
第 1 回 JIA 東北建築大賞 2020 第１次審査会 
開催日時：2020 年１１月２３日（月・祝）１１：００～１７：２０（開場 10：30）  

会場：せんだいメディアテーク１Ｆ オープンスクエア 〒980-0821 仙台市青葉区春日町 2-1 TEL022-713-3171 
 

＜スケジュール＞ 
１１：００ 開会 主催者挨拶・審査員紹介・審査説明   公開ﾋｱﾘﾝｸﾞ @発表 3 分・質疑応答 2 分 計 5 分×46 作品 
１１：２０-１２：１０審査・公開ﾋｱﾘﾝｸﾞＡｸﾞﾙｰﾌﾟ（10 作品）． １２：２５-１３：１５審査・公開ﾋｱﾘﾝｸﾞＢｸﾞﾙｰﾌﾟ（10 作品）． １３：３０-１４：１５審査・公開ﾋｱﾘﾝｸﾞＣｸﾞﾙｰﾌﾟ（ 9 作品）．  
１４：３０-１５：１５審査・公開ﾋｱﾘﾝｸﾞＤｸﾞﾙｰﾌﾟ（ 9 作品）． １５：３０-１６：１０審査・公開ﾋｱﾘﾝｸﾞＥｸﾞﾙｰﾌﾟ（ 8 作品）． ※発表ｸﾞﾙｰﾌﾟ間 休憩：15 分（会場・備品などの消毒ﾀｲﾑ） 
１６：３０-１７：００公開審査・ﾎﾟｲﾝﾄ集計．           １７：００-１７：１５審査結果発表 審査員講評．       １７：２０ 閉会（予定） 

■審査員プロフィール 

審査員長 審査員                                   

山本 理顕 

（やまもと りけん）  

1968 年 日本大学理工学部建築学科卒業 
1971 年 東京芸術大学大学院美術研究科  

建築専攻修了  
1973 年 株式会社山本理顕設計工場 設立 
2002 年 工学院大学 教授（-2007 年） 
2007 年 横浜国立大学大学院 教授 (-2011 年) 
2018 年 名古屋造形大学 学長 
 
主な作品に、埼玉県立大学、公立はこだて未来大学、 

東雲キャナルコート CODAN、横須賀美術館、福生市庁舎、 

横浜市立子安小学校など。チューリッヒ、天津、北京、 

ソウルなどでも複合施設、公共建築、集合住宅を手掛ける。 

88、02 年日本建築学会賞作品賞、98 年毎日芸術賞、00 年日本芸術院賞など受賞多数。 

主な著書に、『新編 住居論』（平凡社ライブラリー）、『地域社会圏主義』（LIXIL 出版・共著） 

『権力の空間／空間の権力』（講談社選書メチエ）、『脱住宅』(平凡社・共著) など。 

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。 

■応募作品リスト（作品ヒアリング順） 

  作品名 設計者 勤務先   作品名 設計者 勤務先 

Ａ 

01 アールペイザンワイナリー 
粕谷 淳司 

粕谷 奈緒子 

カスヤアーキテクツオフィス 
一級建築士事務所 

Ｃ 

24 
七ヶ浜町代ヶ崎浜災害公営住宅＋ 
地区避難所＋防災集団移転地計画 

松本 純一郎 株式会社 松本純一郎設計事務所 
吉田 充 株式会社 松本純一郎設計事務所 
手島 浩之 有限会社 都市建築設計集団 

02 会津美里町役場庁舎及び 
複合文化施設（じげんプラザ） 

清水 公夫 株式会社 清水公夫研究所 25 ショウナイホテル スイデンテラス 坂 茂 株式会社 坂茂建築設計 

03 ＡＯＭＯＲＩ ＳＴＡＲＴＵＰ ＣＥＮＴＥＲ 
福士 譲 フクシアンドフクシ建築事務所 

26 須賀川市庁舎 
鳴海 雅人 株式会社 佐藤総合計画 

福士 美奈子 フクシアンドフクシ建築事務所 飯柴 耕一 株式会社 佐藤総合計画 
小林 繁明 フクシアンドフクシ建築事務所 高橋 英雄 株式会社 佐藤総合計画 

04 青森県庁舎耐震・長寿命化改修 清水 聡 株式会社 日建設計 27 須賀川市民交流センター tette 
佐藤 維 株式会社 石本建築事務所 
十河 一樹 株式会社 石本建築事務所 
畝森 泰行 株式会社 畝森泰行建築設計事務所 

