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2022年度支部共通事業日本建築学会設計競技入選作品

全国審査は、各支部に応募された285作品のなかから選ばれた支部入
選62作品を対象に行われた。
全国一次審査会（7月27日）は、全国入選候補12作品のノミネー

トとタジマ奨励賞7作品を選考した。
全国二次審査会（9月13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）
委員長 千葉学（東京大学教授）
委員 赤松佳珠子（法政大学教授）
 蟻塚学（蟻塚学建築設計事務所代表取締役）
 貝島桃代（スイス連邦工科大学チューリッヒ校教授）
 高野洋平（MARU。architecture共同主宰）
 前田圭介（近畿大学教授）
 柳沢究（京都大学准教授）

全国入選者
最優秀賞
 近畿支部｜亀山拓海 ほか7名
 近畿支部｜半澤諒 ほか3名
優秀賞
 中国支部｜上垣勇斗 ほか3名
 中国支部｜曽根大矢 ほか4名
 関東支部｜谷本優斗 ほか4名
 九州支部｜栁田陸斗
佳作／タジマ奨励賞
 中国支部｜岩﨑匠 ほか2名
佳作
 関東支部｜清亮太 ほか4名
 関東支部｜中川晃都 ほか3名
 関東支部｜橋口真緒 ほか3名
 中国支部｜宮地栄吾 ほか2名
 近畿支部｜本山有貴 ほか3名
タジマ奨励賞
 近畿支部｜青木優花 ほか4名
 九州支部｜釘宮尚暉 ほか2名
 近畿支部｜熊﨑瑠茉　 ほか4名
 東海支部｜鈴木蒼都 ほか3名
 東海支部｜丹羽菜々美 ほか3名
 東海支部｜服部楓子 ほか3名

審査総評
「「他者」とともに生きる建築」という投げかけは、ある意味で当たり前の
ことを言っていた。そもそも社会は他者とともに成り立っているわけだか
ら、全ての建築が該当すると言ってもいい。それでもなお「他者」に焦
点を当てたのは、社会の数多くの事象が「情報化」され、わかったよう
な感覚に陥り、さらに操作しうる対象と位置付けてしまう現代に対する危
機感があったからだ。そもそも世界の全てを情報化することなどできない
し、そこから溢れた事象から浮かび上がる新しい課題に取り組むことこそ
設計の面白さだ。さらに言えば、この情報化されない、操作しえない他
者によって自らも変わっていく、その双方向的連関こそが世界を豊かにし
てくれている。そこに軸足を置いた生活を描いてほしいと期待していたの
である。
数多くの提案は、この投げかけに真摯に、また想像力豊かに取り組ん

でくれていた。それは心強いものだったが、一方で予定調和的な、従前
の思考から抜け出せていない提案も一定数あったと思う。こうした点が、
審査の最大のポイントだった。
最も興味深く拝見したのは、「ハナとミツバチ」だ。船によって学生が
移動しながらインターンシップを行う、その仕組みを通じて立ち現れる地
域ごとの生活や生業との相互交通的な活動は、想定し切れないからこ
そ可能性を感じるものだ。特に移動に困難を強いられたこの2年半を思
えば、人の移動や集まり方になお価値を見ようとする姿勢は応援したい。
施設建設によって地域活性化を目指した20世紀的な施策への批評とし
ても力強いものだ。
「「共界」に暮らす」は、オーバーツーリズムが抱える課題を、自然現
象を利用して穏やかに調停しようというものだ。太陽と月の引力、そして
地球の自転がもたらす潮の干満は、現代の生活においては潜在化してい
て意識にのぼらない。その現象を生活空間に鮮やかに浮かび上がらせる
ための建築的提案は、緻密で魅力的だ。欲を言えば、その先にどんな
地域の未来があるのか、そこまで描いてほしかった。
今回のコンペが、そもそも考え方や行動、生態などの想定が難しい相

手をあえて相手にしていくことのきっかけになってくれれば、出題者として
は嬉しい限りだ。

 （審査委員長　千葉学）

「他者」とともに生きる建築
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最優秀賞

大学生が自らを「移ろい続けて属さないという極めて他者的な存在」と捉え、都市へと
流入してきた若者を、北前船を参照した移ろうキャンパスによって、生業や文化を担うイ
ンターンとして再び地方に回帰させ、継続的に地方に担い手を供給していく提案。場所
の選定と北前船が停泊する期間の祭りや「他者（＝大学生）」と地域の人 と々のかかわ
りなど、真摯に社会と向き合った提案は、地方都市と大学生の新たな関係性を感じさせ
る力作である。 （赤松佳珠子）

