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まちづくりの核として福祉を考える

全国審査は、各支部に応募された300 作品のなかから選ば

れた支部入選65作品を対象に行われた。
1次審査（7月28日）は、全国入選候補12作品のノミネート
とタジマ奨励賞10作品を選考した。
2 次審査会（9月15日）は、オンライン（Zoom）にて開催し、
一般聴講者向けに YouTube 配信を行った。
各賞は、ノミネート12作品のプレゼンテーションが行わ
れたのち、白熱した審査が行われ、決定した。
全国審査会（敬称略）
審査委員長

乾久美子（横浜国立大学大学院 Y-GSA 教授／乾久美

審査員

金野千恵（teco 主宰／京都工芸繊維大学特任准教授）

子建築設計事務所取締役）

佐藤淳哉（長岡造形大学教授）
末光弘和（九州大学大学院准教授 /SUEP. 主宰）
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）

全国入選者
［最優秀賞］
・ 関東支部

大貫友瑞

ほか4名

［最優秀賞／タジマ奨励賞］
林凌大

ほか3名

・ 東北支部

熊谷拓也

ほか2名

・ 北陸支部

江畑隼也

・ 九州支部

上村理奈

・ 九州支部

福島早瑛

・ 東海支部
［優秀賞］

ほか2名
ほか2名

審査総評
応募作品によって障害の対象が多岐にわたる福祉を取り扱
うことは、これまでのような計画学的な視点でいえば、単
純な比較をすることが難しいと感じた。しかし、
「まちづく
りの核」というテーマを掲げ、具体的な場所があってはじ
めて可能となる福祉を考えることで、結果として、障害特
性にかかわることなく、福祉そのものの可能性を捉えなが
ら提案を比較することができた。以下の受賞した作品を中
心に、福祉をひらくことで見えてくる世界を議論したので
はないだろうか。
最優秀賞となった「“ 見えない ” が浮き彫りにする輪郭」
は北区王子のまちなみを、中途視覚障害者にとっての訓練
の場ととらえなおすものであった。まちなみの観察を障害
者の視点を通して丁寧に行い、障害にあわせて生み出した
空間を注意深く挿入することで、障害者にとっても、健常
者にとっても魅力のあるエリアを生み出すというものであっ
た。同じく最優秀賞となった「古き民の家」はリバースモー
ゲージを参考にしながら、高齢者福祉と古民家の活用を同
時に達成する仕組みを構築している。実在する古民家から
考えることで、充実した提案に至ることができたのだと感
じた。
「へっこみ○○○のバスまち開き」は、面積ボーナスと商
業的な価値を見出されたユニバーサルデザインによって、ま
ち全体を自然に福祉的な配慮に満ちたものへと変化させて
「庄方用水にかけるまちの小景」は、
いくことが提案された。
水路の周辺の地域の人々の振る舞いに福祉施設をひらく
きっかけを期待するもので、まちなみを福祉を通して新し
「40
く使いなおしていくという設定に説得力があった。
120cm の世界から」は、オフィスビルをバリアフリーに対
応をした植物工場へ変える提案である。オフィスビル街を
都市型農業と障害をもつ人々によって使いなおしていくと
いう設定が、近代都市批判にもなっている提案であった。
「移動販売舎の軌跡」は、移動販売車にとってのノードのあ
り方を提案したものである。移動販売という個人の活動を
ネットワーク化し、物流に変化を起こすことに可能性を感
じた。
（審査委員長

乾久美子）

［佳作］
・ 北海道支部 坪内健
・ 近畿支部

山本晃城

・ 中国支部

鈴木滉一

ほか2名
ほか5名
ほか1名

［佳作／タジマ奨励賞］
・ 東北支部

守屋華那歩 ほか2名

・ 近畿支部

若槻瑠実

・ 中国支部

宮地栄吾

ほか1名
ほか3名

［タジマ奨励賞］
・ 関東支部

永嶋太一

・ 関東支部

伊藤稚菜

・ 東海支部

河内駿

・ 東海支部

大薮聖也

・ 東海支部

平邑颯馬

・ 九州支部

瀬山華子

ほか2名
ほか2名
ほか4名
ほか2名
ほか3名
ほか2名

054

最優秀賞

見えない が浮き彫りにする輪郭
大貫友瑞（東京藝術大学）、山内康生（東京理科大学）、
王子潔（同）、近藤舞（同）、恒川紘和（同）

中途視覚障害者にとっては視覚のない生活に慣れる期間と
トレーニングが必要である。王子の街に生活拠点となる寮
や実習のできる施設を点在させ、そしてそれらを結ぶルー
トには建築的操作によって顕在化された「街のカケラ」が配
される計画である。
配された都市装置は中途視覚障害者のためであると同時
に、そうでない人々へも「街の解像度」を上げる効果が期待
され、それにより街、障害者の存在を再認識させてくれる
作品となっている。
（佐藤淳哉）
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最優秀賞／タジマ奨励賞

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

林凌大（愛知工業大学）、西尾龍人（同）、杉本玲音（同）、
石原未悠（同）

高齢社会における居住福祉を再考し、血縁だけでは解決で
きないという状況分析のもと、社会的な役割を担う空間と
して古民家を再生することにより、まちの再生にも寄与さ
せようとする提案である。減築を伴った境界の居場所化に
より、風通しの良い中に小さな居場所をたくさん含んだ建
築になっている。三層にわたる地域社会への関わりや自治
的組織の提案など、建築から福祉を考える可能性が凝縮さ
れたものとして高く評価した。
（仲俊治）

