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御嶽山ビジターセンター（仮称）整備事業設計プロポーザル 
審査を終えて 

 
今回のプロポーザルは、平成 26 年に噴火した御嶽山とその麓に、新たにビジターセンターを建設す

るため、⽊曽町と⻑野県が共同して最適な候補者を選定する目的のもと、公募されました。 
若い建築家の方にも挑戦してほしいという思いから、このプロポーザルでは類似施設の設計経験な

ど、参加者を絞り込んでしまうような要件は極力設けず、広く提案を求められるよう配慮したとこ
ろ、92 者と大変多くの方にご提案いただくことができました。 
 

一次審査では、すべての提案書を審査会場内に並べ、それぞれの提案書を審査委員やオブザーバー
で囲みながら意見交換を行いました。審査委員会は建築、環境、ランドスケープ、火山防災と様々な
専門分野の委員・オブザーバーにより構成され、それぞれの視点から提案書を評価いただきました。
敷地のレベル差をうまく解けているか、道の駅三岳や王滝川とのつながりに配慮しているか、敷地だ
けでなくより広域のランドスケープを捉える視点があるか、山と里それぞれの場所にふさわしい風景
を生み出しているかなど、議論を多岐に渡らせながら、提案の趣旨を丁寧に読み取り、審査を行いま
した。審議と投票を重ね、二次審査参加者として６者を選考しました。 
 

二次審査では対象の６者にプレゼンテーションを行っていただいた後、6 者同時にインタビューをさ
せていただきました。提案書からは見えなかった、読み切れなかった考え方や、このプロジェクトに
対する皆さんの意欲を直に感じることができました。審査委員会にて意見交換と投票を重ねたうえ
で、最適候補者として株式会社 yHa architects、次点者として株式会社千葉学建築計画事務所を選定
しました。 

 
最適候補者は、山エリア・里エリアとも設計の骨格・コンセプトがはっきりしているという点が、

高く評価されました。同じ赤い屋根の建築ですが、山エリアと里エリアで違った風景・空間を作り出
しているのが、非常に魅力的な提案でした。 

次点者は、自然公園内の新しい建築の姿や、王滝川から見える新たな風景の提案が、高く評価され
ました。屋根の造形美と、その美しい屋根が作り出すルーフ下の内部でも外部でもない空間が、非常
に魅力的な提案でした。 
 

プロポーザルは案ではなく人・チームを選ぶものということで、こういう場所にこういう建築を建
てるべきという考え方・信念がしっかりしている人を、最適候補者として選ばせていただきました。
しかし、二次審査に参加いただいた６者のいずれの提案も、それぞれに力が込められた魅力的なもの
であり、その差は極めてわずかでありました。その中で評価を行うことは非常に困難を極めました
が、審査委員会として山エリア・里エリア２つのビジターセンターを実現するに相応しい方を選定す
ることができたと考えています。 

 
今回のプロジェクトでは県と町が行政の垣根を越えて、より大きな視点で見ながら、建築家と県と

町が一丸となって取り組んでほしいと思います。いずれも 500 ㎡と比較的小規模ではありますが、発
注元が別々の建物を、ひとつのチームで作り上げるというのはなかなかない取り組みです。この場所
に新しい風景が生まれ、訪れる人々が自然と２つのビジターセンターの関連性を感じてくれる、そん
な魅力的な施設となることを願っています。 

 
結びに、ご参加いただきましたすべての皆様の今後益々の御発展を祈念いたしまして、本プロポー

ザルの総評と致します。 
 
令和２年７月 26 日 

御嶽山ビジターセンター（仮称）整備事業設計プロポーザル審査委員会 
審査委員⻑ 宮崎 浩 
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御嶽山ビジターセンター（仮称）整備事業設計プロポ―ザル審査委員会 
審査過程 

 
令和２年３月 31 日（火） 審査委員会の設置 

審査委員会を設置、審査委員・オブザーバーの委嘱を行いました。 
【審査委員】 

分 野 氏 名 所属・役職 備 考 
建 築 宮崎 浩 ㈱プランツアソシエイツ 代表 委員⻑ 
建 築 出澤 潔 (公社)⻑野県建築⼠会 名誉会⻑  
建 築 小泉 雅生 ㈲小泉アトリエ パートナー／東京都立大学教授  
環 境 中島 慶二 江⼾川大学国立公園研究所 所⻑  
ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ ⼾⽥ 知佐 オンサイト計画設計事務所 取締役パートナー  