亀山拓海（大阪工業大学）
谷口歩（同）　芝尾宝（同）
袋谷拓央（同）　古家さくら（同）
桝田竜弥（同）　島原理玖（同）
村山元基（同）

ハナとミツバチ
―移動キャンパスによる生業と暮らしのインターン
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舟屋の町並みで知られる伊根町におけるオーバーツーリズムへの対処を軸とした街区リ
ノベーションの提案である。潮の満ち引きを利用した領域の変化で観光客と地元住民の
関係を調停するその仕掛けは、やや大仰ではあるが、海と近い生活を築いてきた伊根で
あればこそ可能と思わせる魅力を備えている。住民間交流への対応も丁寧に考えられて
おり、漁業に代わり観光という他者を受容することを契機とした、伝統的舟屋のアップ
デートと見ることができる。非常に完成度の高い力作である。 （柳沢究）

半澤諒（大阪工業大学）
池上真未子（同）
井宮靖崇（同）
小瀧玄太（同）

「共界」に暮らす
―50cmの干満差を利用したともに生きるための境界
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優秀賞

坂の町として知られる尾道市の街中をうまく使い、少しずつ手を加えることで小学校
として新しい学校モデルを示す提案である。石垣に棒を差すようなちょっとした行為
からそこかしこで始まる空間づくりは、今現在魅力ある空間として成立しているこの 

地域の地形と生活に対する最大限の敬意であり、同時に子どもたちが育つ環境と
してどんな空間がふさわしいかと考えて出された最適解なのだろう。密なフィールド
ワークの結果として街の魅力に気づき、それを最大限活かそうとしたアプローチは
清 し々く評価に値する。 （蟻塚学）

上垣勇斗（近畿大学）
藤田虎之介（同）
船山武士（同）
吉田真子（同）

学校の解体、町の再縫合

生きるために必要なものを街のゴミから集める狩猟採集民的なホームレスに人 は々
偏見をもつ。一方、現代の街では、食料品や衣料品の廃棄が問題となっている。
提案は、広島の本通り商店街に他店舗との物の循環システムを組み込んだ「廃棄
食堂」、「古着銭湯」、「ゴミ公園」の3つの建築であり、全ての人 に々等しく開かれ
た道のような、狩猟採集民的活動が日常的に起こり得る場所の提案である。建築
のありようが人 の々ふるまいや意識を変えるかもしれない、という可能性をポジティブ
に示した力量を高く評価したい。 （赤松佳珠子）

曽根大矢（近畿大学）　粕谷しま乃（同）
池内聡一郎（同）　篠村悠人（同）
小林成樹（同）

都市の狩猟採集民
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急激な都市開発によって排除されてきたとも言える、自然環境を取り巻く構成要素
の問題を顕在化させた提案。土中環境を捉えなおすことで自然と人工の均衡した関
係性を見いだす過程に多くの気づきが包含されている。豊かさの本質を鑑みず利便
性を求める現代に、環境との共生関係にあった暮らしを再考し、現在の状況を受け
入れながら新たな価値を付加していく本作品は、ささやかな日常を豊かに更新して
いける可能性をもっている。 （前田圭介）

谷本優斗（神奈川大学）　半井雄汰（同）
嶋谷勇希（同）　林眞太朗（同）
井口翔太（同）

潤う大地
―土中環境から整える、  

多様な主体が生きるまち

予測不可能な活火山である桜島を受け入れざるを得ない他者としてとらえ、どう共
存していくのかを真摯に考え、地味ではあるが現実的な建築の解法を追求した作品
である。「克灰建築9カ条」「耐噴火建築3カ条」と名付けられたディテールや建
築のルールは汎用性をもち、活火山への畏れをなくしつつある集落にあらためて桜
島と共に生きる建築として浸透しうる強さを秘めている。この地域では何が求められ
ているのか、あるべき建築について誠実に応えようとしている姿勢が好印象であった。

 （蟻塚学）

栁田陸斗（鹿児島大学）

桜島と生きる
―活火山を受け入れる建築
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佳作／タジマ奨励賞

作者らは、江戸時代から続く港町広島県福山市鞆の浦集落の「井戸」群を他者と
位置づけ、これが活用されていないことに着目、その存在の顕在化のため、井戸水
を毛細管現象によって吸い上げる仕組みでコミュニティ空間を提案した。様々なス
ケールを連続的に横断する構想力とデザイン手法に審査員の共感が集まった。また
発表で示された実物大のモデルは、作者の構想を実現したいという探求心と熱意を
大いに感じさせるものであった。 （貝島桃代）岩﨑匠（近畿大学）

藤本泰弥（同）
髙橋拓馬（同）

佳作 　 タジマ奨励賞

豊かさに水を差す
―いどからいとへ、  

いとみずが紡ぐ新たな風景

他者として「こども」を設定し、公園が少なく空き家の残る東京都豊島区巣鴨を対
象に、木造空き家を地域のこどもの遊び場に改変する提案である。木造の構造体
のための道具立てを設計し、保育園と連携することで、地域での見守りを促すデザ
イン手法を提案している。審査では、「こども」を他者として捉えることの違和感や、
空間の魅力や安全性、実現性への不安が議論されたが、図面表現、構想力が高く
評価された。 （貝島桃代）

