
 

第 28 回東北建築作品発表会 発表作品 

 

日時：2017 年 10 月 7 日（土）開場 9：15 開会 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 28 回東北建築作品発表会で発表された作品は、第 38 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. 西遊佐まちづくりセンター 9：40～ 9：50 

（SOYsource 建築設計事務所 ◎櫻井一弥、◎太田秀俊、◎安田直民、阿部篤、 

石山建築研究所 石山良一） 

 

2. 婆山の小屋普請 9：51～10：01 

（ノーマルデザインアソシエイツ ◎阿部正）  

3. 十和田の家 10：02～10：12 

 
（デザイン・ラボ一級建築士事務所 ◎河野健昇、河野陽子、 

一級建築士事務所 鴻構造設計事務所 熊田鴻） 

4. 須賀川の立体住居 10：13～10：23 

 
（芳賀宣則建築設計 ◎芳賀宣則） 

5. 余白の杜 10：24～10：34 

（㈲acaa 建築研究所 ◎岸本和彦、諏訪部高広建築事務所 諏訪部高広） 

6. 釈迦堂ティーハウス 10：35～10：45 

 
（㈱設計・計画 高谷時彦事務所 ◎高谷時彦、大高崇、国安春美（元社員）、石田 莞也、 

㈲安芸構造計画事務所 古川洋、宮原作太） 

7. 福島 びわのかげ こども投球練習場 10：46～10：56 

（千葉工業大学／EDH 遠藤設計室 ◎遠藤政樹、はりゅうウッドスタジオ ◎芳賀沼整、 

江尻建築構造設計事務所 江尻憲泰）) 

8. 矢吹町第一区自治会館 10：57～11：07 

（㈱ヌーブ ◎太田浩史、石田祐也、㈱MID 研究所 加藤征寛、 

ぼんぼり光環境計画㈱ 角舘政英、(株)エム設備設計事務所 斉藤義彦、 

Lysning Landscape Architect 林英理子) 

 

9. ちゃいるどらんど荒井保育園 

（メタボルテックスアーキテクツ ◎渡邊詞男、渡邊みゆき） 

11：08～11：18 

=== 休憩 === 
 

【一般建築物部門】  

10. ヤマカビル 11：28～11：38 

（メタボルテックスアーキテクツ ◎渡邊詞男、渡邊みゆき、ナカノフドー建設 横瀬辰男, 

   正木構造研究所 正木健太、スタジオランプ 後藤智久、EOS plus 遠藤和広) 

 



11. 南三陸病院・総合ケアセンター南三陸 11：39～11：49 

（㈱岡田新一設計事務所 ◎津嶋功、和田篤、南部谷真、㈱織本構造設計 中村幸悦、 

  テーテンス事務所 佐治行三、ﾄｼ・ﾔﾏｻｷまちづくり総合研究所 山崎敏） 

 

12. 仙台 PARCO2 11：50～12：00 

（鹿島建設 皆川典久、丹羽雄一、◎横山翔大、宮本誠、小林宏樹、加登裕之） 

13. つつじがおか もりのいえ保育園 12：01～12：11 

 
（藤森雅彦建築設計事務所 ◎藤森雅彦、㈱ハシゴタカ建築設計事務所 高見澤孝志、 

  伊藤建築設備設計室 伊藤三津男） 

14. エリアなかいち （中通一丁目地区第一種市街地再開発） 12：12～12：22 

（安藤忠雄建築研究所 安藤忠雄、若山泰伸、㈱アール・アイ・エー ◎小野正道、今井圭、 

  森本修司、白根澤英幸、川島亮平 ㈲金箱構造設計事務所 金箱温春、木下洋介、 

㈱森村設計 長田太宗、片柳哲（元社員）） 

15. 一関市立一関図書館 12：23～12：33 

 
（㈱久米設計 小田島昭彦、◎高木洋、山崎慎介、氏家純、佐々木真司） 

=== 昼休憩 === 
 

16. 地域密着型介護老人福祉施設 きらめきの里 13：20～13：30 

（㈱鈴木建築設計事務所 安達勝美、◎伊藤香苗、小林麻梨菜、◎齋藤英二、 

拓図設計事務所 伊藤志郎、大橋電気設備設計室 大橋雄一） 

 

17. 鹿角市文化の杜交流館「コモッセ」 13：31～13：41 

（㈱佐藤総合計画 西村裕之、河田健、◎竹ケ原雄、桑原賢司、志賀一鑑、渡邉森、斎藤幸博）  

18. 石巻市水産物地方卸売市場 石巻売場 13：42～13：52 

（一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 大村浩之、㈱横河建築設計事務所 ◎早川紀元、 

河野恒久、岡野崇、本多輝泰） 

 

19. つがる西北五広域連合 つがる総合病院 13：53～14：03 

（㈱横河建築設計事務所 長浦雅人、妹尾泉、◎朝井典之、河野恒久、山田高史、 

 本多輝泰、岡野崇） 

 

20. 宮城県医師会館・地域医療連携支援センター  14：04～14：14 

（㈱日建設計 中村晃子、◎安土潤吉、◎守山隆充、原田公明、田中賢嗣、堀川晋、小倉良友）  

21. 八戸市立西白山台小学校 14：15～14：25 

（㈱日本設計 福田卓司、◎小泉治、藤田雅義、◎草野崇文、小島靖徳、水田亜紀 

  シーラカンスケイアンドエイチ㈱ 工藤和美、◎菅野龍、佐藤淳構造設計事務所 ◎佐藤淳、 

井上健一、本田幾久世、三原悠子） 

 

