
第 27 回東北建築作品発表会 発表作品 
日時：2016 年 10 月 1 日（土）開場 9：30 開会 9：45 
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：（一社）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 27 回東北建築作品発表会で発表された作品は、第 37 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。 

【小規模建築物部門】◎は発表者です 発表時間 

1 路地にかかる大軒 

（都市建築設計集団／ＵＡＰＰ ◎手島浩之、真田菜正、 

寺戸巽海構造計画工房 寺戸巽海、ライティングスタジオＬＵＭＥ 梅田かおり） 

9：50～10：00 

2 八木山のハウス 

（齋藤和哉建築設計事務所 ◎齋藤和哉、yAt 構造設計事務所合同会社 中畠敦広） 

10：01～10：11 

3 大河原の家 

（井上貴詞建築設計事務所 ◎井上貴詞） 

10：12～10：22 

 

4 カシオペア医院 

（㈱アトリエノルド ◎佐々木則章、小針智幸、藤本嘉徳、㈲飛沢構造設計 飛澤則男、 

㈱セイナン設計事務所 村山茂、村山悦和） 

10：23～10：33 

 

5 石の祈念堂 

（一級建築士事務所 小石川建築／小石川土木 ◎石川典貴、◎小引寛也、 

東京大学生産技術研究所 川添善行） 

10：34～10：44 

6 阿部歯科医院 

（㈱内藤将俊建築設計事務所 ◎内藤将俊、◎寺岡葵、㈱長坂設計工舎 長坂健太郎、 

ジェイ・アプリコット㈱ 江崎忠行、㈱エーケーエス設計 粕谷祐美） 

10：45～10：55 

 

7 シルクウェイ大海 

（㈱内藤将俊建築設計事務所 ◎内藤将俊、◎寺岡葵、㈱長坂設計工舎 長坂健太郎、 

ジェイ・アプリコット㈱ 江崎忠行、㈱エーケーエス設計 粕谷祐美）） 

10：56～11：06 

8 坂本デンタルオフィス 

（一級建築士事務所 A-SA 工房 ◎佐藤剛、 

筬島建築構造一級建築士事務所 筬島規行、むらい設備設計 村井義雄） 

11：20～11:30 

9 大木代吉本店 店舗（酒蔵復興計画） 

（岩堀未来建築設計事務所  ◎岩堀未来、一級建築士事務所 riso ◎野上恵子、 

長尾亜子建築設計事務所 ◎長尾亜子、山辺構造設計事務所 山辺豊彦） 

11：31～11：41 

10 おしか番屋 

（萬代基介建築設計事務所 ◎萬代基介、馬場隆行、佐藤淳構造設計事務所 佐藤淳、 

  福島佳浩、EOS plus 遠藤和広、杉山容子） 

11：42～11：52 

 

11 橋本の家 

（フクシアンドフクシ建築事務所 福士譲、◎福士美奈子） 

11：53～12：03 

 

12 風の森 

（松浦一級建築設計事務所 ◎松浦良博） 

12：04～12：14 

13 西根の家 

（アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 ◎渋谷達郎、 

鈴木啓／ASA 鈴木啓、大類真光建築設計事務所 大類真光） 

12：15～12：25 

 

