
【建築CPD認定6単位】 

第 30 回東北建築作品発表会 発表作品

⽇時：2019 年 10 ⽉ 5 ⽇（⼟）10：00〜17：00（開場 9：30）
会場：せんだいメディアテーク 7 階スタジオシアター 

(仙台市⻘葉区春⽇町 2-1) 
⼊場：無料 
主催：⼀般社団法⼈ ⽇本建築学会東北⽀部 TEL 022-265-3404

東北建築作品発表会は東北地⽅におけるすぐれた建築活動を広く⼈々に知っていただくとともに、それを記録し、 
設計者および建築関係者の相互の研鑽の場とし、もって東北地⽅の建築にとっての共通課題の探求にあたることを 
⽬的としております。また、第 30 回東北建築作品発表会で発表された作品は、第 40 回東北建築賞の候補作品と 
なっており、第 1 次審査をかねております。

＜発表①＞  

【小規模建築物部門】 
発表予定時間 

1. ハウス グッパル 10：05～10：15 

（bandao一級建築士事務所 ◎上野達郎、㈱シェルター 渡辺卓也、 ㈱タカハシ建設工業） 

2. 名取ひよこ園 10：16～10：26 

（石森建築設計事務所 ◎石森史寛 佐藤まどか、RGB STRUCTURE、T.E.P、皆成建設㈱） 
10：27～10：37 

3. 擁壁上の住処

（Ginga architects ◎武田幸司、MAF 一級建築士事務所 皆本建築工房 皆本 功、

㈱T-plan） 10：38～10：48 

4. 肴町にある平屋

（大類真光建築設計事務所 ◎大類真光、古民家ライフ㈱ 高木孝治）
10：49～10：59 

5. 湯守の旅籠

（井上貴詞建築設計事務所 ◎井上貴詞、山形建設㈱）

=== 休憩 === 

＜発表②＞ 

【一般建築物部門】 

6. サービス付き高齢者向け住宅 ほっこり家 11：10～11：20 

（東京大学 大月敏雄、㈱DOG 一級建築士事務所 ◎齋藤隆太郎、㈲佐藤設計 佐藤晴男、 

長谷川建設、旭電気） 

7. 釜石市民ホール 11：21～11：31 

（㈲エーエーティープラスヨコミゾマコト建築設計事務所 ◎ヨコミゾ マコト 押木加菜

伊藤 幹、オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 金田充弘 

徳渕正毅 櫻井克哉、荻原廣高 橋田和弘 久木宏紀、戸田建設・山崎建設特定共同企業体） 

8. 福島白河第一データセンター5号棟 11：32～11：42 

（㈱日本設計 ◎岩橋祐之 ◎鈴木悠生、池田隼人 小林晃子、栩木 学 堀場容平

高木昭博、㈱竹中工務店、㈱きんでん、新日本空調㈱） 

9. 東松島市火葬場 11：43～11：53 

（㈱関･空間設計 渡邉 宏 江田紳輔 斎藤拓也 ◎雨宮雅明 齊藤善宏 小阪雄二 

㈱関・空間設計（元所員） 小澤洋一、㈱ゴウ構造 細山由一、㈱E.I.S.設備計画 吉田 渉 

高橋和弘、仙建工業㈱、協和産業、山下設備工業、富士建設工業） 



10. 長沼ボート場クラブハウス 11：54～12：04 

（㈱関・空間設計 渡邉 宏 江田紳輔 ◎犬飼崇典、大村 勇、㈱関・空間設計

（元所員）秋月孝文、佐藤俊文、小澤洋一、㈲山辺構造設計事務所 櫻井俊介、㈱E.I.S.

