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【注意】

東北建築作品発表会は

ライブで開催いたします。

個人情報と著作権の関係から、

事後に動画配信や情報を会員・

会員外問わず個人に

送信することは

一切いたしません。

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31回東北建築作品発表会で発表された

作品は、第42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。

問い合わせ　　一般社団法人 日本建築学会東北支部　TEL 022-265-3404

発表

① 小規模建築物部門 ◎は発表予定者です 発表予定時間　

オンライン（Zoomミーティング） 無料（会員、会員外問わず）

事前申込制（定員200名、定員になり次第締切） 　※詳しくは下記のQRコードをご覧下さい

　

日　　時

会 場

申 込

参 加

2021年10月9日（土）　9：30～16：30

（㈲ガルボ空間工房　◎齊藤健太郎、㈱シェルター　佐藤弘光、㈱サカモト）
蔵王パティオ1 9：35

9：43

（井上貴詞建築設計事務所　◎井上貴詞、加藤建築）
北のちいさないえ4 10：02

10：10

（石川素樹建築設計事務所　◎石川素樹、mono　森永信行、鈴木興業）
十文字町の家5 10：11

10：19

（一級建築士事務所SATO+　◎佐藤　充、（株）図設計　髙橋雷人、共栄ハウジング（株））
木町通の家2 9：44

9：52 

（㈲都市建築設計集団/UAPP　◎手島浩之、東北大学大学院工学研究科都市建築学専攻　◎小林 光、
皆本建築工房　皆本　功、㈱気仙沼工務店）

副都心下の受光する住器3 9：53

10：01

（㈱JR東日本設計　◎小倉一美　浅倉則之　◎福田憲一、江原栄次　本山次郎　下園徳男（元所員）、金子 敦
（元所員）山田大智、和田守廣（元所員）、仙建工業㈱）

竜田駅8 10：38

10：46

（Ginga architects　◎武田幸司、MAF 一級建築士事務所　皆本建築工房　皆本　功　㈱リュクス）
『フタ＋ハコ／回遊する住まい』6 10：20

10：28

（RFA　◎藤村龍至、テクトニカ　金田充弘、環境エンジニアリング）
小高パイオニアヴィレッジ7 10：29

10：37



発表

②

（㈲アーキコンプレックス　◎廣瀬大祐　加藤千絵　植木政美（元所員）PASIT ROJRADTANASIRI（元所員）、
㈱エヌ・シー・エヌ、㈱オーム電機、㈲まさる）

姉妹のための最後の家9 10：55

11：03

（㈱JR東日本設計　◎小倉一美　浅倉則之　◎福田憲一、江原栄次　本山次郎　下園徳男（元所員）、金子 敦
（元所員）　神津絵里菜、和田守廣（元所員）、東鉄工業㈱）

双葉駅17 12：35

12：43

（㈱山下設計　杉浦光彦、◎田村　翔、奥山敦之、飯塚雅人、前田建設工業㈱、三共設備㈱）
ならはスカイアリーナ18 12：44

12：52

（SOY source建築設計事務所  櫻井一弥  太田秀俊  ◎安田直民、石山建築研究所  石山良一、㈱興建ハウジング）
聖クリストファ幼稚園19 12：53

13：01

（㈱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、㈱E.I.S設備計画
高橋和弘　小野寺彰、松井建設㈱、宮春工業㈱、北上電設工業㈱）

金蛇水神社外苑 SandoTerrace20 13：02

13：10

（布施剛臣建築設計事務所　◎布施剛臣、リズムデザイン構造計画事務所　斉藤美幸、㈱高木）
まちのお菓子屋　―甘崎屋店舗併用住宅―10 11：04

11：12

（後藤組設計室+阿部正　◎阿部 正、テラ構造設計　高橋一夫）
西覚寺の収蔵庫11 11：13

11：21

（㈱久慈設計  ◎榊 智也、岡田太郎、㈱エム設備設計  福山道哉  ㈱ベック･エンジニアリング  及川道行、㈱八幡建設）
大槌駅観光交流施設12 11：22

11：30

（本木大介建築設計事務所　◎本木大介、㈱丹羽設計事務所　丹羽邦弘、愛和建設㈱、山形環境システム㈱）
噺館13 11：31

11：39

（NASCA　◎古谷誠章　杉下浩平　大森葉月、木下洋介構造計画　木下洋介　藤田 俊、連設備コンサルタント
古瀬準一、アーキシステムエンジ　渡邊貴則、㈱市村工務店、㈱ユアテック）