056

優秀賞

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

熊谷拓也（日本大学）、中川晃都（同）、岩崎琢朗（同）

本提案は、小さな試みの連鎖で社会の中に大きな変化を生
み出す可能性に満ちている。人が必然的に利用し、集まる
結節点であるバス停に面した建物の1 階部分をセットバッ
クし、そこに広義の福祉機能を与える。本来、商業的な価
値の高いグラウンドレベルを開放する代わりに、容積ボー
ナスというインセンティブを与えてそれを促進するという
アイデアは、まちを開いて、社会全体で問題を解決する、さ
さやかで大きなアイデアだと言える。
（末光弘和）

優秀賞

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

江畑隼也（坂東幸輔建築設計事務所）

寺とまちを隔ててきた用水の空間的構造と、福祉の担い手
不足や制度による人の区分といった福祉の制度的構造。現
代においてこの二つの構造が生んでいる不調和を、空間の
提案により解消する試みである。ミセや雁木といった文化
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的な設えに学びながら、既存の長屋や敷地のもつ条件を踏
まえて親水空間を計画し、そこへ制度外にある人々を受け
入れる居場所を展開することで、多様な活動を包摂する風
通しの良い風景を実現した作品である。
（金野千恵）

優秀賞

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

―

上村理奈（熊本大学）、大本裕也（同）、
Tsogtsaikhan Tengisbold（同）

テレワークが増え、都心のオフィスビルに満員電車で通勤
すること自体の意味が見直されているなか、都心部の膨大
なオフィスが空いてくるのは必須である。一方で、障害者
にとってみると、通常の農業は重労働でなかなか従事する
ことが困難であるため、バリアフリーに作られているオフィ
スビルは、活動に適しており、そこを障害者による農業空
間にリノベーションさせてしまうという、ある種の合理性
から紡がれた斬新なアイデアである。
（末光弘和）

優秀賞

移動販売舎の軌跡
福島早瑛（熊本大学）、菅野祥（同）、Zaki Aqila（同）

福祉とはサービスを提供するシステムである。世間一般で
はそのように捉えられている。そこに空間概念はない。こ
の提案のユニークなところは、サービスを提供するもの＝
つなぐもののデザインとともに、つなげられるもののデザ
インをセットで行った点である。モビリティのデザインと
ともに、それが滞留する拠点の建築を一体的にデザインし
ている。ここに建築デザインから福祉を考えることの可能
性がある。それは、まちづくりや風景への関与である。
（仲俊治）

058

佳作

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

坪内健（北海道大学）、岩佐樹（同）、中島佑太（同）

コロナ禍のいま、仕事や住まいを失い、道の駅の駐車場の
片隅で、車で寝泊まりする人々が増えていることに着目し
た提案である。明確に分離された駐車スペースと建物を、モ
ザイク状に分棟配置しなおすことで敷地の裏をなくし、車
上生活者に再び社会との接点を生み出している。また、大
小スケールの屋外空間は、用途に限定されずさまざまな属
性の利用者の活動を促すとともに、地域ごとの特性にも対
応できる拡張性を感じさせてくれた。
（松田貢治）

佳作

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
―

山本晃城（大阪工業大学）、福本純也（同）、小林美穂（同）、
亀山拓海（同）、信木嶺吾（同）、河野仁哉（同）

この計画は、地域の人々が協働して自然環境を世話するこ
とが、この地域におけるケアの風景を創るという、言葉の
本質を問う提案である。ケアの相互関係を、従前の人と人
ではなく、人と環境に見出し、季節による仕事、祭り、採
取した資源による活動に至るまで、一年で変化するケアと
風景がともに組み立てられている。この地の文化的な営み
を取り戻すプロセスを通して、空間や制度の隔たりを越え、
美しく力強いケアの風景を構築した提案である。
（金野千恵）

佳作

FOOD JUNKtion

まちのフードギャップを解決する
「食の福祉施設」
―
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鈴木滉一（神戸大学）、生田海斗（京都工芸繊維大学）

近年、日本でもこども食堂などの社会サービスが広がりつ

つある。本作品は、一次産業が盛んな広島県廿日市市を対
象とし、食料供給地に付随するフードロスの活用により、
フードギャップの解消を目指した施設の提案である。施設
は沿岸部、住宅地、山間部の3 地域で計画され、それぞれ
周辺環境や人・食料の流れを緻密に検討している点が高く
評価された。フードロスや食事等の需給バランスが定量的
に示されることで、より現実味の高い提案へとつながるで
あろう。
（林立也）

059

佳作／タジマ奨励賞

未然福祉
―

日常から福祉に介入するまちづくり

守屋華那歩（愛知工業大学）、五十嵐翔（同）、
山口こころ（同）

「制度に頼る福祉を地域社会に戻す」ときに何が必要になる

だろうか。ここでは日常生活のなかで衣と食に絞り、ごく
自然に行われそうな地域内循環を具体的に描いている。そ
して、団地の中のポジションもいい。1 階での活動が上階
にどのように波及されるべきか、描ききれていない印象も
手伝って、やや踏み込み不足に映ったが、
「未然福祉」とい
う概念がもつ可能性を示した提案である。
（仲俊治）

佳作／タジマ奨励賞

職と住のグラデーション
若槻瑠実（広島大学）、中野瑞希（同）

兵庫県西脇市の木造アーケード建築 旭マーケットを舞台に、
職住近接の暮らしを再生することで、社会と隔絶しがちな
福祉施設の新たなあり方を提案している。印象的なのは随
所に用いられた地場産の播州織。揺れる・めくるといった
変幻自在な布が、利用者相互の日常を見える化し、
「気付

き」として与えることで、公と私がグラデーションのよう
につながる場所に生まれ変わる点が興味深い。まちおこし
の核として福祉が果たす力にも共感させられた。
（松田貢治）