【オブザーバー】 
分 野 氏 名 所属・役職 備 考 

火 山 防 災 及川 輝樹 国立研究開発法人産業技術総合研究所 主任研究員  
木曽町 企画財政課⻑、王滝村 副村⻑ 
⻑野県 危機管理部 危機管理防災課⻑、企画振興部 地域振興課⻑ 

観光部 山岳⾼原観光課⻑、環境部 ⾃然保護課⻑ 
 

令和２年５月７日（木） 第１回審査委員会を開催 
実施日程、実施要領、審査方法についての審議を行いました。 
新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み、書面開催としました。 
 

令和２年５月１８日（月） 設計者募集の公告 
 設計プロポーザルの実施を公告しました。 
 
令和 2 年６月４日（木）〜 現地説明に代わる資料の提供 

令和 2 年 6 月５日（金）に開催を予定していた現地説明会を、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止としたため、県のホームページ上で追加資料の提供を行いました。 
 
令和２年６月２５日（木）〜７月１日（水） 提案書の提出 
 ９２者から提出されました。 
 提案書は審査委員・オブザーバーに送付し、一次審査当日までに各⾃が提案内容や審査書類を事前に
確認しました。 
 
令和２年７月１０日（金） 第２回審査委員会（一次審査）を開催（10:30〜16:30） 
会場：県庁議会棟３階 第１特別会議室 

以下の審査過程を経て、二次審査に参加いただく６者を選考しました。 
 
審査過程 

①第 1 段階審査（92 者→31 者） 
審査会場で再度、全ての提案書を見ながら意見交換を行った上で、審査委員一人あたり最大 20 票

（◎２点：最大 10 票、〇１点：最大 10 票）を持ち票として、投票を行いました。 
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（第１回投票結果） 
得点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 ０点 
事務所数 ２ ２ ４ ９ 13 １ 18 43 

・審議の上、得点が２点以上の 30 者を第 1 段階審査の通過者としました。 
・さらに、残りの 62 者について審査対象とすべき者がいないか、再度意見交換を行い、得点が１

点であった者のうちから１者を第 1 段階審査の通過者に加えました。 
・再度、残りの 61 者について審査対象とすべき者がいないか、意見交換を行いました。 
・上記の審査過程を経て、計 31 者が第１段階審査を通過しました。 

 
②第 2 段階審査（31 者→22 者） 
 各提案書を得点順に並べた上で、1 者ずつ順次見ながら意見交換を行い、第 2 段階審査通過者を選
考しました。 

  
（第１回投票結果（再掲）） 
得点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 ０点 
事務所数 ２ ２ ４ ９ ５ ８ １ 18 43 

・審議の上、まず第１回投票で得点が３点以上の 17 者を、第２段階審査の通過者としました。 
・さらに、残りの 14 者について審査対象とすべき者がいないか、再度、提案書を１者ずつ見なが

ら意見交換を行い、得点が２点であった者のうちから５者を、第２段階審査の通過者としました。 
・再度、残りの９者について審査対象とすべき者がいないか、提案書を１者ずつ見ながら意見交換

を行いました。 
・上記の審査過程を経て、計 22 者が第２段階審査を通過しました。 
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③第 3 段階審査（22 者→11 者） 
各提案書を得点順に並べた上で、1 者ずつ順次見ながら意見交換を行った後、審査委員一人あたり

最大 10 票を持ち票として、2 回目の投票を行いました。 

  
（第２回投票結果） 
得点 ４点 ３点 ２点 １点 ０点 
事務所数 １ ３ ７ ９ ２ 

・審議の上、まず得点が２点以上の 11 者を、第３段階審査の通過者としました。 
・さらに、残りの 11 者について審査対象とすべき者がいないか、再度、提案書を１者ずつ見なが
ら意見交換を行いました。 
・上記の審査過程を経て、計 11 者が第３段階審査を通過しました。 
 

④第 4 段階審査（11 者→６者） 
 各提案書を得点順に並べた上で、1 者ずつ順次見ながら意見交換を行い、提案内容について直接考
え方をヒアリングしたいものを中心に、６者を二次審査参加者に選考しました。 

  
□第 4 段階審査結果（提案書受付順） 

設計者名 所在地 
一級建築⼠事務所 ikmo 東京都 
有限会社マル・アーキテクチャ 東京都 
株式会社 yHa architects 福岡県 
株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都 
株式会社千葉学建築計画事務所 東京都 
株式会社キノアーキテクツ 東京都 
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一次審査講評 
選考された６者について及び一次審査全体を通して、以下のような講評がされました。 
 