清亮太（日本大学）
木田琉誓（同）
星川大輝（同）
松下優希（同）
中村健人（同）

佳作

空き家はアソビバ、皆のニワ

東日本大震災以降、防潮堤のあり方についての議論は尽きない。本提案は、この
課題に対しての重要な投げかけを行うものだ。防潮堤を海と陸を強く隔てるもので
はなく、波の勢いを緩めながら受け流すための隙間を設けた分節された形状とする。
さらに、有事の際にもコミュニティを維持するための、日常的な交流拠点としての役
割を備えた建築とすることで、まちのレジリエンスを高めることを目指した意欲的な提
案である。 （高野洋平）

中川晃都（日本大学）
井上了太（同）
岩﨑琢朗（同）
熊谷拓也（同）

佳作

磯礎
―防災と復興を見据えた島づくり
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日本において社会的に等閑視されている「他者」としての難民申請者を、町ぐるみ
で引き受けようとする意欲的な提案である。既存団地の生産活動の場としての読み
替えや、バラック的な木造密集商業地区の再生など、既存の都市空間資源の再解
釈・利活用を通じて、就労許可を得ることのできない難民申請者が、半自給自足の
自律的な生活を営みつつ日本社会へ定着していくというプロセスには説得力がある。
実現にむけたアクションも期待したい。 （柳沢究）

橋口真緒（東京理科大学）
殖栗瑞葉（同）
山口丈太朗（同）
小林泰（同）

佳作

漂着都市

戦後の広島で自然発生的に生まれた原爆スラムにおいて、人と人との豊かな関係を
生み出していた生活を補完するオブジェクトに着目し、現状の基町高層アパートの
特性を再読しながら新たな価値を生み出そうとする意欲的な提案。計画的無計画と
いう名のユートピアで終わっている点が気になったが、時代の変遷とともに場所を含
めた歴史在る建築をチューニングしながら人間本来の他者に向き合おうとする姿勢
は高く評価できるものである。 （前田圭介）宮地栄吾（広島工業大学）

原琉太（同）
松岡義尚（同）

佳作

基町の再スラム化
―計画的無計画による  

公私解体への小さな後押し

現代社会において、私たちは様 な々階層構造の中に生きている。境界を越えていく
想像力こそが、人が生きていることを体感する他者とのインタラクティブな関係を結
ぶのである。本提案は、建築がつくる「境界」を再定義し、自分と他者の関係性
を再構築しようとするものである。視線が透け、やわらかく、変化する曖昧な境界面
を生み出す。自然や人間の営みを映し出すような建築が提案されている。本提案が
目指す「やわらかな関係性」の更なる探求が期待される。 （高野洋平）本山有貴（神戸大学）

有吉慶太（同）
眞下健也（同）
尹道現（同）

佳作

日常をめくる
―他者とともに生きる 

やわらかな関係性のあり方
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都市に巨大な「他者」を発生させる市街地再開発をローカライズする手法の提案
である。必要とされる床の種別を丁寧に設定し、公共的用途を散在させながら複雑
に入り組んだ構成が魅力的である。再開発に対する提案としては、事業の採算性を
担保する床面積がどの程度確保されているのかといった説明が不十分であった点が
惜しまれるが、地域性を無視した再開発が横行する現状に対して、正面から異議を
申し立てる意欲作として評価したい。 （柳沢究）青木優花（愛知工業大学）

杉浦丹歌（同）
加藤孝大（同）
浅田一成（同）
岩渕蓮也（同）

タジマ奨励賞

官民学連携再開発計画
―住民が主体性を持ち、  

公共を担うまちづくり

浅瀬に軽やかに浮かべたような建築は潮の干満で変化を持ち、アサギマダラの生態へ
の配慮が随所に織り込まれており秀逸である。離島に具体的な産業を生む計画であ
れば若者が定着するストーリーとしてユートピアを描けたかもしれないが、作者はどこ
かウソっぽくなってしまう理想像よりも冷静に過疎の現状に寄り添うディストピア（の中
で最も幸せな光景）を選んだということだろう。もはや人口減少は抗いようのない事実
として、その中でどう生きるかを追求する姿勢は現代的であるとも言える。 （蟻塚学）釘宮尚暉（日本文理大学）

津田大輝（同）
齊藤維衣（同）

タジマ奨励賞

うみまとう
―島特有の時間経過とアサギマダラの  

軌跡から紐解く、休息地の建築的再解釈

琵琶湖の内湖周辺には、今は失われてしまった豊かな生態系循環を彷彿とさせる水
郷集落の姿が残る。人間もその環境の一部であることを受け入れ、再生を試みる極
めて質の高い提案である。様 な々地域資源を活用した循環システム。すっかり分断
されてしまった水郷集落の陸と水路に手を入れることによる関係性の再構築。多様
な水域資源を活用した循環から、ここならではの豊かな風景を取り戻す手法が、綿
密なリサーチを元に非常に丁寧に描かれている。 （赤松佳珠子）