22. くりでんミュージアム 14：26～14：36 

（㈱氏家建築設計事務所 ◎氏家清一、㈱篠田義男建築研究所 篠田義男、 

㈲左知子建築設計室 左知子、やなぎさわ建築設計室 柳沢伸也、 

㈱日本システム設計 三宅辰哉、㈲中央設備設計 加藤博幸、まがき設計 中島洋治、 

山形大学工学部建築・デザイン学科 永井康雄、青山学院大学経済学部経済学科 髙嶋修一） 

 

=== 休憩 === 
 

23. 白河文化交流館「コミネス」 14：45～14：55 

（㈱日本設計 ◎福西浩之、久保恵子、◎大木崇人、荻野雅士、墨山智大、井田寛、三沢健、 

河口英司、江村博文、仲野麻希子） 

 

24. 崎山貝塚縄文の森公園複合施設 14：56～15：06 

（㈱アトリエノルド ◎小針智幸、藤本嘉徳、佐々木則章、 

㈱星野建築構造設計事務所 星野修一、㈱振興設備設計 上野英治、 

㈱セイナン設計事務所 村山茂、合同会社 tecoLLC 立木祥一郎） 

 



25. おいかわ内科クリニック 15：07～15：17 

（㈱アトリエノルド ◎佐々木則章、小針智幸、藤本嘉徳 

㈱星野建築構造設計事務所 星野修一、㈱セイナン設計事務所 村山茂、村山悦和） 

 

26. 石巻市営門脇東復興住宅・西復興住宅 15：18～15：28 

（㈱竹中工務店 ◎平岡麻紀、近藤朋也、鎌谷潤、高橋伸一、南恵介、田原誠、津田康浩、  

向山雅之、鈴木康平） 

 

27. 花壇自動車大学校リバーサイド新学生寮 
15：29～15：39 

（㈱竹中工務店 石井浄、◎木下辰也、中沢有美子、高橋伸一、高橋雄治、田原誠、 

矢野慶一） 

 

28. 東根市公益文化施設「まなびあテラス」」 15：40～15：50 

（㈱山下設計 町田昌民、◎谷口太郎、高橋良弘、佐々木清、大野裕司、水木久夫、 

鹿島建設㈱ 猪俣亨、本間誠、佐々木幹夫、加登裕之、遠藤芳信） 

 

29. 相馬市新庁舎 15：51～16：01 

（㈱梓設計 ◎杉本憲治、木村麻美、清水将矢、宮坂大祐、井戸川達哉、千葉暁、吉川佳江）  

===  休憩 === 
 

30. 大船渡市立 赤崎小学校 16：10～16：20 

（㈱梓設計 永池雅人、◎六部維子、◎簾藤麻木、柴田昭彦、松浦さえこ、田中義美、 

守田昌徳） 

 

31. 21 世紀の森公園災害時拠点施設 16：21～16：31 

（㈱梓設計 ◎永廣正邦、石成雅人、◎大戸厚史、伊藤恒輝、宮坂大祐、井戸川達哉、 

  原崇哲、佐川真美、内山祐二、久米薫） 

 

32. 矢吹町中町第二災害公営住宅  16：32～16：42 

 
（岩堀未来建築設計事務所  ◎岩堀未来、長尾亜子建築設計事務所 ◎長尾亜子、 

ASA 鈴木啓、Ymo 山田浩幸） 

33. 二本松市城山市民プール 16：43～16：53 

 

 
（㈱関・空間設計 渡邉宏、◎江田紳輔、八島健介、齊藤善宏、小阪雄二、小澤洋一、 

高野構造設計室 高野正、㈱Ｅ.Ｉ.Ｓ設備計画 小野寺 彰、佐藤弘樹、 

カネコランドスケープ 金子幸也） 

34. 道の駅平泉 16：54～17：04 

 （㈱関・空間設計 渡邉宏、◎江田紳輔、八島健介、齊藤善宏、小阪雄二、小澤洋一、 

㈱坂田涼太郎構造設計事務所 坂田涼太郎、㈱鰐設計 髙橋幸二、菊地亨、 

㈱復建技術コンサルタント 田澤光治） 

35. 岩沼市玉浦西災害公営住宅 B-1 地区 17：05～17：15 

 

 

（㈲都市建築設計集団 / UAPP ◎手島浩之、真田菜正、千葉詫巳（元所員）、 

皆本建築工房 皆本功、㈲アイワ企画事務所 高橋守、㈲内外設備設計 高橋十悦） 

  

【その他の建築物部門】 17：16～17：26 

 36. 牡鹿半島お地蔵様プロジェクト(小積浜＋荻浜) 

（法政大学 ◎下吹越武人、◎渡辺真理、飯田光太郎、飯田勇人、稲村陸、大霜翔太、 

大森淳平、後藤翔太郎、小林弘幸、小柳雄太、黒川麻衣、佐藤究、柴田侑亮、杉原由樹子、 

鈴木順士、田代祐也、手塚健太、夏井俊、林千絢、松井美香、村田翔太郎、八木光、 

山崎拓野、山下莉央、山田智大、阿部りさ、有田朋央、大江優司、大澤岳史、小倉明梨、 

数見賢太郎、小林はるか、末永遥海、冨永大貴、冨安達郎、長谷川姿、初芝将人、 

松田素直、山田僚太、吉田育未、東京大学 ◎佐藤淳、荒木美香、朝原真知子、阪田実、 

張含露、張耕嘉、西村祐哉、堤千春、Ying Xu、多摩美術大学尹煕倉、樋口健彦 

石井彩子、国兼聡美、山田大樹、今井薫、吉田七歩湖、岡野祥子、鬼木虎太朗、上岡安里、 

岸隼輔、久島優希、高浦向日葵、堀内香奈、水谷汐梨、柳澤理恵子、山崎真梨恵、 

吉田桃子、吉田翔子、小川夏帆) 

 

 


