
 

 2022 年 3 ⽉ 14 ⽇ 
 ⼀般社団法⼈ ⽇本建築学会東北⽀部 

 
 

第 42 回 東北建築賞の決定について 
 
 

【作品賞部⾨】※作品賞部⾨の掲載順は応募受付順（作品発表会エントリー番号順） 

「作品賞」8 作品 
 ◆⽊町通の家 

◆噺館(はなしごや) 
◆あさひ会計 セミナー棟 
◆⾦蛇⽔神社外苑 SandoTerrace 
◆釜⽯市⽴唐丹⼩学校・釜⽯市⽴唐丹中学校・釜⽯市唐丹児童館 
◆ロカド⾹久⼭ 
◆陸前⾼⽥市⽴気仙⼩学校 
◆弘前れんが倉庫美術館 

 

「特別賞」2 作品 
 ◆副都⼼下の受光する住器 
 ◆⼭元町役場         

 
 

【研究奨励賞部⾨】1 件 
   研究概要：液状化地盤において杭頭局所変形を⽣じる鋼管杭の 

終局メカニズムの把握 
   受賞者: 的場 萌⼦  

（国⽴研究開発法⼈ 建築研究所構造研究グループ研究員） 
 

【業績賞部⾨】なし 
 
 



「作品賞」 8 作品 
⼩規模建築物部⾨ 

◆⽊町通の家 
【施 主】宍⼾ 潤平 宍⼾ 佳 
【設計監理】SATO+ARCHITECTS    
      基本設計 佐藤充、真島嵩啓（元所員） 
      実施設計 佐藤充、真島嵩啓（元所員） 
      構造設計 図設計 髙橋雷⼈   
【施 ⼯】共栄ハウジング 鈴⽊渉 
 
 

◆噺館（はなしごや） 
【施 主】峰⽥順⼀ 
【所 在 地】⼭形県東村⼭郡⼭辺町⼭辺15 
【設計監理】本⽊⼤介建築設計事務所 本⽊⼤介 
      構造設計：株式会社丹⽻設計事務所 丹⽻邦弘 
【施 ⼯】建築：愛和建設株式会社 
      電気：株式会社東照電気 
      空調：⼭形環境システム株式会社 
      衛⽣：株式会社フカセ 
      外構：⼋松園株式会社、施主友⼈ 
 
 

◆あさひ会計 セミナー棟 
【施 主】株式会社 旭ブレインズ 
【所 在 地】⼭形県⼭形市 
【設計監理】古⾕誠章+NASCA 

意匠：NASCA /古⾕誠章、杉下浩平、⼤森葉⽉ 
構造：⽊下洋介構造計画 / ⽊下洋介 
機械設備：連設備コンサルタント / 古瀬準⼀ 
電気設備：アーキシステムエンジ / 渡邉貴則 
サイン・ロゴ：⽢利デザイン事務所 / ⽢利弘樹 

【施  ⼯】建築：株式会社 市村⼯務店 
機械：株式会社 ユアテック 
電気：株式会社 ユアテック 
家具：Celia 



⼀般建築物部⾨ 

◆⾦蛇⽔神社外苑 SandoTerrace 
【施 主】⾦蛇⽔神社 
【所 在 地】宮城県岩沼市三⾊吉字⽔神 11-1 
【設計監理】建築：齋藤和哉建築設計事務所 担当／齋藤和哉 髙橋雅⼈ 
       構造：yAt 構造設計事務所 担当／中畠敦広 
       設備：E.I.S 設備計画 担当／⾼橋和弘 ⼩野寺彰 
       照明：岡安泉照明設計事所 担当／岡安泉 
       サイン：BLMU 担当／松井健太郎 桑原⼤輝 
【施 ⼯】建築：松井建設東北⽀店 担当／遊佐敏明 ⾜⽴孝雄 
       機械：宮春⼯業 担当／三浦元 
       電気：北上電設⼯業 担当／⼤浦友⼰ 阿部貴志 