熊﨑瑠茉（愛知工業大学）
大塚美波（同）
橋村遼太朗（同）
保田真菜美（同）
山本裕也（同）

タジマ奨励賞

水都之交
―資源を紡ぎ環境に帰る
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開発によってウラ化した商店街に対して、職住一体のヒューマンスケールな個が数
珠繋がりでトオリへにじみ出ることで新たな価値を創造している提案である。個性
を引き出すエレメントやスキームが精緻に組み立てられており、小さな個が平面的
に集積し広がりをもつ商店街に対して、ハードとソフトを綿密に積み上げていく提
案は、今の時代だからこそ新たな個の価値を生み出す可能性を感じさせてくれた。
 （前田圭介）鈴木蒼都（愛知工業大学）

加藤美咲（同）
名倉和希（同）
川村真凜（同）

タジマ奨励賞

個性を紡ぎ織りなすよりどころ
―異なる『個性』とともに生きる  

住商空間の提案

丹羽菜々美（愛知工業大学）　
久保壮太郎（同）　
院南汐里（同）
笠原梨花（同）

タジマ奨励賞

雨奇晴好
―水害とともに生きる建築

人間も建築も常に時間の流れの中にある。「新しい」「古い」は時間の中に相対
的に存在する概念である。このような時間の流れを受け止めることは「老い」を
受け止めることである。本提案は、「老い」を他者と捉え、これを受け入れる暮ら
しのあり方を考えることで、永い時間軸や、広い社会の循環の中に建築や都市
を位置づけようとし、団地の段階的な減築を行うことで、隙間を活かしたコミュニ
ティが時熟していく姿が丁寧に描かれている。 （高野洋平）

服部楓子（愛知工業大学）
明星拓未（同）
後藤由紀子（同）
五家ことの（同）

タジマ奨励賞

熟成する団地
―老いを受け入れ地域と共に生きる暮らし

水害を他者と捉え、揖斐川水系の自噴帯にある岐阜県大垣市釡笛
地区を対象に、輪中暮らしの自治のあり方を、空間から提案している。 
堤防によって区分けされていた地域に、失われた堀田を復活させ、
災害時だけでなく、日常的にも使われる3つの建築からなる「みんな
の水屋」とよばれる拠点を提案した。丁寧な調査によって得られた
結果を建築の形とともにプログラムとして示した作品であり、その豊
かな表現と提案の総合性が評価された。 （貝島桃代）
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支部入選

北海道支部
● 加藤雅大（室蘭工業大学）
 花田翔太（同）
● 北山寛之（早稲田大学）
 梁家銘（同）
 岩城隼人（同）

東北支部
● 武田亮（東北工業大学）
 吉岡昇一（同）
 木村華（同）
● 廣瀬憲吾（立命館大学）
 青山柊（同）
● 唐木雄太郎（早稲田大学）
 佐藤瑠美（同）
 堀内葉菜（同）
● 沖田紅葉（日本大学）
 工藤秀俊（同）
 佐藤天哉（同）
 相原健都（同）

関東支部
● 木田琉誓（日本大学）
 清亮太（同）
 福屋亮平（同）
● 古内一成（武蔵野美術大学）
● 星川大輝（日本大学）
 松下優希（同）
● 杖村滉一郎（東京理科大学）
 高瀬暁大（同）
 山本俊輔（同）
● 内野佳音（日本大学）
 谷口真寛（同）
● 本澤慶人（千葉大学）
 大澤稔里（同）
 斉藤浩喜（同）
 青木一将（同）
 片寄尚美（同）
● 和泉大雅（東京理科大学）
 塚本千佳（同）
 山内康生（同）
 坂本海斗（同）
● 中村正基（日本大学）
 神林慶彦（同）

東海支部
● 山田侑希（名城大学）
 天野春果（同）
 大久保日葉里（同）
 後藤柊平（同）
● 疋田大智（静岡理工科大学）
● 坂部祐友（三重大学）
 濵口優介（名古屋大学）
 室本航希（三重大学）
 竹本調（同）
● 有田晃己（静岡理工科大学）
 小村龍平（東京理科大学）
 鈴木大祐（芝浦工業大学）
 松浦開（東京理科大学）

北陸支部
● 岩崎遊野（京都大学）
 宇野亜実（同）
 丸山悠斗（同）
● 吉田真都（愛知工業大学）
 藤木由子（同）
 坂部克洋（同）
 加藤直（同）
● 宮西夏里武（信州大学）
 福田凱乃祐（同）
● 内藤雅貴（信州大学）
 長谷川暢哉（同）
 嶋中大和（同）
● 甲賀達郎（新潟大学）
 川上陸（同）