05 石巻赤十字病院 米澤 浩二 株式会社 日建設計 28 
税理士法人  
あさひ会計 セミナー棟 

古谷 誠章 有限会社 ナスカ 

06 青森港国際クルーズターミナル 蟻塚 学 蟻塚学建築設計事務所 29 
仙台市原町本通りまちなみ博物館構想 
-伝統的建築を活かして-活動の10年 

安井 妙子 安井妙子あとりえ 

07 秋田市庁舎 成田 治 株式会社 日本設計 

Ｄ 

30 多機能型小さき群の里事業所 松井 正澄 株式会社  アトリエトド 

08 
石巻市北上町にっこり団地に 
おけるまちづくり支援活動 

手島 浩之 有限会社 都市建築設計集団 

31 NARAHA SKY ARENA 田村 翔 株式会社  山下設計 東北支社 
渡邉 宏 株式会社 関・空間設計 
齊藤 彰 工作室 齊藤彰一級建築士事務所 
遠藤 博明 東京都特別区職員  （元）北上復興応援隊 

内山 隆弘 東北大学 

09 稲川まちづくりセンター 
梶浦 暁 株式会社 梶浦暁建築設計事務所 

32 認定こども園 なこそ幼稚園 川島 真由美 株式会社 川島真由美建築デザイン 
佐渡 豊 株式会社 梶浦暁建築設計事務所 

10 いわきワイナリー ガーデンテラス 
新妻 邦仁 有限会社 ハコプラスデザイン 

33 ハナマチテラス 井上 貴詞 株式会社 井上貴詞建築設計事務所 
新妻 多恵子 有限会社 ハコプラスデザイン 

Ｂ 

11 裏磐梯のホテル－ホテリ・アアルト 益子 義弘 益子アトリエ 一級建築士事務所 34 東松島市立宮野森小学校 

工藤 和美 シーラカンスケイアンドエイチ株式会社 
堀場 弘 シーラカンスケイアンドエイチ株式会社 
菅野 龍 シーラカンスケイアンドエイチ株式会社 
栗原 憲昭 株式会社 盛総合設計 
風見 正三 宮城大学 

12 大沼林産工業株式会社 社屋 菊地 進 有限会社 菊地設計 35 山元町役場 

赤松 佳珠子 株式会社 シーラカンスアンドアソシエイツ 
大村 真也 株式会社 シーラカンスアンドアソシエイツ 
小嶋 一浩 株式会社 シーラカンスアンドアソシエイツ 
安田 直民 有限会社 SOY source建築設計事務所 

13 ＩＧＯＯＮＥ ＡＲＡＩ 前田 圭介 株式会社 ＵＩＤ 36 福島ロボットテストフィールド研究棟 堀 啓二 山本堀・ＵＲ リンケージ設計共同体 

14 大船渡消防署住田分署 
安原 幹 株式会社 SALHAUS 

37 南相馬市 小高交流センター 堀 啓二 山本堀・ＵＲ リンケージ設計共同体 栃澤 麻利 株式会社 SALHAUS 
日野 雅司 株式会社 SALHAUS 

15 陸前高田市立高田東中学校 
日野 雅司 株式会社 SALHAUS 

38 ホテルフォルクローロ三陸釜石 渡邉 尚美 仙建工業株式会社 栃澤 麻利 株式会社 SALHAUS 
安原 幹 株式会社 SALHAUS 

16 
学校法人堀内学園幼保連携型 
認定こども園 菜根こども園 辺見 美津男 有限会社 辺見設計 

Ｅ 

39 
まちのお菓子屋  
-甘崎屋店舗併用住宅- 

布施 剛臣 布施剛臣建築設計事務所 

17 東白川郡森林組合事務所 邉見 啓明 有限会社 辺見設計 40 ＭＡＸ設計新社屋 
鈴木弘二 

佐藤 光彦 

株式会社 鈴木弘人設計事務所 
日本大学 理工学部 建築学科  
佐藤光彦研究室 

18 葛尾村復興交流館 「あぜりあ」 

滑田 崇志 

芳賀沼 整 

浦部 智義  

株式会社 はりゅうウッドスタジオ 

株式会社 はりゅうウッドスタジオ 

日本大学 工学部 

41 
南三陸町役場庁舎／ 
歌津総合支所・歌津公民館 

新谷 泰規 株式会社 久米設計 
五十嵐 学 株式会社 久米設計 東北支社 
藤木 俊大 ピークスタジオ一級建築士事務所 
小澤 祐二  

19 
釜石市の復興公営住宅 
（大町復興住宅1号、天神復興住宅） 

千葉 学 株式会社 千葉学建築計画事務所 42 もものうらビレッジ 

貝島 桃代 アトリエ・ワン 
塚本 由晴 アトリエ・ワン 
玉井 洋一 アトリエ・ワン 
家成 俊勝 ドットアーキテクツ 
赤代 武志 ドットアーキテクツ 
土井 亘 ドットアーキテクツ 
佐藤 布武 Satokura architects 
大倉 健 Satokura architects 

20 
釜石市立唐丹小学校・ 
釜石市立唐丹中学校・ 
釜石市唐丹児童館 

乾久美子建築設計事務所・ 
東京建設コンサルタント釜石市 
唐丹地区学校等建設工事 
設計業務特定設計共同体 

有限会社  
乾久美子建築設計事務所 
株式会社 東京コンサルタント 

43 
玄孫  -都市の狭間へ移築再生   
刻をつなぐ小さな蔵- 

大角 雄三 一級建築士事務所 大角雄三設計室 

Ｃ 

21 酒田市斎場 

針生 承一 

小山 惠子 

齋藤 優晴 

ＳＨＡＡ設計共同体  
針生承一建築研究所  
一級建築士事務所 童夢  
齋藤優晴設計事務所 

44 ヤマキウ南倉庫 

納谷 学 納谷建築設計事務所 
納谷 新 納谷建築設計事務所 
小野 琢也 株式会社 See Visions 
舘岡 恒人 株式会社 長谷駒組一級建築士事務所 

22 「3.11からの試み」 
中外機工株式会社 本社社屋 

白鳥 誠 有限会社 白鳥・アソシエイツ 45 矢祭町立矢祭小学校 益子 一彦 株式会社 三上建築事務所 

23 しおさい 石塚 悟 株式会社 小畑設計事務所 46 レーベン米沢 THE MID SQUARE 早坂 寛志 株式会社 創建設計 

        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/ 