佳作／タジマ奨励賞

徘徊病棟
宮地栄吾（広島工業大学）、片山萌衣（同）、
田村真那斗（同）、藤巻太一（同）

超高齢化人口減少社会である日本において、過疎地域が抱
える問題は多い。本作品は、瀬戸内海の島にある小さな集
落を、集落ごと認知症患者の回復期病棟として位置づけ、空
き家活用と高齢者就労により認知症患者を見守るという提
案である。インパクトのあるタイトルは評価が分かれると
ころであったが、コンセプトとその表現は一様に高く評価
された。町全体 を 一 つの 病棟 として 機能分散 し、従来 は
「是」とされない徘徊を、互助の精神で積極的に見守るとい
う視点は応用展開の可能性を感じる。
（林立也）

060

タジマ奨励賞

「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

永嶋太一（愛知工業大学）、此島滉（同）、水谷美祐（同）

本作品が再生の対象とした八千代台団地は「住宅団地発祥
の地」といわれているが、他の団地同様に世代交代が進ま
ず、高齢化と空き家問題に曝されている。本作品は、この
八千代台団地に「学び」の場を組み込むことで、地域住民と
団地住民の対話を誘発し、人々の自律を促す提案である。
団地再生の提案自体はありふれているが、多様な人物像の
想定や住戸ユニットの解体による多様な学びの場の創出を
高い次元で成立させていた点が評価された。
（林立也）

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
伊藤稚菜（愛知工業大学）、山村由奈（同）、市原佳奈（同）

再開発に取り残された下町において廃工場、空き家、廃校
を活用し、人福祉と環境福祉の観点で各々が相互作用しつ
つ自律的に循環することを目指した地区再生提案である。
なかでも廃校を堤防化し、拡大した堤内地を農園化する試
みは、現実化は難しいものの、地区のポテンシャルである
川の存在が地区そのものへ開いていく提案となっている点
は評価できる。丁寧な個々の提案の全体像が整理されれば
更に訴求力のあるものとなるだろう。
（佐藤淳哉）

タジマ奨励賞
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みずばたくらし
―

水郷からひろがる福祉の輪

河内駿（愛知工業大学）、一柳奏匡（同）、山田珠莉（同）、
袴田美弥子（同）、青山みずほ（同）

本作品は、中津川の自然豊かな地域に、水を中心としたコ
ミュニティを復元し、水郷としての新しい福祉のネットワー
クをつくり出そうという提案である。大屋根の下の水路は、
町の中を循環し、水を媒体としたさまざまな交流が行われ
るという一種の共同体のデザインである。福祉という難し
い課題に対して、このような資源を媒体とする交流によっ
てそれを下支えしようという発想は、的を射ており、その
イメージも大変美しいものであった。
（末光弘和）

タジマ奨励賞

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

大薮聖也（愛知工業大学）、五十嵐友雅（同）、
出口文音（同）

現代においては「働く」という言葉の意味が拡大しているが、
この提案では、自らの暮らしを創造的にする、安心な食物
を育てる、生きがいを見つける、などを含む言葉として想
定されている。これまで働き手とされなかった人々の空間
を、地域の廃工場や空き家といった増加する建物ストック
と掛け合わせ、新しい働き方や資源の循環を生む計画であ
り、福祉の視点を通して現代の働き方とその先にある幸せ
の再考を促す、示唆に富む作品といえる。
（金野千恵）

タジマ奨励賞

コセイノマチ
平邑颯馬（愛知工業大学）、神山なごみ（同）、原悠馬（同）、
赤井柚果里（同）

ささしまライブの隣で忘れられた高架下を対象に、障害者
の「コセイ」を尊重しながら既存の福祉カテゴリーを超えた
つながりを生み出す提案である。福祉をとりまく社会背景
の丁寧な読み解き、サドベリー・スクール教育にヒントを
得た自主活動の場の提供には、福祉の既成概念を超えよう
とする力を感じる。原風景のコンテナをモジュールとした
配置が生み出す余白のあり方には、より周辺と応答できる
可能性もあったかもしれない。
（松田貢治）

タジマ奨励賞

日常×日常×日常
瀬山華子（熊本大学）、北野真凜（同）、古井悠介（同）

特別支援教育を受ける子は安全性の理由で施設に囲われる。
それは過疎化・空き家の増加で生活感が家屋内に潜む町の
気配とパラレルである。本作品では、熊本県八代市の漁師
町でその両者の閉塞感を開く試みが提案されている。
町の空き家の減築による廃材活用の屋根をシェアし、放
課後デイサービスの見守りを町全体で行う。その緩やかな
日常の提案は、施す・施されるといった概念を超え、子ど
もたちと住人の生活感が町に溶け出す姿を描きだす。
（佐藤淳哉）
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支部入選