あさひ会計　セミナー棟14 11：40

11：48

（空間芸術研究所　◎矢野英裕、皆本建築工房　皆本 功、大友建設、深瀬工業所、スズデン）
六日町の町屋15 11：49

11：57

（㈱竹中工務店　石井 浄　◎吉村亮毅、髙橋伸一　大場紀代人、森橋俊之　田原 誠　石井秀平、㈱竹中工務店）
全日本海員組合気仙沼支部16 11：58

12：06

発表

③ 一般建築物部門

（PERSIMMON HILLS architects　◎廣岡周平　◎柿木佑介、井上健一構造設計事務所　井上健一、
㈲ＺＯ設計室一級建築士事務所　柿沼整三　高田 敦子、㈱佐賀組・㈲坂井建設共同企業体）

上有住地区公民館21 13：11

13：19

（清水建設㈱　◎柄本純夫　進藤正人　森　翔太、長田真一郎　成田政杜、清水建設㈱）
清水建設株式会社東北支店新社屋22 13：20

13：28



発表

④

（㈱大林組　上原 耕　今井章義　㈱アトリエ・ジーアンドビー　◎川合茂裕　中村聡子、㈱大林組　高田恵美
高篠幸裕　馬場敏光、早川博文　梯 洋貴　遠藤千佳哉、㈱大林組） 

山形BPOパーク23 13：29

13：37

（相坂研介設計アトリエ　◎相坂研介、金箱構造設計事務所　金箱温春、㈱森村設計　袖川政憲、㈱古俣工務店）
てぞーろ保育園24 13：38

13：46

（㈲乾久美子建築設計事務所　◎乾久美子　東京建設コンサルタント　前田格、㈱KAP 岡村仁、石川敬一、
㈱環境エンジニアリング　松石道典　高山浩　川村光、㈱プランタゴ　田瀬理夫　㈱ヒュマス　高沖哉 
露田亮祐、㈱菊地敦己事務所　菊地敦己　玉村広雅　佐藤謙行、ぼんぼり光環境計画㈱　角館まさひで
竹内俊雄、前田・新光特定建設工事共同企業体、㈱ユアテック）　

釡石市立唐丹小学校・釡石市立唐丹中学校・釡石市唐丹児童館26 14：05

14：13

（㈱鈴木建築設計事務所　藤原 薫　安達勝美　◎千葉巧也　布施剛臣建築設計事務所　布施剛臣
YAMMY DESIGN 一級建築士事務所　小林 祐、㈱鈴木建築設計事務所　齋藤英二、㈱建築設備設計研究所
石川義久　拓図設計事務所　伊藤志郎、殖産･松田･藤島建設共同企業体、㈱スズデン、黒澤建設･藤倉設備
共同企業体）   

川西町役場27 14：14

14：22

（㈱佐藤総合計画　◎前見文武、衣袋 歩、齋藤幸博、日本製紙石巻テクノ㈱、阿部建設㈱　㈱橋本店、
㈲佐々木電機設備、山下設備工業㈱、福興電気㈱、㈱加納工業所、㈱ユアテック）

ホエールタウンおしか28 14：23

14：31

（㈱八洲建築設計事務所　◎進藤勝人　木浪長寿　石鉢幸子、星野建築構造設計事務所　星野修一、設備計画
皿井寿幸　村田 究、五洋建設・松本工務店特定建設工事共同企業体） 

南部町役場29 14：32

14：40

（シーラカンスアンドアソシエイツ/CAt　小嶋一浩　◎赤松佳珠子　◎大村真也　SOYsource建築設計事務所 
安田直民、オーク構造設計　新谷眞人、科学応用冷暖研究所　髙間三郎、EOS plus遠藤和広、加賀田組、
三建設備工業、ユアテック）

