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２０２１年度支部共通事業 日本建築学会設計競技 

課題｢まちづくりの核として福祉を考える｣ 

全国入選作品ならびにタジマ奨励賞受賞作品の決定 
 

設計競技事業委員会 
委員長 郷田 桃代 

 

  標記設計競技につきまして、応募数 300 作品のうち支部審査を経た支部入選 65 作品を対象

に、乾久美子審査委員長はじめ審査員計 7 名により、7 月 28 日（水）に全国一次審査会（於：

オンライン）を開催した結果、別紙のとおり全国入選作品ならびにタジマ奨励賞受賞作品を決

定いたしました。 

 なお、全国入選作品の中から最優秀賞・優秀賞・佳作を決定する全国二次審査会を、下記の

とおり開催いたします。例年は大会会場にて開催しておりますが、今年はコロナ禍のため大会

期間外にオンライン（Zoom）にて開催し、YouTube より配信いたします。是非、最終審査の模

様をご覧ください。 
 

記 
 
■全国二次審査会（公開） 

日   時：2021 年 9 月 15 日（水）13：00～17：00 

会   場：オンライン（YouTube 配信） 

視 聴 方 法：準備が整い次第、日本建築学会 Web サイト｢催し物・公募｣欄へ視聴用 URL を掲載

いたします。 
全国審査員：委員長 乾久美子（乾久美子建築設計事務所取締役） 
      委 員 金野千恵（teco 主宰） 
          佐藤淳哉（長岡造形大学准教授） 
          末光弘和（九州大学准教授） 
          仲 俊治（仲建築設計スタジオ代表取締役） 
          林 立也（千葉大学准教授） 
          松田貢治（三菱地所設計 TOKYO TORCH 設計室長） 
 

プログラム： 

13:00～14:45 全国入選作品のプレゼンテーション 12 作品×各 8 分間（発表 4 分、質疑 4 分） 

15:00～17:00 審査（最優秀賞・優秀賞・佳作をそれぞれ決定します。） 

17:00    結果発表・閉会 

以上 

https://www.aij.or.jp/event/list.html


賞 作品名 応募支部 所属

全国入選 北海道 ○ 正会員 坪内 健 北海道大学大学院

正会員 岩佐 樹 北海道大学大学院

正会員 中島 佑太 北海道大学大学院

全国入選 東北 ○ 正会員 熊谷 拓也 日本大学大学院

正会員 中川 晃都 日本大学大学院

正会員 岩崎 琢朗 日本大学大学院

全国入選／ 東北 ○ 準会員 守屋 華那歩 愛知工業大学

タジマ奨励賞 準会員 五十嵐 翔 愛知工業大学

準会員 山口 こころ 愛知工業大学

全国入選 “見えない”が浮き彫りにする輪郭 関東 ○ 正会員 大貫 友瑞 東京藝術大学大学院

正会員 山内 康生 東京理科大学大学院

正会員 王 子潔 東京理科大学大学院

準会員 近藤 舞 東京理科大学

正会員 恒川 紘和 東京理科大学大学院

全国入選／ 東海 ○ 準会員 林 凌大 愛知工業大学

タジマ奨励賞 準会員 西尾 龍人 愛知工業大学

準会員 杉本 玲音 愛知工業大学

準会員 石原 未悠 愛知工業大学

全国入選 庄方用水にかけるまちの小景――水路を利
用した地域福祉の開きかた

北陸 ○ 正会員 江畑 隼也 坂東幸輔建築設計事務所

全国入選 近畿 ○ 正会員 山本 晃城 大阪工業大学大学院

正会員 福本 純也 大阪工業大学大学院

準会員 小林 美穂 大阪工業大学

準会員 亀山 拓海 大阪工業大学

準会員 信木 嶺吾 大阪工業大学

準会員 河野 仁哉 大阪工業大学

全国入選／ 近畿 ○ 準会員 若槻 瑠実 広島大学

タジマ奨励賞 準会員 中野 瑞希 広島大学

全国入選 中国 ○ 正会員 鈴木 滉一 神戸大学大学院

正会員 生田 海斗 京都工芸繊維大学大学院

全国入選／ 徘徊病棟 中国 ○ 準会員 宮地 栄吾 広島工業大学

タジマ奨励賞 準会員 片山 萌衣 広島工業大学

準会員 田村 真那斗 広島工業大学

準会員 藤巻 太一 広島工業大学

全国入選 九州 ○ 正会員 上村 理奈 熊本大学大学院

正会員 大本 裕也 熊本大学大学院
正会員 Tsogtsaikhan Tengisbold 熊本大学大学院

全国入選 移動販売舎の軌跡 九州 ○ 正会員 福島 早瑛 熊本大学大学院

正会員 菅野 祥 熊本大学大学院
正会員 Zaki Aqila 熊本大学大学院

タジマ奨励賞 関東 ○ 準会員 永嶋 太一 愛知工業大学

準会員 此島 滉 愛知工業大学

準会員 水谷 美祐 愛知工業大学

タジマ奨励賞 地域住民の自律による新たな価値観の創出 関東 ○ 準会員 伊藤 稚菜 愛知工業大学

準会員 山村 由奈 愛知工業大学

準会員 市原 佳奈 愛知工業大学

タジマ奨励賞 東海 ○ 準会員 河内 駿 愛知工業大学

準会員 一柳 奏匡 愛知工業大学

準会員 山田 珠莉 愛知工業大学

準会員 袴田 美弥子 愛知工業大学

準会員 青山 みずほ 愛知工業大学

タジマ奨励賞 東海 ○ 準会員 大薮 聖也 愛知工業大学

準会員 五十嵐 友雅 愛知工業大学

準会員 出口 文音 愛知工業大学

タジマ奨励賞 コセイノマチ 東海 ○ 準会員 平邑 颯馬 愛知工業大学

準会員 神山 なごみ 愛知工業大学

準会員 原 悠馬 愛知工業大学

準会員 赤井 柚果里 愛知工業大学

タジマ奨励賞 日常×日常×日常 九州 ○ 準会員 瀬山 華子 熊本大学

準会員 北野 真凜 熊本大学

準会員 古井 悠介 熊本大学

＊２：タジマ奨励賞は、田島ルーフィング㈱、㈱タジマから、タジマグループ創業70周年を記念して寄せられた寄金をもとに1989年に設置された「建築教
　　　育振興基金（タジマ基金）」により、支部入選作品の中から、準会員（学部生）の個人またはグループを対象に10件以内の優れた作品を表彰するも
　　　のです。
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全国入選者*1・タジマ奨励賞*2 受賞者一覧

＊１：全国二次審査会にて、全国入選作品の中から最優秀賞・優秀賞・佳作を決定します。

職と住のグラデーション

FOOD JUNKtion――まちのフードギャップ
を解決する「食の福祉施設」

※掲載順不同

制作者 （◯印は代表者）

古き民の家――持家福祉制度を古民家に転
用するまちづくり

地域の共生社会圏――地域住民の自給生活
による幸福の再考

IBASHO STATION――車上生活ケアから始ま
るインクルーシブな道の駅

へっこみ○○○のバスまち開き――バス停
から始まるまち開きシステム

40-120cmの世界から――アグリテクチャー
×身体障がい者の可能性

「学」を核とした地域コミュニティの再生――学
びによる人間形成の再考

みずばたくらし――水郷からひろがる福祉
の輪

未然福祉――日常から福祉に介入するまち
づくり

泥みとうつろい――ため池を介した共同体
によるつくりながら住むまち
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