近畿支部
● 石倉佳紀（和歌山大学）
 内田直希（同）
 杉本茜（同）
● 後藤田祐登（大阪市立大学）
● 二宮幸大（神戸大学）
 森健太（同）
● 村上龍紀（滋賀県立大学）
 石川博利（同）
 澤木花音（同）
 小林優希（同）

中国支部
● 小島新平（戸田建設）
● 柳澤嵩人（近畿大学）
 古川智大（同）
● 山口彰久（近畿大学）
 新畦友也（同）
 三谷啓人（同）
 岩間創吉（同）
● 正村優樹（近畿大学）
 白川英康（同）
 一原林平（同）
● 山本千結（広島大学）
 大呂直樹（同）
 井上龍也（同）

四国支部
● 佐竹亜花梨（大阪市立大学）
 小田裕平（同）
 橋本健太郎（同）
 森風香（同）
 山下恵未莉（大阪公立大学）

九州支部
● 稲葉樹（佐賀大学）
 板谷勇祐（同）
 鹿圭登（同）
 手柴智佳（同）
● 郡司颯（大分大学）
● 矢野泉和（熊本大学）
 上野睦（同）
 藤村利輝（同）
● 荒木郁恵（熊本大学）
 堀恵輔（同）
● 永渕智也（熊本大学）
 青戸優二（同）
 前田隆成（同）
● 川端巧己（熊本大学）
 緒方英亮（同）
● 古井悠介（熊本大学）
 武田さゆり（同）
 山口七海（同）
● 藤田遥人（佐賀大学）
 大竹健生（同）
 石川大雅（同）
 堀池廉（同）
 山口ケイマール大空（同）
● 永友日向（熊本大学）
 入江匠樹（同）
 東大貴（同）
● 藤田結（熊本大学）
 後藤健志（同）
● 徳丸菜摘（熊本大学）
 宮里稔也（同）
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2022年度日本建築学会技術部門設計競技

主旨
我が国の人口が拡大する時期に建てられた多くの学校施設について、大
規模な改修が必要な時期となってきている。科学技術の発展などに伴う
教育の変化、地球温暖化などの気候変動の影響、地域における若年人
口の変化など、学校を取り巻く環境は時代と共に変化しており、今後も
変化していく。また、自然災害に対する必要性能も、大地震を受けても
倒壊しないことから、大地震直後にも機能を維持することが求められるよ
うになってきている。本年度の技術部門設計競技では、既存の学校施
設を対象に、現在から将来にわたる環境変動を見据えた平時の教育環
境の充実・発展に加え、そこで想定される災害に対する安全性、災害
時の建物の利用形態を考慮した空間・構造とする改修計画を、課題と
して設定する。部材の加除を含む、挑戦的な構造・設備計画の提案を
期待する。

募集内容
（1） 地域社会における現代のニーズおよび将来（30年程度あるいはそ

れ以上の期間）の社会環境の変動を積極的に先取り反映した、既
存学校施設（廃校となっているものは対象としない）の改修計画の
提案。計画に当たり、地域における他の機能との統合・複合施設化、
既存施設の部分的な用途変更は可とするが、学校としての機能を
維持すること。

（2） 建物は新耐震基準による一般的な標準設計の校舎を想定し、その
規模、立地条件、地域特性等は提案者が設定するものとし、現在
から将来にわたる環境変動を見据えた平時の教育環境の充実・発
展に加え、そこで想定される災害に対する安全性、災害時の建物
の利用形態を考慮した空間・構造計画とする。標準設計で満足で
きなかった空間・機能の改善、追加を実現できる、部材の加除を
含む挑戦的な構造・設備計画の提案を期待する。

（3） 想定する社会の変動要素として、社会環境（人口変動・流動化、
国際化、インクルーシブなど）、科学・技術環境（ICT技術、AI、
オンライン化など）、地球環境（省エネ、創エネ、温暖化など）、
教育環境（教育の個別化・多様化など）、地域コミュニティとの関
連など、学校に影響を及ぼすと考えられる要素を取り込んでよい。

（4） 想定する地域の今後30年程度あるいはそれ以上の期間における
社会や環境の変化とそれらについての着目点をA4用紙1枚にわか
りやすく簡潔にまとめるとともに、提案する改修計画においてそのシ
ナリオとの関係を明確に示す。

審査委員（敬称略、五十音順）
委員長 中埜良昭（東京大学）
委員 五十田 博（京都大学）
 伊藤俊介（東京電機大学）
 岩下 剛（東京都市大学）
 衣笠秀行（東京理科大学）
 腰原幹雄（東京大学）