設備計画 高橋和弘 吉田 渉、㈱渡辺土建、㈱菅慶、久光電気㈱、㈱イシケン） 

11. 南会津町庁舎 12：05～12：15 

（㈱青島裕之建築設計室 ◎青島裕之 ㈱青島裕之建築設計室（～2018 年）宮司典弘、

㈲後藤構造設計事務所 後藤俊三、㈱システムプランニングコーポレーション 鎌形亜土、

東邦･大桃･金子特定建設工事共同企業体、和泉･阿部･カヅミ特定建設工事共同企体、 

会津ガス･保科管工業特定建設工事共同企業体、㈱光和設備工業所 田島営業所） 

=== お昼休憩 === 
13：15～13：25 

＜発表③＞ 

12. 道の駅 伊達の郷りょうぜん
（㈱中山建築研究所 ◎中山武徳、㈱田中建築設計事務所 田中幸吉 田中宏之、

㈱エム設備設計事務所 齋藤義彦、㈲八島企画設計 八島一隆、佐藤建設㈱、齋藤 

電建工業㈱）

13：26～13：36 

13. 日高見中央クリニック
（㈲Z設計 ◎新澤悦夫、㈲エヌケイプランニング 岩澤浩二、㈱エスト環境デザイン

柏木 栄、㈱奥村組、㈱興和電設、㈱朝日工業社） 

14. 旧長井小学校第一校舎 13：37～13：47 

（㈱鈴木建築設計事務所 芳賀厚志 YAMMY DESIGN 一級建築士事務所 小林麻梨菜、

㈱鈴木建築設計事務所 藤原 薫 ◎齋藤英二、㈱建築設備設計研究所 杉山和典 

藤野茂行、那須建設㈱、大竹電気㈱、飯鉢工業㈱） 

15. 大熊町役場 13：48～13：58 

（鹿島建設㈱建築設計本部 ◎栗間敬之 鹿島建設㈱東北支店 小野一成 栗原史佳

平間美希、宮本 誠 根本真孝、飯沼靖彦 熊谷 淳 久米 彌、鹿島建設㈱東北支店） 

16. 気仙沼市立病院 13：59～14：09 

（㈱日建設計 近藤彰宏 ◎吉田敏一 羽部裕子、染谷朝幸 大山翔也、小稲克也 

金谷 靖、大成･クマケ－･TSUCHIYA 特定建設工事企業体） 

17. 八戸まちなか広場 マチニワ 14：10～14：20 

（㈱INA 新建築研究所 東日本支社 髙田秀幸 ◎酒井紀彦、㈱鈴木建築設計事務所、

㈱東北設備設計事務所、穂積･石上特定建設工事共同企業体、興陽電設㈱、㈲創水舎） 

=== 休憩 === 

＜発表④＞ 

18. みんなの交流館 ならは CANvas 14：30～14：40 

（㈲都市建築設計集団/UAPP ◎手島浩之 花沢 淳 真田菜正 相澤啓太、㈱中田捷夫

研究室 中田捷夫 奥村民子 皆本建築工房 皆本 功、㈲内外設備設計 高橋十悦 

アイワ企画事務所 高橋 守、(資)諸橋建設工業、三共設備㈱、㈱朝日通信）

19. 秋田駅駐車場増築＆秋田駅リニューアル 14：41～14：51 

（東日本旅客鉄道㈱東北工事事務所一級建築士事務所、東日本旅客鉄道㈱秋田一級建築

士事務所、㈱ＪＲ東日本建築設計東北事務所 ◎松山俊司、秋田駅リニュアール：第

一建設工業㈱秋田支店、駐車場棟：鉄建建設㈱東北支店） 

20. 秋田市庁舎 14：52～15：02 

（㈱日本設計 成田 治 岩村雅人 ◎安士正朗、中川 崇 田中敬人、高木昭博 

星野聡基、清水･千代田･シブヤ･田村建設工事共同企業体） 

21. 能代市庁舎
（㈱環境デザイン研究所 ◎仙田 満 ◎野村朋広 ◎宇佐美洋平 環境デザイン研究所

（元所員）新津 瞬 設計集団環協同組合 ◎佐藤友一 ㈱ライフデザイン建築研究所

