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平 成 2 9 年 ５ 月 ８ 日
都市整備局地域まちづくり課
都市整備局景観調整課

第８回横浜・人・まち・デザイン賞表彰式を開催します！
横浜・人・まち・デザイン賞は、魅力あるまちづくりをより広く進めていくことを目的として、
横浜市内での地域まちづくりに関して特に著しい功績のあった活動や、都市景観の創造や保全に寄
与したまちなみを構成する建築物等を表彰するものです。
今回、地域まちづくり部門で６件、まちなみ景観部門で８件が選考されました。
このたび選考された活動や建築物等を顕彰するため、次のとおり「第８回横浜・人・まち・デザ
イン賞表彰式」を開催します。
【当日、取材いただける方は、事前に下記お問合せ先までご連絡ください。】

第８回横浜・人・まち・デザイン賞表彰式
１

日時
平成 29 年５月 12 日（金）13 時から 15 時まで（予定）
（12 時 45 分受付開始）

２

会場
横浜市長公舎（横浜市西区老松町２番地）
（京急「日ノ出町駅」徒歩約 10 分、JR・市営地下鉄「桜木町駅」徒歩約 12 分）

３

内容
13 時～
13 時 30 分～
14 時頃～

リハーサル、注意事項等説明
開会（各部門の表彰対象紹介）
表彰状授与
（薬師寺都市整備局長から各受賞団体へ表彰状と記念品を授与します）

＜過去の横浜・人・まち・デザイン賞表彰式の様子＞

▲

記念撮影（まちなみ景観部門）

▲

受賞団体へ表彰状の授与

※別添の表彰対象を紹介するパンフレットは、５月15日（月）から都市整備局及び各区役所広報相談係で配布します。

【別紙あり】
お問合せ先
【地域まちづくり部門】都市整備局地域まちづくり課長
【 まちなみ景観部門 】都市整備局景観調整課長

石津
鴇田

啓介
傑

Tel 671-2694
Tel 671-2006

【別

地域まちづくり部門

紙】

本賞表彰対象一覧
※敬称略

表彰対象活動

受賞者
[本賞] 六ツ川野外サロン

農作業を通じた住民の見守りと交流 六ツ川野外サロンプロジェクト

[支援賞] 内海

宏（まちづくりコーディネーター）

山路 清貴（まちづくりコーディネーター）
保土ケ谷の人・まち・文化を活かした街道のにぎわいづくり

[本賞] ほどがや

人・まち・文化振興会

六浦東地区の人材マップを生かした地域ぐるみのまちづくり

[本賞] 六浦東・地域子育て会
[本賞] 特定非営利活動法人びーのびーの

港北区を拠点としたみんなで子育てする環境づくり

[支援賞] 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブ
ライフ・クラブ

東横浜

[本賞] 特定非営利活動法人ぐるっと緑道
中川駅前商業地区の安全で魅力的なまちづくり

[支援賞] 内海

宏（まちづくりコーディネーター）

室田 昌子（東京都市大学環境学部教授）
[本賞] 一般社団法人 横浜もの・まち・ひとづくり
「まち工場による地域子育て支援」～東山田準工業地域の取り組み～

[支援賞] 大木 淳（まちづくりコーディネーター）
美里橋サークル

※支援賞は、活動の主体となる団体の取組を支援した個人、または団体を表彰するものです。

まちなみ景観部門

表彰対象一覧
※敬称略
受賞者

表彰対象景観
restaurant pétale de
Sakura
(レストラン
ドゥ

ペタル

サクラ)

[事業者] 相鉄ホールディングス株式会社

[内装工事設計] 前田篤伸建築都市設計事務所

[事業者] シェフ

[内装工事施工] 株式会社アートプロジェクト

難波

秀行

[建築工事設計・施工] 株式会社ＮＢ建設
[事業者] 株式会社相鉄アーバンクリエイツ

[施工者(外構・土木工事)] 馬淵建設株式会社

みなまき

[基本設計] 株式会社スタジオ ゲン クマガイ

[施工者(植栽工事)] 株式会社富士植木

みんなのひろば

[実施設計・設計監理] 日本都市整備株式会社

[施工者(サイン工事)] 株式会社ファイブス

[設計監修] 株式会社 INA 新建築研究所

[管理運営] 株式会社相鉄ビルマネジメント

[売り主・コーディネート] 横浜市住宅供給公社

[Ｂエリア

設計] 横河健／横河設計工房

[マスターアーキテクト] 飯田善彦

[Ｂエリア

施工] 奈良建設株式会社

[Ｃエリア

設計] 株式会社ユー・アール・ユー

[マスターアーキテクト] 小林克弘

minaGARDEN 十日市場

総合研究所

[マスタープラン] ナイス・飯田善彦建築工房・
小林克弘・岡山建設設計建設共同体

[Ｃエリア

[マスタープラン設計協力] アトリエＵ都市・地
域空間計画室

[実証実験企画・実施] 高間三郎

[ マ ス タ ー プ ラ ン 設 計 協 力 ] S2 Design and
Planning

[実証実験企画・実施] 加用現空

[Ａエリア 設計・施工] ナイス・飯田善彦建築
工房・岡山建設設計建設共同体

[実証実験企画・実施] 鈴木信恵

施工] 株式会社白井組

【裏面あり】

「夢の舞う岡」と命名

[事業者] 舞岡第二町内会

[施工者] 株式会社田澤園

されたまちの玄関

[設計者] 株式会社あいランドスケープ研究所
[設計・工事監理] 有限会社 鈴木アトリエ 一級

[事業者] 学校法人 神奈川大学

神奈川大学横浜キャ
ンパス 29 号館（国際
センター）

建築士事務所

[基本構想・デザイン監修] 神奈川大学工学部建
築学科／横浜キャンパスマスタープラン推進チ
ーム（重村力・内田青蔵・山家京子・曽我部昌史・

[施工者] 岡山建設 株式会社

中井邦夫）
[総合監理] 学校法人 神奈川大学 施設部キャン
パス整備課
[トラス橋

事業者] 首都高速道路株式会社神奈

川建設局

[トラス橋

設計・施工者（下部構造）] 株式会

社フジタ

新 横 浜 公園 か ら見 た

[トラス橋

設計者（上部・下部構造）] 株式会

大熊川トラス橋

社千代田コンサルタント

[トラス橋

設計・施工者（下部構造）] 清水・

前田特定建設工事共同企業体

[トラス橋 設計・施工者（上部構造）] I H I・
駒井ハルテック特定建設工事共同企業体
旧開通合名会社の

[事業者] 有限会社日太刀商事

煉瓦

[調査・設計・監理] 株式会社ユー・エス・シー
[事業者] （宗教法人）日本キリスト教会

横浜海岸教会

海岸教会
[設計者] 無名設計システム

[補強工事施工] 有限会社レイブリックス

横浜

[耐震設計] 株式会社ＫＲ建築研究所
[施工者] 北野建設株式会社