 松本由香（横浜国立大学）
 南 知之（石本建築事務所）
 柳澤 要（千葉大学）
 山田 哲（東京大学）

選考経過報告
応募作は21作品あり、全て書類不備が無いことを確認した上で、全作
品を審査対象とした。
（1） 一次審査
第一次審査会は、6月11日に建築会館ホールにて実施した。審査にあ
たっては、まず審査員各自が応募作品である図面と、想定する地域の今
後30年程度あるいはそれ以上の期間における社会や環境の変化とそれ
らについての着目点がまとめられたシナリオについて総合的に評価し、全
作品の中の1位の作品を5点、2位の作品を4点、3位の作品を3点、
4位の作品を2点、5位の作品を1点として採点し、その結果を集計した。
集計結果を踏まえ、合計得点が上位となった作品を対象として議論した
上で、7作品を入選候補作品として選出した。
（2） 二次審査
第二次審査は、7月23日に建築会館会議室にて実施した。二次審査は、
当初対面でのプレゼンテーションによって行う予定であったが、感染症
の拡大期にあたったことから、一部オンラインでのハイブリッド形式で行っ
た。審査では、一次審査で選ばれた7作品のそれぞれについて、応募
者による5分間のプレゼンテーションと、10分間の質疑応答を行った。
その上で、各審査員が1位の作品を5点、2位の作品を4点、3位の
作品を3点、4位の作品を2点、5位の作品を1点として採点し、その
結果を集計した。集計結果を踏まえ議論し、全員一致で、最も合計得
点が高かった作品が技術的にも最も優れており、技術部門設計競技に
おける最優秀賞としてふさわしいとの結論に至った。また、合計得点が2

位から4位となった3作品については、最優秀賞は逃したものの、それ
に準ずる優れた作品として、全員一致で優秀賞に選出することとした。ま
た、残る3作品については佳作とすることとした。

総評
本技術部門設計競技では、既存学校施設を対象に、我が国の30年程
度あるいはそれ以上の社会や環境の変化に着目した改修計画により、今
後直面するであろう平時の教育環境や発災時に想定される様々な課題
に対して技術的に解決するためのチャレンジングな提案を期待したもので
ある。第二次審査対象となった7提案はいずれも低層の鉄筋コンクリー
ト造校舎を対象としたもので、程度の差はあるものの具体的な地域を想
定し立地条件や自然環境が設定され、人口減少などの社会環境、地震・
洪水・火山災害対策、脱炭素化などの地球環境などの観点から提案が
なされている。
最優秀賞に選ばれた「「おもい」を積み上げる学び舎　－E³ School 

Systemによる地域共育拠点の創」は、既存躯体は壁や床の撤去によ
り減築・軽量化するとともに自由度の高い教育空間を確保し、総重量を

将来の環境変化を見据えた学校施設の改修設計
主催　日本建築学会 構造委員会＋文教施設小委員会
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提案名 提案者

最優秀賞 「おもい」を積み上げる学び舎
─ E3 School Systemによる地域共育拠点の創出

矢口友貴（鹿島建設）、小野和幸（同）、加賀谷元希（同）、
栗間敬之（同）、齊藤圭太（同）、進藤良太（同）、竹本
正之（同）、新村喜幸（同）、野口康仁（同）、平木達也
（同）、皆川宥子（同）

優秀賞 THE NEST 海上亜耶（日建設計）、大森拓真（同）、長谷川理子（同）、
永瀬修（同）、中曽万里恵（同）、金子知弘（同）、青木
亜美（同）、宇田川貴章（同）

屋上寺子屋
─木架構がつつむ多世代の集う学び舎

大坪元気（大成建設）、押川快（同）、河村悠希（同）、
平林永里加（同）

SHIFT
─新しい時代にSHIFTする社会に向け優れた学習環境を生み出す
ための建設システムのコンセプト

谷口直英（佐藤総合計画）、川谷大輔（同）、石原誠（同）、
渡邊朋宏（同）、衣袋歩（同）、北岡拓也（同）、宮内隼
（同）、田村富士雄（同）、五島慧次（同）、山本真広（同）、
渡邉陸太（同）、谷口祐啓（同）

佳作 Clement Arch

─未来を受け入れる外皮の構築
石川博利（滋賀県立大学）、中谷祐紀（同）、長野容平
（同）、沖恵輔（同）

“とも”に育つ丘
─ゆっくり成長していく小学校

山崎和宏（竹中工務店）、中川聡一郎（同）、松下和輝
（同）、小川剛士（同）、宮本浩幸（同）

風と視線が抜ける未来の地域の学校
─新しいヒト・モノ・コト・情報・エネルギーを共創する空間・ 

場の提案

山﨑俊裕（東海大学）、難波豪一（同）、松丸直樹（同）

（並びは賞ごとに代表者の50音順）
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保持しつつ設けた上層への増築層を地域に開放するコミュニティ施設と
して機能集約する提案である。増築層をTMD用の付加重量として利用
することで制振効果による既存層の応答低減をはかるユニークなアイデ
アである一方で、構造性能に加え天井や設備機器などの二次部材の安
全性と機能維持に直結する応答低減効果についても丁寧に検討されて
おり、技術部門設計競技としてバランスの良い提案である点が高く評価
された。
優秀賞には「THE NEST」「屋上寺子屋　－木架構がつつむ多世代