造園：岩沼造園⼟⽊ 担当／⼤友宗⼀ ⼤友晃 

 
◆釜⽯市⽴唐丹⼩学校・釜⽯市⽴唐丹中学校・釜⽯市唐丹児童館 

【施 主】釜⽯市 
【所 在 地】岩⼿県釜⽯市唐丹町⼩⽩浜町 314 
【設計監理】建築：有限会社乾久美⼦建築設計事務所 乾久美⼦  

株式会社東京建設コンサルタント 前⽥格 
      構造：株式会社 KAP 岡村 仁、⽯川敬⼀ 
      設備：株式会社エンジニアリング 松⽯道典、⾼⼭浩、川村光 
      植栽：株式会社プランタゴ ⽥瀬理夫 

株式会社ヒュマス ⾼沖哉、露⽥亮祐 
サイン：菊地敦⼰事務所 菊地敦⼰、⽟村広雅、佐藤謙⾏ 
照明：ぼんぼり光環境計画株式会社 ⾓館まさひで、⽵内俊雄 

【施  ⼯】前⽥・新光特定建設⼯事共同企業体 
株式会社ユアテック 

 

◆ロカド⾹久⼭ 
【施  主】トラスホーム株式会社 
【所 在 地】福島県郡⼭市七ツ池町 
【設計監理】株式会社ブルースタジオ 
      基本設計：株式会社ブルースタジオ／⼤島芳彦、⾕⽥恭平、⽴川慧 
      実施設計：隂⼭建設株式会社／ 
      サイン・ロゴ：株式会社ブルースタジオ／⼤島芳彦、⼤⽊錦之介 
      植栽計画：有限会社温室／塚⽥有⼀ 
 



【施  ⼯】建築：隂⼭建設株式会社 
      電気設備：岡部電設株式会社 
      機械設備：有限会社カナメダ 
 

◆陸前⾼⽥市⽴気仙⼩学校 
【施 主】陸前⾼⽥市 
【所 在 地】岩⼿県陸前⾼⽥市気仙町字愛宕下 1 番地 5 
【設計監理】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 ⻑澤悟 野島直樹  
構造：KAP 萩⽣⽥秀之 
設備：環境エンジニアリング 南井克夫 

     ランドスケープ：⼩野寺康都市設計事務所 ⼩野寺康 
【施 ⼯】佐武建設 
 

◆弘前れんが倉庫美術館 
ミュージアム棟 

【施 主】弘前市 
【所 在 地】⻘森県弘前市吉野町 2-1 
【建築設計】Atelier Tsuyoshi Tane Architects 
【設計統括】NTT ファシリティーズ、NTT ファシリティーズ東北 
【構造設計】⼤林組、スターツ CAM 
【設備設計】森村設計 
【照明設計】岡安泉照明設計事務所 
【運 営】エヌ･アンド･エー 
【施  ⼯】スターツ CAM、⼤林組、南建設共同企業体 
 
カフェ・ショップ棟 

【施 主】弘前賑わい創造 
【所 在 地】⻘森県弘前市吉野町 2-11 
【建築設計】Atelier Tsuyoshi Tane Architects 
【設計統括】スターツ CAM 
【構造設計】yasuhirokaneda STRUCTURE、スターツ CAM 
【設備設計】スターツ CAM 
【照明設計】岡安泉照明設計事務所 
【施  ⼯】⻄村組 
【設計協⼒】株式会社 CUP 



「特別賞」 2 作品 
⼩規模建築物部⾨ 
◆副都⼼下の受光する住器 
【施 主】鈴⽊勝昭 
【所 在 地】宮城県仙台市 
【設計監理】有限会社都市建築設計集団／UAPP ⼿島浩之 
      環境計画監修：東北⼤学⼤学院⼯学研究科 都市・建築学専攻 ⼩林光  
      構造設計：皆本建築⼯房 皆本功 
【施 ⼯】株式会社気仙沼⼯務店 
 
 
⼀般建築物部⾨ 

◆⼭元町役場 
【施 主】⼭元町 
【所 在 地】宮城県亘理郡⼭元町浅⽣原字作⽥⼭ 32 
【設計監理】建築：CAt/⼩嶋⼀浩、⾚松佳珠⼦、⼤村真也 

構造：オーク構造設計 / 新⾕眞⼈ 
     空調・衛⽣：科学応⽤冷暖研究所 / 髙間三郎 
     電気：EOS plus / 遠藤和広 
     建築・外構：SOY source architects / 安⽥直⺠ 

【施  ⼯】建築・外構：加賀⽥組 
空調・衛⽣：三建設備⼯業 

     電気：ユアテック 
 
 
 
 
 

 