北海道支部

藤本奈々（同）

・岩澤浩一（北海道科学大学）
池田流風（同）

北陸支部

原辰徳（同）

・平沢圭祐（東京理科大学）

・猪股航平（室蘭工業大学）

村木駿斗（同）

中村極（同）

秋吉海治（同）

伊藤健生（同）

小村龍平（同）

大西将貴（同）

・小林颯汰（新潟大学）
坂爪拓未（同）

東北支部

岩田冴（同）
前田隆成（同）

宮西夏里武（同）

三宅真由佳（同）

田中優衣（同）
・今野琢音（信州大学）
酒向正都（同）

坂本慶太（同）
・藤田真衣（熊本大学）
山本航（同）
大井美緒（同）

大坪篤貴（同）

近畿支部

岩村晃志（同）

・山口真奈美（大阪工業大学）

・村木悠乃（熊本大学）
川端巧己（同）
末永美帆（同）

関東支部

中本昂佑（同）

・青戸優二（熊本大学）

・藤田大輝（日本大学）

牟礼花恵（同）

江村進太郎（同）

石井健成（工学院大学）

足立優太（同）

黒田尚幹（同）

川村泰雅（同）

渡辺真理恵（日本大学）

林晃希（同）

・木下惇（日本大学）
井山智裕（同）
荻野汐香（同）
・益山直貴（前橋工科大学）
佐藤直輝（同）
・伺村滉一郎（東京理科大学）

上田彬人（同）
・古角虎之介（日本大学）
小山田駿志（同）

田口正法（同）
・宮里稔也（熊本大学）
本田勇翔（同）
・簗瀬雄己（熊本大学）
舛友飛斗（同）
・有冨魁（日本文理大学）

福田晃平（同）

中西涼太（同）

高橋朋（同）

長野永太郎（同）

・幸田梓（神戸大学）

柳田健登（同）

高瀬暁大（同）

高坂啓太（同）

山内将暉（同）

堀江欣司（同）

・谷口賛（三重大学）

山田隆介（同）

・蒲田峻大（神戸大学）

・石黒翔也（早稲田大学）
原田秀太郎（同）
山本拓海（同）
・上野将輝（東京理科大学）

篠山航大（同）
呉聞達（同）
長田遥哉（同）
・幸永幹真（滋賀県立大学）

塚本千佳（同）

芦澤竜一（同）

緑川純麗（同）

山口裕也（同）

高橋駿太（同）

澤田敦希（同）

秋本凜（同）
・井本圭亮（九州大学）

小林優希（同）
・前田稜太（神戸大学）

伊賀屋幹太（同）

大西健太（同）

濱﨑拳介（同）

福原草雅（同）

・松本玖留光（早稲田大学）

八木和（同）

・谷本優斗（神奈川大学）
林眞太朗（同）

中国支部

井口翔太（同）

・瀧下裕治（近畿大学）

林淳平（同）

岩間創吉（同）
三谷啓人（同）

東海支部

・山下正太郎（広島大学）

建築雑誌

・原裕貴（名城大学）

田口湧力（同）

村上凜貴（同）

嶋田駿斗（同）
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林稜梧（同）
内田翔太（同）
・瀧澤幹人（千葉大学）

賈剣飛（同）
・吉田英亜（大阪大学）
井内光（同）

中島宏徳（三重大学）

・國井奏（広島大学）

・中村茉生（名古屋大学）

高田愛梨（同）

中西杏樹（同）
友定稜太（同）

山本千結（同）
・安部良（安部良アトリエ一級建築士事務所）

濱口優介（同）
・園山遥穂（早稲田大学）
小久保美波（同）
上甲勇之介（同）
・横田勇樹（名古屋大学）
勝満智子（同）

063

田中由愛（同）
・玉木蒼乃（熊本大学）

・恒川日和（京都市立芸術大学）

高永賢也（同）
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髙﨑拓海（同）

・古内一成（武蔵野美術大学）

穗積佳子（同）

2
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植山ふみ乃（同）

・井上泰地（京都大学）

・阪口元貴（立命館大学）
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・元野真衣子（鹿児島大学）

・糸岡未来（信州大学）

桶澤舞美（愛知工業大学）
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九州支部
・郡司颯（大分大学）

・井野雄太（名古屋大学）

四国支部
・関亮太（日本大学）
田畑輝（同）
中泉拓己（同）
川内俊太朗（同）
西辻優世（同）

新時代のレジリエント建築・都市

年度日本建築学会技術部門設計競技
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主催

企画運営委員会 レジリエント建築タスクフォース

主旨
レジリエンスとは「厳しい環境変化を乗り越えるしなやか
な力」であり、昨今さまざまな大規模災害に見舞われる我
が国の地域社会において、災害から命を守ると同時に被災
から速やかに回復することのできる建築や都市が切実に求
められている。2011 年の東日本大震災以降、学術や行政、
産業・ビジネスなどの分野においてレジリエンスという言
葉が重要なキーワードとして語られるようになったが、生
態学において「粘り強さとしなやかさ」を意味する概念とし
てはじまったこの言葉は、災害や気候変動、システム工学
などの分野においても用いられ、予測不能なリスクや危機
に対してサステナブルな環境をいかに実現していくかを問
う、現代的な課題であるといえる。例えば建築において、レ
ジリエンスを地震災害時の建物の機能維持・回復性能を測
る指標として捉えるなら、ロバストネス（頑健性）やリダン
ダンシー（冗長性）、リソースフルネス（臨機応変さ）、ラピディ
ティ（即時対応力）などが深く関連してくるであろう。
また、2020年はじめより世界中に大流行した新型コロナ
ウイルス感染症は、地球上の至るところで都市経済活動を
停止に追い込み、私たちの社会生活にも甚大な影響を及ぼ
すこととなった。人が集まり暮らすことによって成り立つ
都市と社会、そして経済活動において、私たちは働き方や
コミュニケーションのあり方をはじめとして、さまざまな
生活様式の変化を強いられるようになっている。新しい生
活様式「ニューノーマル」は、今後の都市や建築のあり方に
も変化を及ぼしていくことになるであろう。
幾重にも重なり合うリスクや危機と向き合いながら、持
続可能な社会を実現していくために求められる新時代のレ
ジリエント建築・都市の提案を期待したい。
募集内容

（1）災害に対する BCP の観点から建物の機能維持・回復（レ
ジリエンス）性能の向上に対する創造的な建築の提案。

（2）災害には地震・台風、豪雨による水害・土砂災害など

の自然災害のほか、停電やテロ、新型コロナウイルス
感染症の流行なども含む。また、災害時や災害後だけ
ではなく、未然に災害を防ぐような提案も可とする。
（3）建築とその周辺の都市空間を含んだ提案も可とする。ま
た構造・環境設備・情報など多様な分野からの提案を
求める。
（4）建物の規模、施設の配置や構成は提案者の想定による。
新築の提案、既存の建物の改修いずれの想定も可とする。
審査員（敬称略、五十音順）