山元町役場30 14：41

14：49

（㈱ＩＮＡ新建築研究所東日本支社　髙田秀幸　◎菅原丈志、㈲テラ構造設計　髙橋一夫、㈱東北設備設計
事務所　菅原 隆、穂積建設工業㈱　㈱ユアテック　西浦水道建設工業㈱）

 障害児入所施設　うみねこ学園31 14：50

14：58

（㈱アール・アイ・エー　◎田代慎一、森本修司、建築設備設計研究所　増田祥久　荻原豪之、りんかい日産・
千歳建設工事共同企業体）

七日町第５ブロック南地区第一種市街地再開発事業施設建築物
（デュオヒルズ山形七日町タワー、七日町ルルタス）

25 13：47

13：55

（㈱アール・アイ・エー　鈴木 哲　◎村山 寛　◎富田祐一　◎梶川文生　高橋　脩㈱草階建築創作所
◎佐藤幸喜　佐々木実、㈱アール・アイ・エー　武長 元　川辺 淳　川本幸大　㈱草階建築創作所　三浦 伸
佐々木友和、㈱設備計画　松本由貴　櫻田宏一、㈱アール・アイ・エー　権田和之、福田組・はりま建設
共同企業体）

クロッセ秋田32 14：59

15：07



発表

⑤

（㈱梓設計　永廣正邦　松浦 暢　◎鈴木彬史、林　将利、田代 翼　中村友香、藤本・今・大阪特定建設工事
共同企業体、協和・青森相互特定建設工事、鹿内・芝・大樹特定建設工事、大研工業㈱、三菱電機機器販売㈱、
㈱丹青社）

縄文時遊館増築34 15：25

15：33

（㈱エネルギーまちづくり社　◎竹内昌義　丸橋 浩　力武若葉　寺岡徹建築事務所　寺岡 徹、㈲石山建築
研究所　石山良一　阿部 豊　合同会社Graph Studio 一級建築士事務所　三原悠子、MOCHIDA建築設備
設計事務所　持田正憲　㈲EOS plus 高橋 翔 福島颯太、鶴岡建設㈱　中村哲也、齋藤寛史、山形空調㈱
本間重富、㈱渡会電気土木　梶 高雅）

エルサンワイナリー　松ヶ岡35 15：34

15：42

（㈱SPAZIO建築設計事務所　◎安達揚一　元所員　田中洋平、Hafnium Architects福山 弘、㈱共和電業
鴫原玄明　菅井設備設計　菅井富士夫、㈱髙勝の家）

WOOD EGG GARDEN SENDAI36 15：43

15：51

（㈱梓設計　鈴木教久　◎四井智之　中嶋英里、清水一秋、内山裕二　宮澤沙也加　渡辺アン、シブヤ・加藤・
林・珍田建設工事共同企業体）

学校法人和洋学園　秋田令和高等学校37 15：52

16：00

（㈱ブルースタジオ　◎大島芳彦　谷田恭平　立川 彗、陰山建設㈱）
ロカド香久山38 16：01

16：09

（綾井新建築設計　◎綾井 新　㈱土屋辰之助アトリエ　◎土屋辰之助　㈱教育環境研究所　長澤 悟、
㈱KAP　萩生田秀之　元所員　松田真也、㈱環境エンジニアリング　平井孝典 元所員　増川智聡、㈱佐武建設）

陸前高田市立気仙小学校39 16：10

16：18

（Atelier Tsuyoshi Tane Architects　◎田根 剛　ＮＴＴファシリティーズ　ＮＴＴファシリティーズ東北
スターツＣＡＭ　大林組　yasuhirokaneda STRUCTURE、森村設計　岡安泉照明設計事務、スターツＣＡＭ・
大林組・南建設共同企業体、西村組） 

弘前れんが倉庫美術館40 16：19

16：27

（㈱はりゅうウッドスタジオ　芳賀沼 整　◎滑田崇志　日本大学工学部　浦部智義　㈲三春設計舎　三瓶一壽、
TAPS建築構造計画事務所　田口雅一　エーユーエム構造設計㈱濱尾博文、㈱エム設備設計事務所　斉藤義彦
遠山設備設計　遠山邦夫、ハギハラ㈱　㈱菅野建築店）

葛尾村復興交流館あぜりあ33 15：08

15：16
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