■階数：地下１階地上４階■延床面積：，㎡■施工：大成建設■工期
：年５月１日～年１月日

撮影堀内広治（新写真工房）

　当建物は南関東の物流拠点となる
施設として計画された倉庫です。敷
地を最大限に有効活用した設計と住
宅地に近接した施工環境において、
「限られたスペースでの効率的な作
業」と「徹底した騒音・振動対策」を実現すること
が工事を進める上で重要なポイントでした。施主・
設計者・施工者が一体となり密にコミュニケーショ
ンを取り、徹底して議論・検討を重ねたことにより、
工程通りに高品質な物流施設をお引き渡することが
できました。

早稲田大学本庄高等学院　体育館 戸田建設　高田　悟作業所長

■発注者：早稲田大学　■所在地：埼玉県本庄市■構造：ＲＣ、Ｓ造■階
数：地上３階■延床面積：，㎡■施工：戸田建設■工期：年７月
日～年２月日

撮影野田東徳（雁光舎）

　当プロジェクトは、オオタカ営巣
地近辺で工事制限のある地域での体
育館の新築工事でした。（公財）生
態系協会・大学等と協議を行い、環
境に配慮を行いながら施工を進めて
いきました。建物は、事例が少ない目地無しコンク
リート造の施工をするに当たり、モックアプ・ＢＩ
Ｍで一つ一つ確認・試行錯誤を繰り返し、形にして
いきました。工事に携わる関係者全員で一丸となり
素晴らしい作品をつくりあげることができました。

北ガスアリーナ札幌 　設計・監理北海道日建設計 フジタ　大木　宏幸所長

■発注者：北４東６周辺地区市街地再開発組合■所在地：札幌市中央区■
構造：Ｓ、ＳＲＣ、ＲＣ造■階数：地上４階■延床面積：，㎡■施工
：フジタ・岩田地崎建設・田中組ＪＶ■工期：年３月日～年６
月日

撮影佐々木育弥

　当建物は、複合型市街地再開発事
業の一環として、老朽化が進んだ札
幌市の総合体育館を移転新築したも
のであり、逆さ台形状のプロポーシ
ョンかつ不規則な出目地のあるコン
クリート化粧打放し仕上げの外観が大きな特徴で
す。工事においては、特徴である外壁の品質・出来
栄えを徹底することが最大のポイントと位置づけ、
綿密な工法選定と管理を実施し、関係者皆さまの想
いとともに素晴らしい建物を完成できましたこと感
謝申し上げます。

新
宿
住
友
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ル
　

三
角
広
場

大成建設　山田　繁満所長

■発注者：住友不動産■共同設計・監理：大成建設■所在地：東京都新宿区■構造：Ｓ、ＲＣ、
ＳＲＣ造■階数：地下４階地上階■延床面積：，㎡■施工：大成建設■工期：年９
月日～年６月日

撮影エスエス

　今回の『新宿住友ビルＲＥ－ＩＮＮＯＶＡＴＩＯ
Ｎ　ＰＲＯＪＥＣＴ』は、構想段階から幾度となく
検討が繰り返された計画でした。その構想を実現さ
せるため、発注者をはじめ、設計・監理者、施工者、
専門業者が一丸となり、さまざまな困難な課題を乗
り越えていきました。一日約１万人のビル利用者がいる状況下で、
大屋根アトリウム増築、イベントホール新設、これら増築・新築工
事に伴う既存解体工事および既存改修工事を進め、年６月末に
無事に完成させることができました。