委員長 牧 紀男（京都大学／レジリエント建築タスクフォース主査）

委員

朝川 剛（東京電機大学）
槻橋 修（神戸大学）

西嶋一欽（京都大学）
西本篤史（日建設計）

堀江 啓（MS＆ AD インターリスク総研）

増田幸宏（芝浦工業大学）

選考経過報告

応募は40作品あり、書類不備の1件を不採択とした後、39
作品を審査対象とした。

（1）第一次審査

第一次審査会を6 月 15 日にオンラインで行った。二次審査
の対象となる入選候補を選定するため、事前に全審査員 7
名が以下の8 項目について全作品の評価を行ったうえ、各
審査員が10作品を選ぶ第1回投票を行った。満票7票に対し
て5 票および4 票を獲得した6 作品をまず入選候補とした。
次に、3票を獲得した6作品と、2票以下の27作品のうち協
議により優れていると判断した1作品を加えた計7作品に対
して、各自 3 作品を選ぶ第 2 回投票を行った。この結果、4
票以上を獲得した2 作品と、3 票を獲得した2 作品のうち協
議により1 作品を選び加えた計 3 作品を選出し、合計 9 作品
を入選候補とした。
①ロバストネス（頑健性）
②リダンダンシー（冗長性）
③リソースフルネス（臨機応変さ）
④ラピディティ（即時対応力）
⑤回復性能向上に対する創造的建築
⑥災害の設定と提案の質
⑦構造・環境設備・情報など分野の多様性
⑧建築プロジェクトとしての評価
（2）第二次審査
第二次審査会を7 月 22 日にオンラインで行った。審査員・
応募者ともオンラインで審査会に参加した。第一次審査で
選ばれた 9 作品について、応募者による 7 分間のプレゼン
テーションと8 分間の質疑応答によるヒアリング審査を実
施した。これを受けて議論した後、全審査員7名が9作品に
対してそれぞれ5点満点で評価（第1回投票）を行い、29・28・
26・24・23・23点を獲得した6作品を最優秀賞・優秀賞候
補とした。最後に、これら6作品について各自1作品を選ぶ
第2回投票を行い、4票を獲得した作品（1回目29点）を最優秀
賞、2票（1回目28点）および1票（1回目26点）を獲得した作品を
優秀賞に決定し、そのほかの6作品を佳作とした。
総評

新型コロナウイルス感染症の影響が1 年以上にわたって続
いている。感染拡大を完全に防ぐことは難しく、社会活動
レベルを調整しながら、なんとかコロナと付き合ってきて
いる。レジリエンスという言葉はもともと、教育学や生態
学の分野で使われてきた用語で、外乱と上手く付き合って
いく、しなやかに対応していく、という意味である。どれ
だけ上手く、ということは抜きにして、我々は、コロナに
対してレジリエントに対応している。自然災害や気候変動
だけでなく、新型感染症、テロも含んださまざまなハザー
ドをターゲットとしたレジリエントな建築・都市の提案を
求めたのが本設計競技の課題である。
最優秀賞となったのは「街巡る防災の姿―山車と防災
コインを媒介とした暮らし分散システムの提案」。本案は、
災害前には耐震診断や防災マップ作製という抵抗力を高め
るための仕組みとして、被災後は避難・仮すまい生活や復
旧を支える機能を担う山車が、まちのレジリエンスを高め
ていくという提案である。山車や「おひねり」といった伝統
的な祭りの道具立てを最先端のデジタル技術を組み合わせ
て利用している点、また災害前、発災直後〜3 年後という
時間軸で具体的かつ適切な利用方法を示すなど、バランス
のよい提案となっている。
優秀賞となったのは「都市の方舟―災害と共に成長す
「BLACK SWAN ＋ GRAY RHINO ―廃校をモデ
る建築」
「都市
ルケースとした持続的なレジリエンス向上の提案」。
の方舟」はレジリエントな構造体の提案である。水で「浮上
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する」メカニズムをもっており、水害時にもフロアは水上
に出て、使い続けることができる。技術的な検討も丁寧に
された提案であるが、さらに面白いのは「浮上したこと」が
記憶されていく仕組みをもっていることである。一度被災
すると浮上した位置でスラブが固定され、被災経験が建物
に刻まれていく。容積率をどう考えるのかといった現実的
な問題は残るが、災害時にも利用可能なだけではなく、防
災教育にも利用できるレジリエントな建築提案となってい
る。もう一つの「BLACK SWAN ＋ GRAY RHINO」は、自然
災害に加え少子化リスクも対象としている。建築デザイン
には検討の余地が残されているが、実現化・運営プロセス
も含めて検討されており、実現させたいような企画提案と
なっている。少子化により廃校となる学校を、住民・企業・
大学が集う地域活性化の核、地域の被災時の拠点として整
備するものである。地震・火災・水害に対して強い建築と
すると同時に、災害時にも水・電気が使えるインフラ・コ
アとして機能を備えている点、特に外壁は耐震化・貯水・
発電という3つの機能を一度に担う計画となっており、抵抗
力＋回復力を兼ね備えたレジリエントな施設提案となって
いる。
最優秀賞・優秀賞のような、まちの仕組み、構造体メカ
ニズム、建築企画についての提案に加えて、水害・地震・
火災に対する防災まちづくり提案、災害に強いライフライ
ン ･ システムをもつスマート都市の提案が多くみられた。一