①個別講評（提案書受付順） 

（一級建築⼠事務所 ikmo） 
・建物を下段駐車場の奥に配置し、上段駐車場から建物を通りながら下に降りてくるというのが

魅力的。 
・現状の地形に寄り添う形で屋根があり、その屋根が魅力的。 
・動線が⾃然でよい。 
・エレベーターの設置が気になる。 
・里の展示もうまくまとめたら面白そう。 
・主張は強くないが、建築として良くまとまっており、かなり実現性が⾼い提案と思う。 
 
（有限会社マル・アーキテクチャ） 
・山の石積み擁壁と VC のずれがいいスペースになるのかどうか。ある意味⾃由なスペースで解決

できたらとても魅力的になる。 
・中のプランが細かいので施設内部の使い方はよく詰めてほしい。 
・全体の骨格としての在り方で残った提案。 
・里の方は非常に素直な空間構成で、規模としても適正な川との接し方。あまり大きなスペース

ではなく、間を通り抜けていくプランは好感が持てる。 
 
（株式会社 yHa architects） 
・二つの敷地に違う形の屋根を乗せ、違う風景を作っている。 
・山は駐車場から御嶽山の登山口に向かう道、里は道の駅から川床に向かう道。両方とも通り抜

けというところで魅力がある。 
・逆にそのストロングポイントが、山の方では構造的な部分でウィークポイントになる。 
・ストロングポイントとウィークポイントが同居しているが魅力的な建物。 
・この案ではランドスケープはそれほど提案されていないが、建物⾃体がランドスケープ、建物

と地形の関係を良く解いているという意見もあった。 
・足元を比較的堅牢にしている点も、現地の厳しい気象条件を熟知している印象。 

 
（株式会社遠藤克彦建築研究所） 
・里は川への開き方が非常に魅力的。 
・山の屋根のあり方、施設規模に意見があった。スケールについてはヒアリングしてみたい。 
・山はこのパースからは全体像があまり想像できない。実力のある方なのでいろいろ聞きたい。 
・斜材をたくさん使って魅力的な空間になりそうな気がする。 
・ランドスケープはなにか語っているわけではなく、建築がランドスケープタイプ。山は放置す

る期間が⻑く、⼿⼊れできないため、建築がランドスケープは一つの答え。 
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（株式会社千葉学建築計画事務所） 
・屋根のあり方、積雪地で屋根が地盤に着地するという点については意見があった（特に山のビ

ジターセンター）。ただ、もし設計するとなったら、屋根の形は現地を見ながら、プログラムに
沿いながら、くみ取っていくであろうと思われる。 

・プロポーザルのある意味良い点で、計画の考え方で選ぶという観点では可能性のある案だと思
った。 

・木材利用のあり方、積雪地に対する考え方に不安が残るので、そのあたりをヒアリングの際聞
いていきたい。 

・ランドスケープもあまり語られていないので、そのあたりもヒアリングしていきたい。 
 

（株式会社キノアーキテクツ） 
・この提案の山のパースが非常に印象的で、この場所では正しい風景なのではないかと思った。 
・素直な平面で、これも建築そのものがランドスケープを作り出している。 
・展示室周りの芝生広場は、⾼地の環境で成立するかどうか疑問なので、ヒアリングしてみた
い。 
・展示室そのものが見えていないので、そのあたりも聞いてみたい。 
・里は素直に道の駅三岳を引き継いでいる。通り抜けスペースも魅力になると思う。 

 
②一次審査全体を通して 

・選考された６者は、どの提案であってもよい建物ができると思う。あとはヒアリングの際、抱
える課題についてどう答えるか、考えているかで最適候補者が決まるのではと思う。 

・山というものをきちんと知ったうえで、設計してほしいと思う。維持管理、メンテナンス等。 
・難しい施設だと思う。登山者以外もその場所に来たくなる施設になってほしい。⾃然公園に魅

力的な施設があるものは、日本ではまだない。ここは、環境を保全する、使いながら発展してい
く場所・施設であってほしい。そういうことを考えてくれる人であってほしい。 

・展示計画と建物計画は必ずリンクする。展示計画と総合的に評価するべきと思うだが、今回は
それができないので難しい。そういう意味では⾃由度の⾼い提案が良いのではと思う。 