15：03～15：13 



◎茂木 聡 遠藤 司、㈱KAP 岡村 仁 桐野康則 萩生田秀之 ㈱KAP（元所員）

松田真也、㈱建築設備設計研究所 増田祥久 荻原豪之 成瀬徳俊 加藤 孝、

新庁舎：大森・中田・大髙特定建設工事 JV、能代電設・石井電気・赤塚電気 JV、

ユアテック能代、協立・柴田ボイラ JV、協立、山二施設・柴田ボイラ JV

第一駐車場：成田建設、能代電設工業、北日本建設

第二駐車場：高田住宅工業、幸坂電設、コダマ設備工業社

第一庁舎（改修）：大髙建設、赤塚電気工事、協立）

22. PARK WOOD 高森 15：14～15：24 

（㈱竹中工務店 ◎梅野圭介 平岡麻紀  阿部克紀 増田 悠、津司 巧 花井厚周

飯田智裕、友井 篤 村瀬澄江 宮崎正幸 内ケ崎拓真、岡本圭史郎 神野卓之） 

23. いわき南清苑 15：25～15：35 

（㈱山下設計 木村 完  ◎谷口太郎 ◎渡邊 匠、佐々木 清 北田祐一、 大野裕司

有馬真悦 鈴木仁治、クレハ錦建設㈱、クレハ電機㈱、クレハ設備･山崎設備特定 

建設工事共同企業体）

=== 休憩 === 

＜発表⑤＞ 

24. 九品寺こども園 15：45～15：55 

（㈱アトリエ 9建築研究所 ◎呉屋彦四郎 ◎土屋洋夢 ◎井村武蔵 ◎大場英明

  ㈱ジャクエツ 板東 正、一級建築士事務所 雄設計室 笠原雄次、㈱環境プランナー 

福永俊春、渡辺・山木特定建設工事共同企業体、三共設備㈱、岩電機工事㈱） 

25. 須賀川市民交流センター tette 15：56～16：06 

（㈱石本建築事務所 ◎佐藤 維 十河一樹 ㈱畝森泰行建築設計事務所 ◎畝森泰行、

 ㈱石本建築事務所 原 健一郎 高瀬淑也 ㈱オーク構造設計 新谷眞人、㈱石本 

建築事務所 米山浩一 近藤秀彦 関根能文、三井住友建設・三柏工業共同企業体/ 

渡邉裕司 澤里義雄 酒井早苗 合田貴孝、三井住友建設･三柏工業共同企業体/ 

古川貴宏 松本真明、新日本空調㈱（空調･衛生）/今 琢磨、㈱ユアテック（電気）/

鷺野谷博志） 

26. 釜石鵜住居復興スタジアム 16：07～16：17 

（㈱梓設計 ◎永廣正邦 ◎石成雅人、倉内信幸、斉藤禎二 岩下 悟、大成建設･新光

建設特定企業体） 

27. 東松島市立 宮野森小学校 16：18～16：28 

（㈱盛総合設計 栗原憲昭 栗原將光 ◎武田忠義 佐藤純弥、 シーラカンス K&H㈱

工藤和美 堀場 弘 ◎菅野 龍 石倉 瞳、㈱佐藤淳構造設計事務所 佐藤 淳、 

YMO 山田浩幸、㈱仙台総合設備計画 斎藤浩二、住友林業㈱、山下設備工業㈱、  

㈱ユアテック）

28. 県南ありのまま舎（県南エリアコミュニティ 地域生活支援拠点） 16：29～16：39 

（㈱針生承一建築研究所 ◎針生承一 駒込建築設計事務所 ◎駒込英生、㈲NEO･建築

構造 遠藤喜行、㈱総合設備計画 東北事務所 小高謙一 江田善亮 島津将太、 

㈱作庭舎 上原啓吾、銅谷建設㈱、隼電気㈱、㈱ユアテック） 

29. 女川町庁舎 16：40～16：50 

(㈱梓設計 永廣正邦 日比 淳、㈱竹中工務店 ◎平岡麻紀 大内靖志 山根幹子、

髙橋伸一 藤田 進 南 恵介、田原 誠 大川康晴 矢野慶一、白田浩二 小柴正美）

◎印は作品の発表者予定者です

 都合により変更になる場合もございます 