提案名
最優秀賞

街巡る防災の姿

山車と防災コインを媒介とした
暮らし分散システムの提案
―

優秀賞

都市の方舟

災害と共に成長する建築

―

BLACK SWAN ＋ GRAY RHINO

廃校をモデルケースとした持続的な
レジリエンス向上の提案
―

建築雑誌
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佳作

つなぎあわせ

ご近所さんと育む避難所風景

―

トランスポータブルシティ

グリーンコリドー×モバイルインフィルで
実現するレジリエント建築・都市
―

農知による水災害レジリエント建築

びわこ湖畔の農業振興と遊水・避難機能を
兼ね備えたインフラ建築の提案
―

方、気候変動や津波に備えた土地利用計画のような提案は

案外少なかった。入選作とはならなかったが、東日本大震

災の復興で課題となった防潮堤を扱った提案もあった。ま
た、現在の課題に取り組む現実的な提案が多かったが、近
［佳作］
）もあり興
未来の姿を描いたもの（例えば「空への眼差し」
味深かった。コロナ・テロといった自然災害だけでなくさ
まざまな外乱に対しての提案も求めたのだが、真正面から
感染症やテロ、さらには海面上昇といった課題に取り組ん
だものは少なかった。世界的に見るとテロ・海面上昇は都
市・建築を考える際の重要なリスク要素となっており、従
来の自然災害以外への拡がりがあまりみられなかったこと
は残念であった。
レジリエントという概念は、被災することもあるが、な
んとか外乱に対応していくという考え方である。今回の提
案では、被害を受けないようにする提案に加えて、被災直
後から復旧・復興までを見据えた建築・都市のさまざまな
提案がされている。また構造体だけでなく、インフラ機能
も守るべき対象とした提案が行われた。しかし、ほとんど
の提案は、自分はヒーローのように生き残るストーリーと
なっている。モノをつくる側にとっては「つらい」ことでは
あるが、レジリエンスということの意味を考えると、自ら
も壊れ、そこから立ち直っていくという視点がもう少しあっ
てもよかったと考える。
（審査委員長

牧紀男）

提案者
増田陽輔・佐藤彰・中野舞・都築弘政・竹中祐人・奥浩・
江莱（清水建設）
谷翼（大成建設技術センター）、
浅野剛史・松本健一郎・丸山智也（大成建設）
長澤怜・鈴木史佳・髙安結子・宮倉周平・新野将平・
深町駿平（清水建設）
岡田大志（滋賀県立大学大学院）、芦澤竜一（滋賀県立大学）、
川畑太輝・黒木一輝（滋賀県立大学大学院）、
野崎陸大・村上龍紀（滋賀県立大学）
川崎泰之・買手正浩・野島僚子・石田武・平賀順也・
前山倫子（大成建設）、
池畠由華・鈴木達朗（大成建設技術センター）
傍島靖葉（立命館大学大学院）、武田史朗（千葉大学）、
阿部俊彦（立命館大学）

空への眼差し

染谷孟行・小嶋一輝・稲葉秀行・野崎紘平・五寶智美・
遠藤由貴・巽祐一（清水建設）

イツモガイザ

津田加奈子・山本俊司（竹中工務店）

コミュニティの靱性を高める小さな建築

―

連担するハナレ

レジリエンスを持つ新しい境界や残余地の在り方の提案

―

三浦悠介・林眞太朗・菅野麻衣子・城所真緒・
丹羽航平（神奈川大学大学院）

最優秀賞

街巡る防災の姿
山車と防災コインを媒介とした
暮らし分散システムの提案
―

［正会員］増田陽輔（清水建設）、
［正会員］佐藤彰（同）、
［正会員］中野舞（同）、
［正会員］都築弘政（同）、
［正会員］竹中祐人（同）、
［正会員］奥浩（同）、
［正会員］江莱（同）

山車が颯爽とまちなかを巡る姿と、防災コインが行き交うダ

イナミックな軌跡に、レジリエントなコミュニティの生き生
きとした姿が重なって見えてくる提案である。まちを巡る山
車が建物状況の把握や防災マップ作製のためのセンシング・
モニタリング機能、補修のための足場提供、災害復興のため

の各種運搬の役割などを担うことで、山車にまちを守る存在
としての新たな役割を与えるとともに、空き家の地域施設へ
の更新など、平常時と非常時の一体的なシステムデザインに
も成功している。技術部門設計競技としては、最先端の要素
技術が建築・都市にどのように入り込み、人間をどのように
豊かにしていくことができるのか、人間と技術の望ましい関
係の構築という意味では well-being を展望する提案でもある。
防災コインを通じてどのような新しい価値がやりとりされる
ことになるのか、将来の姿を想像することが楽しみになる。
時間経過に伴うレジリエンスの変化が、平面から飛び出す立
体的な表現で提示されているところも魅力的で、新しい方向
へのまちの進化は DX にも関係する。レジリエンスはシステ
ムとして発揮される能力であるという側面がある。幾重もの
工夫とさまざまな要素の有機的な関係性の中にレジリエンス
が宿るのではないかと思う。本案もそのようなことが感じら
れる提案であった。
（増田幸宏）