の集う学び舎」「SHIFT　－新しい時代にSHIFTする社会に向け優れた
学習環境を生み出すための建設システムのコンセプト」の3提案が選ば
れた。まず「THE NEST」は中廊下型校舎の改修で、7提案のうちで唯
一の都市・オフィス地域を想定したものである。中廊下とこれに直交す
るいくつかの床スラブを減築し、残る校舎間を密実に制振ブレースを配
置したNESTと呼ぶ架構で大胆に連結することで耐震化し、床レベルに
はポーラスな床を配置することで、風や光などの自然環境を校舎内に積
極的に取り込むチャレンジングな提案である。自然を取り込むアイデアは
都会のオアシスを感じさせる改修計画である。「屋上寺子屋　－木架構
がつつむ多世代の集う学び舎」は、洪水・高潮の浸水危険エリアに建
つ3階建て校舎を対象に、その最上階を木造化することで、将来の多
種多様な空間規模のニーズに対応可能な特別教室群に改修する計画で
ある。この最上階は画一的な面積配置としないことで、避難所として使
用した際にも段階的な解放・縮小が順次可能となることや、下階は既存
躯体の軽量化により生まれる耐震余裕を利用し、構造要素の撤去・可
動CLT耐震壁へ置換することで、既存校舎内においてもニーズの変化

に対応できるよう工夫されている。「SHIFT　－新しい時代にSHIFTする
社会に向け優れた学習環境を生み出すための建設システムのコンセプト」
は、校舎の長寿命化改修を実現するうえで直面する具体的な課題を設
定し、これらに対して、減築による重量低減で耐震性を確保したうえで
既存躯体に頼ることなく増設した軽量な木造架構で必要面積を確保す
る、既存空間と連続的に創出した空間で将来の学習環境の変化に柔軟
に対応する、増築部の木造架構を既存床レベルとずらすことで生じる隙
間を環境・設備計画に積極的に活用する、などの工夫が随所にちりばめ
られた提案である。
これらの4提案にはいずれも減築による効果を構造性能や教育環境の
改善に積極的に活用した共通点があることは興味深い。また昨今の激甚
化を反映し水害対策を計画した事例のほか、その他の提案では災害を
含む自然との共生をテーマに火山灰を積極的に活用する提案や地域の
国際化に対応しつつ防災拠点としても機能する改修提案などユニークな
提案もあった。また、他がいずれも個々の学校を対象とした改修計画で
あるのに対し、自治体内の複数の学校を対象にそれらの連携による次世
代のコミュニティスクールのあり方を提案する点で他より独創性が際立っ
た提案も見られた。
一方で、想定される災害に対する対象建物の堅牢性、避難機能だけ

でなく、学校周辺地域とも連携した機能維持のための技術提案やICT技
術の進化を予想し積極的に先取りした教育環境の充実・発展や発災後
の機能維持を目指した技術提案など、より踏み込んだ改修計画の提案
が見られなかったのは残念であった。

 （審査委員長　中埜良昭）
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最優秀賞

「おもい」を積み上げる学び舎 
―E3 School Systemによる地域共育拠点の創出

矢口友貴（鹿島建設）　小野和幸（同）　加賀谷元希（同）　栗間敬之（同）　齊藤圭太（同）

進藤良太（同）　竹本正之（同）　新村喜幸（同）　野口康仁（同）　平木達也（同）　皆川宥子（同）

学校施設を利用して、一極集中の都市構造から「多極集約型」の国土
を目指した提案である。既存の学校施設の上部へ新たな施設を積層す
ることによって構造性能を向上するとともに、上階と下階の機能の相乗
効果を期待している。構造的にはエネルギー吸収層を介して積層された
上部の増築層は、それ自体が大重量のTMDとして制振効果を発揮し、
既存層の応答を低減するとともに、増築層の応答抑制も両立させ、増
築が荷重負荷ではなく耐震性向上への寄与として利用されている。また、
街を見下ろす上階は、地域開放の機能を集約して配置し、児童だけで
はなく、地域住民の日常生活に密接に関係する施設として平時に活用す

ることにより、災害時にも使い慣れた避難場所として機能することを期待
している。災害時を平時の連続としてとらえることは非常に有用である。
既存部分の壁、床の撤去は、建物の軽量化とともに、フレキシブルな教
育空間の実現への貢献も目指されている。それぞれの要素に複合的な
役割をもたせた改修計画として評価することができる。
この提案のような学校施設が地域コミュニティの中心となる「共有施
設」として点在し、持続可能な都市の形成につながることを期待したい。