14 希望ヶ丘プロジェクト 

（㈱難波和彦+界工作舎 難波和彦、㈲建築工房 嶋影健一、㈲ナスカ 八木佐千子、 

  日本大学工学部建築学科 浦部智義、㈱はりゅうウッドスタジオ 芳賀沼整、 

◎滑田崇志、エーユーエム構造設計㈱ 濱尾博文、㈱エム設備設計事務所 斎藤義彦） 

12：26～12：36 

【一般建築物部門】  

15 弘前市民会館（大規模改修） 

（㈱前川建築設計事務所 ◎橋本功、◎江川徹、濱興治、原田忠弘、 

㈲アトリエタアク一級建築士事務所 ◎前田卓、㈱横山建築構造設計事務所 石川高一） 

13：20～13：30 



16 特別養護老人ホーム 成仁ハウス百年の里 

（㈱内藤将俊建築設計事務所 ◎内藤将俊、㈱佐藤総合計画 ◎前見文武、桑原賢司、齋藤幸博） 

13：31～13：41 

17 鶴岡商工会議所会館 

（㈱設計・計画 高谷時彦事務所 ◎高谷時彦、大高崇、㈲ レン構造設計事務所 二連木清、 

ブレンスタッフ㈱ 後藤正、㈱日本エアコンセンター 田村悟、 

㈱アーキシステムエンジ 長谷川明、茂木清信） 

13：42～13：52 

18 仙台市地下鉄東西線 国際センター駅 

（㈱交建設計 奈雲誠、◎箕輪健、美和絵里奈（元所員）、谷知孝也、吉井仁司、 

  中島克忠（元所員）、岩田安範） 

13：53～14：03 

19 福島県国見町庁舎 

（㈱ジェイアール東日本建築設計事務所 ◎朴明浩、青木豊実、森遼樹、倉光正人、 

 金子敦、藤本徹、久野弘祐（元所員）） 

14：04～14：14 

20 養護盲老人ホーム 津軽ひかり荘 

（㈲アトリエタアク一級建築士事務所 ◎前田卓、㈱三上構造設計事務所 三上信夫、 

大瀬電気設備設計事務所 大瀬正弘、山形設備設計室 山形洋一） 

14：15～14：25 

21 中山町立中山中学校 

 （㈱鈴木建築設計事務所 ◎布施剛臣、笹原秀太、齋藤英二、 

拓図設計事務所 伊藤志郎、㈱建築設備設計研究所 杉山和典） 

14：26～14：36 

22 グループホームひまわり 

(蟻塚学建築設計事務所 ◎蟻塚学、建築構造研究所 大原和之） 

14：50～15：00 

23 あぶくま更生園 

（㈱シーラカンスアンドアソシエイツ ナゴヤ ◎宇野享、佐々木司、 

 藤尾建築構造設計事務所 藤尾篤、㈱設備計画 渡辺忍、森栄次郎、 

  東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 准教授 松田雄二） 

15：01～15：11 

24 稲川まちづくりセンター 

（㈱梶浦暁建築設計事務所 ◎梶浦暁、吉田直哉、㈱三四五建築研究所 佐渡養順、 

  オーヴ・アラップ・ｱﾝﾄﾞ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 徳渕正毅、 

  ㈱テーテンス事務所 櫻井修、㈲ルナ設備設計事務所 岡田一宣） 

15：12～15：22 

25 北秋田市民ふれあいプラザ コムコム 

（㈱青島裕之建築設計室 ◎青島裕之、㈲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） 

15：23～15：33 

26 郡山市立中央公民館・勤労青少年ホーム 

（㈱NTT ファシリティーズ東北支店 北村達郎、◎園部晃平、斎藤堅二郎、上平貴之、 

菊池大、井澤祐輔、近藤晴夫、内川広喜、横山大輔、 

NTT 国際通信エンジニアリング部 小笠原順子、㈱NTT ファシリティーズ 深澤悠美、 

谷沢弘容、宮崎政信、柏井康彦（退職）、小谷健司、百瀬裕規（退職）、千葉真貴、坂本匠） 

15：34～15：44 

27 紫波町役場庁舎 

（㈱久慈設計 ◎小川茂樹、高橋弘行、菅原昭一、 

エム設備設計（㈱久慈設計元社員）福山道哉、㈱ベック・エンジニアリング 戸田雅和） 

15：45～15：55 

28 矢吹町中町第一災害公営住宅 

（㈱スタジオ・クハラ・ヤギ ◎八木敦司、◎久原裕、㈱MID 研究所 加藤征寛、 

  環境設備計画スタジオ・ランプ 後藤智久） 

15：56～16：06 

29 盛岡市アイスリンク 

（㈱ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 武田厚司、◎〓口太郎、 

㈱鈴木建築設計事務所 藤原薫、齋藤英二、藤本電気設計㈱ 藤本裕二、 

㈲大瀬設備設計事務所 髙橋浩二） 

16：20～16：30 

30 仙台市役所上杉分庁舎 

（㈱関・空間設計 渡邉宏、木皿泉、江田紳輔、◎佐藤俊文、大村勇, 

 ㈱Ｅ.Ｉ.Ｓ設備計画 高橋和弘、吉田渉）  

16：31～16：41 

31 七ヶ浜町花渕浜地区町営住宅 

（㈱関・空間設計 渡邉宏、木皿泉、◎斎藤拓也、八島健介、齋藤善宏、小阪雄二、 

  小澤洋一、㈱ライブ設計所 木下定） 

16：42～16：52 

 

32 須賀川市立第一小学校 

（㈱関・空間設計 渡邉宏、木皿泉、杉本光司、◎千葉遥、大村勇、小阪雄二、 小澤洋一、 

㈱ＣＯＳ設計 千葉徹、㈱三興設計事務所 横山充、㈲テラ構造設計 高橋一夫、 

㈱東北設備設計事務所 菅原隆） 

16：53～17：03 

 

33 石巻商工信用組合本部・蛇田支店 

（㈱楠山設計 島田俊雄、大宮利一郎、◎立本直樹、岩崎真基、㈱Ｔ＆Ａ 細川武） 

17：04～17：14 

 
 