052

優秀賞

都市の方舟
災害と共に成長する建築

―

［正会員］谷翼（大成建設技術センター）
、
［正会員］浅野剛史（大成建設）、
［正会員］松本健一郎（同）
、
［正会員］丸山智也（同）

日常・災害・復興・対策の各フェーズに柔軟に応じること
ができる建築を複数構築することにより、建築単体だけで
はなく地域全体がレジリエントになることを意図した意欲
的な提案である。
東京都江東 5 区の水害を災害対象とし、近年減少傾向に
あるガソリンスタンドの跡地を敷地として選定することで、
分散配置による周辺住民の避難を容易にし、既存地下ピッ
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トの有効利用も検討されている。
技術面では、床の軽量化を図りつつ、浮力を調整できる
浮体構造を提案し、浮力計算による検証も行われている。
また、浮上発電など非常時を考慮した設備計画も示されて
いる。
さらに、水害が発生して床が浮き上がった年を、そのと
きに浮き上がった床に明示することにより、防災意識を高
める記憶装置としてのモニュメント性も兼ね備えている。
水害時の設備配管等の追従性、水害後の容積率アップ、
さらには水害発生頻度と本提案建築の供用期間の関係など、
実現に向けて解決すべき課題はいくつかあるが、水害対策
の一案として実現化の検討に値する。審査員からは構造も
含めた技術的提案として高い評価を得ており、優秀賞にふ
さわしいと判断された。
（朝川剛）

優秀賞

BLACK SWAN＋GRAY RHINO
廃校をモデルケースとした持続的な
レジリエンス向上の提案
―

［正会員］長澤怜（清水建設）、
［正会員］鈴木史佳（同）、
［正会員］髙安結子（同）、
［正会員］宮倉周平（同）、
［正会員］新野将平（同）、
［正会員］深町駿平（同）

見過ごしがちな社会問題（GRAY RHINO）をおろそかにすると、
予測不可能な大災禍（BLACK SWAN）発生時の回復力が低下

するという考えに基づき、GRAY RHINO の解決のために建
築的取り組みをハードとソフトの両面から提案する作品で
ある。本案は洪水による浸水が予想される地域のコミュニ
ティと廃校を対象としつつ、①建築計画の観点からは、日

常の積み重ねの中でコミュニティ構成員が災害への対処能

力を獲得する仕組み、②構造計画の観点からは、CFRP お

よび吸水ポリマーなどの新素材を用いた躯体レジリエンス
の向上、③設備計画の観点からは、井水や太陽光発電など
を活用したネットワーク型インフラに依存しない設備をそ
れぞれ提案している。さらに、これらを実現するために、平
時においてはまちのビジョン策定と災害対策を計画し、災
害時には災害対策本部として機能する組織体（アーバンデザイ
ンセンター）とその運営方法も提示されており、実現可能性
も高い。平時と災害時の関係性を明確にし、それらを一体
として対処する建築の提案として高く評価できる。ただ、
BLACK SWAN というからには、水害のようないずれ発生
することが予想される災害以外に対しても、提案する建築
がどのように機能するかを示してほしかった。
（西嶋一欽）

054

佳作

つなぎあわせ
ご近所さんと育む避難所風景

―

［正会員］岡田大志（滋賀県立大学大学院）、
［正会員］芦澤竜一（滋賀県立大学）、
［正会員］川畑太輝（滋賀県立大学大学院）、
［正会員］黒木一輝（同）
［準会員］野崎陸大（滋賀県立大学）
、
、
［準会員］村上龍紀（同）

大阪市北区中津の密集した老朽化都市に対し、単に災害に強
い都市をつくるだけでなく、災害対策のために行う建築的操
作が日常時にも効果的に作用し、豊かな都市社会をつくりだ
すことを狙った提案である。レジリエントな都市を災害だけ
でなく、日常時にも復興の形が現れている都市だと位置づけ、
分散型避難を可能とする日常的な空間づくりを志向している。
木密エリアで8戸以上隣接し延焼の被害が最も多い場所を区
画し、区画した街区ごとに一時避難所として機能するシェ
ルターを有するコアと避難タワーを分散的に配置。木密地
域に住む住民が避難時に長期的に生活できる二次的避難場
所を団地エリアに設定し、団地には建築操作を加え、災害
時に機能転換・仮設住居としての仕様を可能としている。こ
のような機能を日常に現れるような共助の形を提案したこ
とが本案のポイントであるが、この共助の形をいかに継続
していくかは大きな課題である。この建築操作により、いか
に新しい住人を呼び込める魅力的な空間をつくるか、という
点にまで視点が及べばよりよい提案となったと考えられる。
（西本篤史）

佳作

トランスポータブルシティ
グリーンコリドー×モバイルインフィルで
実現するレジリエント建築・都市
―

［正会員］川崎泰之（大成建設）、
［正会員］買手正浩（同）、
［正会員］野島僚子（同）、
［正会員］石田武（同）、
［正会員］平賀順也（同）、
［正会員］前山倫子（同）、
［正会員］池畠由華（大成建設技術センター）、
［正会員］鈴木達朗（同）

水害のリスクが高いとされる地区において、立体的な避難が
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可能になるインフラと可搬性のある生活インフィルを導入す

ることによって、地域が浸水しても街の機能ごと退避が可能
なシステムの提案である。荒川と隅田川に挟まれ洪水リスク
が高い千住地区を対象とし、地区を横断する京成線の高架上
空に線状のプラットフォーム「グリーンコリドー」を設置し
て東西の高台への避難路を確保するとともに、プラットフォー
ムを介して緊急避難場所へのインフラを供給する。またプ
ラットフォーム上は、平常時には緑豊かな線状の都市公園と
して地域の新しい風景をつくる。平常時の生活にはユニット
型のモバイルインフィルを普及させ、災害時にはモバイルイ
ンフィルが家財道具やサービス空間ごとグリーンコリドーへ
退避させることができるという仕組み。モバイルインフィル
が地域に普及するための条件や、災害時の避難の迅速性に対
して検討の余地が残るが、水害が予測される地域空間におい
て、都市機能、生活機能の一部を退避させることで地域社会