・火山防災機能をどうししていくか。そういった機能を組み込める提案を評価したい。 
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令和２年７月２６日（日） 第３回審査委員会（二次審査）を開催（12:45〜19:15） 
会場：⻑野市生涯学習センターTOiGO（トイーゴ）４階 大学習室２・３ 
 

①公開プレゼンテーション １２時４５分〜１４時５０分 
対象の６者による公開プレゼンテーション（各１５分）を実施しました。プレゼンテーションの様

子は YouTube にてライブ配信を行いました。 

  
②公開インタビュー    １５時０５分〜１６時５０分 

審査委員による対象６者同時インタビューを実施しました。インタビューの様子は YouTube にて
ライブ配信を行いました。 

  
③審議 １６時３５分〜１８時４０分 

各者の提案及びプレゼンテーション・インタビューの内容についての意見交換をし、最適候補者
及び次点者を選考しました。 

選考にあたっては、最適候補者決める投票を２回、次点者を決める投票を１回行いました。 
 
□二次審査選考結果（６者から最適候補者と次点者を選考） 
区分 設計者名 
最適候補者 株式会社 yHa architects 
次点者 株式会社千葉学建築計画事務所 

 
④結果発表 １８時４５分 

宮崎浩委員⻑から結果発表と講評を行いました。また、審査委員及びオブザーバーからも審査全
体を通しての講評を行いました。結果発表の様子は YouTube にてライブ配信を行いました。 
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御嶽山ビジターセンター（仮称）整備事業設計プロポーザル 
二次審査 講評 

 
（委員⻑講評） 

一次審査では９２者の応募がありました。1 回目で 31 者、２回目で 22 者、３回目で 11 者と３回審
査をしながら絞り込みをしました。二次審査に進むのは５点程度ということでしたが、最終的には６者
選ばせていただき、本日お話を聞かせていただきました。 
 

まず、最適候補者は yHa architects です。 
山岳建築のあり方を設計者自身がしっかりと理解しており、山に対する強い思い入れを感じる提案で

す。そして、それ以上に山エリア・里エリアとも設計の骨格がはっきりしている点で高く評価されまし
た。 

山エリアについては、シンプルで単純な平面ですが、平面そのものがよく考えられています。一方で
赤い屋根の視認性に触れながら、非常時の情報が建物内部でしか見えない計画については少し不安だと
いう意見もありました。材料等もよく検討されているのがこの案の良いところですが、少しその点にこ
だわりすぎているようにも思えるので、そのあたりはもう一度柔軟に検討してほしいと思います。 

里エリアについても、山エリアと同じ平面構成で計画し、建築と川との関係は魅力的になっています
が、もう少し道の駅三岳との関係を模索してほしいと思います。新しく作るビジターセンターだけが独
り勝ちしてもしようがないので、道の駅三岳と一緒に新しい魅力的なスペースを作り出してください。 

同じ赤い屋根の建築ですが、山エリアと里エリアで違った風景・空間を作り出しているのが非常に魅
力的な提案でした。 

一方で、山岳建築を含め色々とよく知っているだけに、頭の中がその方向に行きすぎないでほしいと
思います。今後、色々な関係者と打合せをしながら、山の施設、里の施設合わせた新しい風景を探し出
してください。 

 
次に、次点者は千葉学建築計画事務所です。 
山エリアも里エリアも非常に魅力的な提案です。最も審査委員会で話題になったのは山の屋根のあり

方、ルーフスケープでした。これについては賛否両論で、全く意見が分かれました。しかし、国立公園
内で単調になりがちな建築の姿として、また、山のビジターセンターの新しい形として、十分ありえる
のではないかと思います。特に、ルーフ下の空間は内部のような外部のような、非常に魅力的な空間と
なっています。インタビューの際は山エリアに話が集中しましたが、里エリアについても川から見たパ
ースが新しい風景を作っています。次点ではありましたが、評価の高い案でした。 
 

以降はその他の二次審査参加者の方についてです。受付順に申し上げます。 
 
まずは一級建築士事務所 ikmo の提案についてです。 
設計者の人柄と建築に対する思い入れを感じる提案であり、山エリアも里エリアもどちらも非常に魅

力的でした。特に里エリアについてインタビューをしている時に、広場の話や人との関わりあいといっ
たことへの関心が感じられ、そこから建築に対する想いが伝わりました。大きな家のような、施設とし
て肩肘張らない設計で本当にやさしい建築であり、今後とも挑戦を続けてほしいと思います。設計チー
ム全員が直接参加して作っていることをひしひしと感じる、印象に残る提案でした。 
 

