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JIA東北建築大賞
2022

応募要項
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主旨
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応募資格
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応募対象

主催：公益社団法人 日本建築家協会 (JIA) 東北支部

本賞は、東北６県に造られた一般建築（専用住宅・戸建住宅・店舗 ( 事務所 ) 併用住宅（住宅面積が 1/2 以上の場合）・マンション等の個室のリノベーシ
ョン以外の建築）を対象とし、デザイン・性能・工法等において、東北の景観と環境に根ざした優れた建築を生み出した設計者と施主・施工者に対して贈
る賞です。公益社団法人日本建築家協会東北支部では、東北における空間の質及びデザインの向上に貢献するべく本賞を創設しており、JIA 会員資格を問
わず広く、新築または改修した建築作品を募集します。

○応募資格

応募者は、応募作品の主たる設計者（製作者・主宰者）とし、
資格や会員種別を問いません。

①専用住宅・戸建住宅・店舗 ( 事務所 ) 併用住宅（住宅面積が 1/2 以上
の場合）・マンション等の個室のリノベーション以外の一般建築とする。
但し、長屋を含む集合住宅は応募対象とする。
建築にまつわる家具などのプロダクト作品、まちづくり活動など。
②東北 6 県で造られるか、実行されたもの。
③最近 6 年以内（2016 年 1 月から 2021 年 12 月まで）に完成または
実行したもの。
④現地審査（施主ヒアリング）やそれに代わる実証が可能な作品。
⑤過去に何がしかの賞を受賞した作品も応募可能です。
⑥審査員の関与した作品は応募できません。
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応募登録方法と受付期間

応募を希望する方は、応募登録書に必要事項を記入し、応募料の振込明細
票のコピーを同封の上 JIA 東北支部事務局に郵送または FAXしてください。
①応募登録書
当支部 HP より応募登録書をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
URL http://www.jia-tohoku.org/
②応募登録料
1 応募につき、2 万円を下記口座にお振込みください。
（手数料は各自ご負担下さい。）
振込先 七十七銀行 県庁支店
普通預金 口座番号 ９１０８２７１
口座名 公益社団法人 日本建築家協会東北支部
③応募登録先
公益社団法人 日本建築家協会東北支部事務局
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 4-1-1
オークツリー一番町4F
TEL 022-225-1120 FAX 022-213-2077
④応募登録受付期間 2022 年 9 月 1 日
（木 ) 〜 10 月 31 日
（月）
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応募作品の提出と提出期限
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審査員

応募者は、以下の 4 点を JIA 東北支部事務局（応募登録先に同じ）まで提
出してください。
①応募作品（以下■の内容を A1 縦使い 1 枚にまとめ、パネル化したもの）
■建物概要、設計主旨 1000 字以内
■図面 （配置図・平面図・断面図）縮尺自由
■写真
②現地案内図の印刷したもの
③検査済証の写しを印刷したもの（建築主事の確認を要する建築物の場合）
④CD-R以下◆のデータが収められたもの
◆①のパネルと同じ内容を A4 相当にまとめた画像データ（.jpg 形式、5MB まで）
◆①のパネルに盛り込まれた設計主旨のテキストファイルデータ
◆現地案内図の pdf ファイル
◆検査済証の pdf ファイル
※応募作品提出期限：2022 年 11 月 15 日（火）必着

○審査員長
○審査員

後援

山本 理顕 氏（東京藝術大学 客員教授・建築家）

西方 里見 氏（（有）西方設計・建築家 ）
六本木 久志

国土交通省東北地方整備局
宮城県
仙台市
（一社）
日本建築学会東北支部
（一社）青森県建築士会

氏（ 建築舎・アトリエ R・建築家 ）

（一社）秋田県建築士会
（一社）岩手県建築士会
（一社）宮城県建築士会
（一社）山形県建築士会
（公社）福島県建築士会

（一社）青森県建築士事務所協会
（一社）秋田県建築士事務所協会
（一社）岩手県建築士事務所協会
（一社）宮城県建築士事務所協会
（一社）山形県建築士事務所協会
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審査方法

①第一次審査：書類審査
2022 年 11 月 30 日（水） 13:00 〜 17:00
応募作品データを A4 版にプリントアウトしたものと、jpg データを
スクリーンに投影した画像を見ながら 18 作品に絞り込む。（非公開）
於：JIA 東北支部事務局
仙台市青葉区一番町 4-1-1 オークツリー一番町 4F TEL 022-225-1120
②第二次審査：Zoom 公開審査
2022 年 12 月 10 日（土） 11:30 〜 17:00
会場内の壁には出品パネルを掲示し、スクリーンに作品パネル（画像）
と Zoom 画面を投影し、プレゼンテーション・質疑応答を行う。
於：JIA 東北支部事務局
仙台市青葉区一番町 4-1-1 オークツリー一番町 4F TEL 022-225-1120
③第三次審査：現地審査
2023 年 3 月（実施予定、応募者及び施主、関係者ヒアリング）
※各賞は現地審査終了後の最終審査会で決定、その後、当支部 HP にて
公表予定。
※各審査結果は応募者に直接通知します。
※応募者は審査結果について異議を申し立てることはできません。
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表彰
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応募作品の取扱い

・大賞１作品、および優秀賞・建築賞（若干作品）を表彰します。
・入賞者に対し賞状を贈ります。大賞には加えて記念品（銘板）を贈ります。
・表彰式は、2023 年 5 月に開催予定の JIA 東北支部建築家フォーラム
の席上で行います。
・受賞作品に法令違反等が発覚した場合は、それを取り消します。

・応募作品の公表及び出版の権限は主催者が保有します。
・入賞作品は本会 HP で公開します。
・応募作品は応募者の希望により、着払いで返却します。
（入賞作品は返却しません。）
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スケジュール

①応募登録期間
2022 年 9 月 1 日（木）〜 10 月 31 日（月）17 時
②作品提出期限
2022 年 11 月 15 日（火）17 時
③第一次審査会（オンライン非公開）
2022 年 11 月 30 日（水）
④第二次審査会（オンライン公開審査） 2022 年 12 月 10 日（土）
⑤第三次審査会（現地審査）
2023 年 3 月上旬
⑥審査結果通知
第三次審査会終了後
⑦表彰
2023 年 5 月 19 日（金）
（JIA 東北支部 2023 年度通常総会後建築家ﾌｫｰﾗﾑにて）
※新型コロナウイルス感染拡大により、急遽中止になる場合がございます。
また現地審査は ICT を活用した審査になる可能性があります。

お問い合わせ
公益社団法人 日本建築協会東北支部事務局
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-1-1 オークツリー一番町4F
HP : http://www.jia-tohoku.org/
TEL : 022-225-1120 FAX : 022-213-2077

（一社）福島県建築士事務所協会

日刊建設通信新聞東北支社
日刊建設工業新聞社東北支社
東奥日報社
秋田魁新報社

岩手日報社
山形新聞・山形放送
福島民報社
福島民友新聞社

建設新聞社