のレジリエンスを向上させるというアイデアは明快であった。
（槻橋修）

佳作

農知による水災害レジリエント建築
びわこ湖畔の農業振興と遊水・避難機能を
兼ね備えたインフラ建築の提案
―

［正会員］傍島靖葉（立命館大学大学院）、
［正会員］武田史朗（千葉大学）、
［正会員］阿部俊彦（立命館大学）

日本各地を襲う水災害に対して、水を拒絶するのではなく
水を受け入れる治水整備を伴った環境の提案である。特に

水と密接な関わりを持ってきた我が国の農業の知恵を導入
して、大規模な遊水エリアを伴った新しい農業の拠点を提
案している。敷地は琵琶湖に面し、東の伊吹山地に降った
雨が流れ込む田園地帯である。
後継者不足により担い手のいなくなった地域に新しい就
農者を招き入れ、育成・情報発信していくための施設と、こ
の地に残る希少な生態系を保護し、再生するランドスケー
プを提案している。鉄道の高架線路につながるように配置
された拠点施設は、災害時には1 階部分に水を引き入れ遊
水機能を果たすと同時に、屋根づたいに高架の鉄道駅まで
避難するルートを確保する。田園と建物が融合する美しい
ランドスケープデザインが評価されたが、災害時に水没さ
せるべく設計された1 階部分の利用イメージに疑問点が残
るとともに、地域の遊水機能で恩恵を受けることになる下
流地域との連携のあり方についてさらに検討することで、提
案のリアリティが深まると思われた。
（槻橋修）

佳作

空への眼差し
［正会員］染谷孟行（清水建設）、
［正会員］小嶋一輝（同）、
［正会員］稲葉秀行（同）、
［正会員］野崎紘平（同）、
［正会員］五寶智美（同）、
［正会員］遠藤由貴（同）、
［正会員］巽祐一（同）

空域を新たなインフラとして活用することにより、災害時

でも地上のインフラ麻痺の影響を受けずに、必要なエネル
ギーや機能を提供し続けられるような立体建築群・都市を
提案するものである。地上に頼らない設備システムは、電
気、H2（水素）、水、熱、交通の5種類のシャフトで構成され、
シャフト自体を構造体として利用することにより、空中に
建物・都市をとどめるような仕組みである。また、空中の
光、風、空気、水、熱を効率よくエネルギー変換して取り
込み、災害時には周囲の復旧拠点としても機能する。水素・
電気自動車、EV ヘリ、ドローンなどの次世代モビリティに
よる移動・物流手段や、新たなコミュニティ空間の創出な
ども提案に盛り込まれている。現実的な考え方にとらわれず
に、レジリエントでサステナブルな未来都市を創造しようと
したアイデアは斬新であった。地上の既存インフラとの二重
化や多数のシャフトの配置により冗長性をもたせているが、
シャフト自体を地上から切り離しきれなかったことから生じ
るリスクへの対応や、構造物としての建築の可能性について
も検討がなされれば、より素晴らしい提案になったであろう。
（堀江啓）

056

佳作

イツモガイザ
コミュニティの靱性を高める小さな建築

―

［正会員］津田加奈子（竹中工務店）
［正会員］山本俊司（同）
、

「イツモ」は地域コミュニティを醸成するための場を提供し、
「イザ」というときには水と電気を供給して、地域の復興に

向けた活動拠点として機能するような小さな建築物の提案
である。公園でよく見かけられた回転遊具にも似たこの建
築物は、日常は遊具や井戸端会議、盆踊りのステージなど
に利用してもらうことで人々をそこに引き寄せ、自然に共
助の力を育むための仕掛けとして働く。災害時には井戸水
を利用したり、地震力を回転運動に変換して発電したりす
ることができ、災害が発生しても普段からよく知っている
この小さな建築物に集まれば大丈夫、といった安心感をコ
ミュニティにもたらすものにもなるであろう。
このように日常と非日常をひとつの空間につなぎ、コミュ
ニティのレジリエンスを高めることに着目したアイデアに
は独創性があり、また、建築物の架構の安定性や資材調達
も検討されていて実現可能性が高い点も評価できる。手す
りの設置などの利用上の安全性の確保や、洪水などの地震
以外の災害への対応、最適な空間配置などの課題が指摘さ
れるが、検討を進めてもらい、この提案が具現化されるこ
とを期待したい。
（堀江啓）

佳作

連担するハナレ
レジリエンスを持つ新しい
境界や残余地の在り方の提案
―

［正会員］三浦悠介（神奈川大学大学院）、
［正会員］林眞太朗（同）、
［正会員］菅野麻衣子（同）、
［正会員］城所真緒（同）、
［正会員］丹羽航平（同）
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境界域や残余地に面している外構をハナレとして活用する
ことでさまざまな場所の価値を更新し、緊急時の制限され
た状態でも日常時でも居場所や活動に選択性を与え、豊か
な暮らしが展開できるよう在宅避難の在り方に一石を投じ
る意欲的な提案である。屋外空間の少ない密な宅地化が進
んだ地域においては住居内で暮らしが完結しており、コミュ
ニティの形成を育むことが難しい。緊急時における共助関
係も働きづらいという問題がある。これに対し、日常時から
人々の活動を拡張し居場所を多様化する空間を設けること
で、まちの状態を改善していくとともに、緊急時にも各空間
が連担することで生活の質を維持・向上できる。境界域や残
余地を活用して緊急時の機能を日常に溶け込ませる提案は、
レジリエンス性を向上するうえで非常に魅力的であるが、緊
急時に双方とも機能停止することは避けねばならず、いか
にその機能が確保できるかが課題である。ハナレと母屋の
対災害性能がそれぞれどうあるべきか、という点にまで突っ
込んだ検討ができるとよりよい提案になると考えられる。
（西本篤史）