次にマル・アーキテクチャの提案についてです。 
山エリアは、ランドスケープや敷地の捉え方について最も評価を得ました。一方で、上段駐車場の擁

壁と建物の間の隙間空間は、プラスになるかマイナスになるか非常に微妙な点だと思います。南の敷地
が上がっており、夏場であっても常に暗い空間になるのではという点が心配されました。また、駐車場
から１階に降りて建物に入るというアプローチも、敷地のレベル差を活かしきれていない印象がありま
した。里エリアについては、平面プランを含めて優しい建築になっており、道の駅三岳に対しても非常
に素直に接続している魅力的な提案です。 
  



8 
 

 
次に遠藤克彦建築研究所の提案についてです。 
設備・環境に対して真正面に取り組んでおり、一番ストレートに解いていた提案でした。構造計画も

明快で、工期の問題等含めてかなり詰めた案であり、かつ、それがマイナス方向に働くことなく、デザ
イン性も実力も伝わってくる提案になっており、高く評価されました。一方で、インタビューの際には、
今後もしも設計するなら屋根の形や大きさについては再検討するとの話もありましたが、やはりスケー
ルが大きすぎる点に不安が残るという意見が多数を占めました。 
 

最後にキノアーキテクツの提案についてです。 
山エリアについては、御嶽山の稜線と反対の屋根勾配が、逆に山の稜線の美しさを際立たせている魅

力的な提案です。また、１階のＦＬが少し浮いているという点も敷地にあった断面計画で非常に興味深
いです。一方で、丸い展示空間の考え方については、若干明快さが足りなかったと思います。里エリア
については、王滝川との関係がストレートでよいのですが、道の駅三岳に対しては少し閉じてしまって
いる点が指摘されました。 
 

以上、委員⻑講評とさせていただきます。 
 
（審査委員・オブザーバー講評） 
・それぞれ新しい提案をしていただきました。今後とも努力を続けてください。県と町とよく協議しな

がら、地元の方のために素晴らしい建築を作ってください。 
 
・コロナ渦で大変な時期に短期間で２つの施設の提案ということで大変なご苦労であったと思います。

最適候補者の yHa architects さんは限られた言語で新しい風景を作り出そうという姿勢・意欲を評価
しました。次点者の千葉学建築計画事務所さんはルーフスケープが非常に魅力的ですが、積雪地で、
地盤面が２つあるような場所で、屋根が接地するというその意義が少し引っ掛かかりました。最後ま
で競ったキノアーキテクツさんは、なぜ丸い展示室なのかについて、風景の中の答えとしてあればよ
かったと思います。 

 
・最初の投票は完全にばらけました。みなさんそんなに変わりませんでした。議論をしていくうえで絞

り込んでいった形です。今日集まっていただいた６者の評価はそんなに変わらない、微妙な差であっ
たと思います。 

 
・一次審査のときから、大きな敷地のマスタープランを描いていたり、建築がランドスケープという考

え方をしていたり、広場という考え方をしていたり、みなさんいろいろなアプローチをしてください
ました。個人的にランドスケープは良いが建築が…とすごく悩んだものもたくさんありました。今日
の６者はどれができても、県も町も困らない良い案だと思います。最適候補者の yHa architects さん
に一つお伝えすると、ランドスケープも建築も土木も目指すものは同じです。ただ全くアプロ―チは
違います。もう少し一皮むけてもらえると、デザインを考えるうえでもっといろんな見方やもっと面
白いことがたくさん生まれるのではないかと思います。最初に提案をみたときに、山を登って上から
あの赤い屋根が見えたら綺麗だろうなという印象がすごく強かったです。ただ、まだきめ細かくみて
もらいたいというのが正直なところですし、それができる方だと思います。短い設計期間、短い工期、
２つの施設と重いプロジェクトとは思いますが、ぜひ良い建築、良いランドスケープを作り出してく
ださい。 

 
・63 名もの死者行方不明者を出した悲しい噴火災害がきっかけで、これらビジターセンターの計画が始

まりましたが、その一方、御嶽山は、多くの信者を抱えた宗教登山が盛んな山であり、非常に親しま
れている山でもあります。その御嶽山に皆さん真摯に向き合ってくださいました。これを機に縁がで
きた方たちですから、選定されなかった皆様も、どうか御嶽山のことは嫌いにならずに、その縁を大
切にしていただきたいと思います。 


