
第 13 回 JIA 東北住宅大賞 2019 第 2 次公開審査会 
開催日時：2019 年１０月１７日（木）（開場１２：３０）１３：００開会  入場無料 

会場：青森県弘前市 弘前文化センター 大会議室       青森県弘前市大字下白銀町 19-4  電話：0172-33-6571 

■審査員プロフィール                                               （敬称略） 
審査員長 審査員 

飯田 善彦 
（いいだ よしひこ） 

飯田善彦建築工房代表取締役。 

 

1950 年生まれ 

1973 年横浜国立大学工学部建築学科卒業 

計画・設計工房（谷口吉生＋髙宮眞介）、 

建築計画（元倉真琴と共同主宰） 

1986 年飯田善彦建築工房 

2007-2012 年横浜国立大学大学院建築都市スクール Y-GSA 教授 

 

主な作品に「川上村林業センター森の交流館」「名古屋大学野依記念物

質科学研究館・学術交流館」「沖縄県看護研修センター」「龍谷大学深草

キャンパス和顔館」「京都府立京都学・歴彩館」等。日本建築学会作品

賞・日本建築学会教育賞・環境建築賞最優秀賞・BCS 賞・京都建築賞な

ど受賞多数。 

渡邉 研司 
（わたなべ けんじ） 

1961 年生まれ。 
1987 年日本大学大学院修了。 

芦原建築設計研究所入所。 
1993 年同研究所退職 
1995 年ＡＡスクール大学院建築史・建築論 

コース修了。ＡＡ Graduate Diploma 取得。 
1997 年文化庁芸術家派遣在外研修員（2 年間） 
1998 年 AA スクール大学院リサーチコース修了 
1999-2004 年 一級建築士事務所 連健夫建築研究室勤務 
2000 年イギリス近代建築運動についての論文で東京大学より博士（工学） 
2005 年東海大学工学部建築学科助教授に就任。 
2011 年から同教授。明治大学大学院非常勤講師 
2018 年 10 月から一般社団法人 DOCOMOMO Japan 代表 
 
著書 図説ロンドン 都市と建築の歴史、ふくろうの本シリーズ、河出書房新社、
2009 年７月  論文はデザインだ！ 彰国社、2008 年 4 月 大川三雄共著、
DOCOMOMO 選モダニズム建築 100+α、 
翻訳書としてオーヴ・アラップ 20 世紀のマスタービルダー、東海大学出版部、
2017 年など他多数。  

 

◆当日スケジュール◆ １２：３０開場 １３：００開会 １３：１５審査開始 建築部門・住宅部門 設計者ﾋｱﾘﾝｸﾞ６分（発表３分+質疑３分） 
<途中休憩をはさみます>  １７：４５審査結果発表・3 次審査進出作品選出   １８：００閉会 
 

■応募作品リスト （作品ヒアリング順 応募パネルタイトル５０音順） 

建築部門 <A> 住宅部門 <H> 

 作品名 設計者 勤務先 所在地  作品名 設計者 勤務先 所在地 

A 1 秋田市新屋ガラス工房 池田 匠 
（株）渡辺佐文建築設計事務
所 

秋田 H 1 アオアクア 菊田町 
吉田 和人 
佐藤 太一 

（株）建築工房ＤＡＤＡ 宮城 

A 2 
秋田内陸縦貫鉄道 阿仁合駅 
駅舎改修Ｐｒｏｊｅｃｔ 

高橋 理徳子 
菅澤 容子 
小杉 栄次郎 
納谷 学 
納谷 新 

高橋・コード・納谷設計共同体 
高橋リエ子建築設計事務所 
一級建築士事務所  
コードアーキテクツ 
納谷建築設計事務所 

秋田 H 2 梅田川沿いの鳩舎 佐藤 充 一級建築士事務所 ＳＡＴＯ＋ 宮城 

A 3 菊池眼科 松山 将勝 （株）松山建築設計室 福島 H 3 大きな地形を背負う環境住宅 
手島 浩之 
花沢 淳 

都市建築設計集団／ＵＡＰＰ 宮城 

A 4 くりでんミュージアム 氏家 清一 （株）氏家建築設計事務所 宮城 H 4 貝ヶ森の家 
松本 純一郎 
小原 麻未 

（株）松本純一郎設計事務所 宮城 

A 5 酒蔵リノベーション オフィス 岩堀 未来 岩堀未来建築設計事務所 福島 H 5 「角田の家」 佐々木 文彦 （有）ササキ設計 宮城 

A 6 天正坦のアトリエ 阿部 直人 (有)阿部直人建築研究所 福島 H 6 
家具付きワンルームアパートの
改修－2 色の部屋／奥行のある
部屋 

小川 泰輝 
錦織 真也 

合同会社  
小川錦織一級建築士事務所 

宮城 

A 7 内部空間へ写し取られた外壁 
小川 泰輝 
錦織 真也 

合同会社  
小川錦織一級建築士事務所 

宮城 H 7 川内の家 佐久間 宏一 （株）エア コーポレーション 福島 

A 8 半勝陶器店 勝義窯 前原 尚貴 前原尚貴建築設計事務所 福島 H 8 川をのぞむ家 
櫻井 一弥 
太田 秀俊 
安田 直民 

SOYsource 建築設計事務所 青森 

A 9 ＋Ｃ 
福士 譲 
福士 美奈子 
小林 繁明 

フクシアンドフクシ建築事務所 青森 H 9 北のちいさないえ 井上 貴詞 井上貴詞建築設計事務所 山形 

A10 
松島パノラマハウス 
（復興まちづくり支援施設） 

松本 純一郎 
吉田 充 
提橋 麻紀 

（株）松本純一郎設計事務所 宮城 H10 狭小地の光の家 松浦 良博 松浦一級建築設計事務所 青森 

A11 Ｍｉｒｉｚ 菊池 佳晴 菊池佳晴建築設計事務所 宮城 H11 ＣＯＹＡ 板垣 正朋 板垣建築設計事務所 山形 

A12 
みんなの交流館  
ならは CANvas 

手島 浩之 
花沢 淳 
真田 菜正 
相澤 啓太 

都市建築設計集団／ＵＡＰＰ 福島 H12 自邸アトリエ 川上 謙 
LIFE RECORD 
ARCHITECTS 

宮城 

A13 野村モーターズ 安達 揚一 ＳＰＡＺＩＯ建築設計事務所 宮城 H13 Ｃｅｎｔｒａｌ ｗｅｌｌｈｏｌｅ 渡辺 恭兵 （株）建築工房ＤＡＤＡ 岩手 

A14 
『森さい生医院』 
「古民家移築再生の診療所」 

佐々木 文彦 （有）ササキ設計 宮城 H14 ｈｏｕｓｅ ＭＭ 
古川 晋也 
門間 香奈子 

モカアーキテクツ 福島 

 

主催：公益社団法人 日本建築家協会東北支部    
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 4-1-1 仙台セントラルビル 4F  

TEL022-225-1120  FAX022-213-2077   
E-Mail：shibu@jia-tohoku.org  URL http://www.jia-tohoku.org/ 

H15 畑と家 荒内 要 荒内要建築設計事務所 青森 

 H16 茂庭の家 大角 雄三 大角雄三設計室 宮城 

 H17 森の家 井上 貴詞 井上貴詞建築設計事務所 山形 

 H18 雪間暮 瀬野 和広 瀬野和広+設計アトリエ 山形 

 
 

 