 （腰原幹雄）
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優秀賞

THE NEST

海上亜耶（日建設計）　大森拓真（同）　長谷川理子（同）　永瀬修（同）　中曽万里恵（同）

金子知弘（同）　青木亜美（同）　宇田川貴章（同）

東京都千代田区の都心に位置するRC造4階建の校舎を想定し、
「ENVIRONMENT（地域に開く）」、「LIVING（体験や交流の場）」、
「WELNESS（環境制御）」、「LIFESAVING（防災拠点）」の4つの視点
から、敷地・板状校舎に自然の入り込むスリットを切って開放する高耐
震化の手法「THE NEST」を提案している。既存校舎の床・梁を減築
し風・光・緑・水が入り込むスリットを開けながら、木スラブの軽量化
と制振ブレース配置により既存構造よりも強靭な耐力を有する改築とし

ているだけでなく、この新たな空間が地域に開いた居場所となり、人々
の交流を生み出し、環境制御や防災拠点としての機能も校舎に付加し
ている。構造面・環境面・計画面からもバランスのとれた提案であると
評価できる。一方で、木材トラスの耐久性や植栽との親和性、植物を
維持管理するためのシステムなどより具体的な技術提案、また学習効果
を高める教育上の提案などがあるとよりリアリティが深まると感じた。この
提案が実現することを期待したい。 （柳澤要）
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屋上寺子屋 
―木架構がつつむ多世代の集う学び舎

大坪元気（大成建設）　押川快（同）　河村悠希（同）　平林永里加（同）

洪水・高潮の浸水エリアにあるRC造3階建の小学校を対象とした改修
提案である。最上階を木造化することで、①耐震性の向上、②自由な
プランニングの実現、③水害時の避難空間の創出、を狙った意欲的な
作品である。最上階の木造化による軽量化によって耐震性を高めると同
時に、強度に余裕の生じた下階のRC耐震壁を可動CLT耐震壁へ置き
換えるなどによって、今後の教育スタイルの変化に伴う多様なニーズに
対応できる可変的なプランニングを実現する。また、最上階木造部には
特別教室を集め、水害などの災害時には避難所として活用する。特別
教室は普段、地域のお年寄りによる陶芸教室や、高校生が教える数学

教室など、地域のコミュニケーションの場として活用される。
災害時における避難民の心的ストレスは大きい。木造で多様な天井

高を持ち、普段から地域住民に親しまれている最上階の特別教室は、
緊急時に直感的に向かえる場所となると同時に、避難住民に安心感を
与える。特徴のある空間と設備を持つ特別教室は普通教室と比較し避
難所として使用し難い面がある。しかし、あらかじめ積極的にその特徴
を災害時にも活かす設計をすることで、その特殊性ゆえに避難生活をサ
ポートする機能的な空間創出につながるとする逆転の発想はおもしろい。

 （衣笠秀行）
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SHIFT 
―新しい時代にSHIFTする社会に向け優れた学習環境を生み出すための建設システムのコンセプト

谷口直英（佐藤総合計画）　川谷大輔（同）　石原誠（同）　渡邊朋宏（同）　衣袋歩（同）　

北岡拓也（同）　宮内隼（同）　田村富士雄（同）　五島慧次（同）　山本真広（同）　

渡邉陸太（同）　谷口祐啓（同）

本提案は、想定シナリオにおける計画の視点として、建築計画…将来
の学習多様性に適うべき空間の設定、構造計画…規模縮小、木造化、
設備計画…ゼロエネルギーへの展開という明確な目標を定めており、こ
のシナリオにしっかりと呼応した形での具体的な計画案となっている。計
画案の最大の特徴として、標準設計型の教室＋北側廊下配置での廊下
を完全にとりやめて、躯体のみを設備等のユーティリティスペースとして
活用する一方、反対側に従来教室と同規模の学習空間を木造によって
増築することで、校舎全体を計画している。この結果、動線空間を含め

て学校全体が学びと生活の場となる形を計画し、同時に木造による温か
みのあるアットホームな環境を目指しており、今後の教育空間の新しい
形を見事に提示している。特に意匠系審査員は、この提案についての
評価を最も高いものとしている。またSHIFTと名付けた空間および改修
手法は各計画においても当を得たものとなっている。ただ今回のコンペが
技術コンペであることに鑑みたとき、木造による構造計画についてはきわ
めて優れた提案とは言えず、物足りなさが残るという指摘もあり、最優秀
を逸したのは残念である。 （南知之）
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Clement Arch 
―未来を受け入れる外皮の構築

“とも”に育つ丘 
―ゆっくり成長していく小学校

石川博利（滋賀県立大学）　中谷祐紀（同）　
長野容平（同）　沖恵輔（同）

山崎和宏（竹中工務店）　中川聡一郎（同）
松下和輝（同）　小川剛士（同）　
宮本浩幸（同）

グローバル化する日本において、将来、移民政策が採られ、異なる文化背景、異
なる母国語を有する多国籍の児童によって構成されるであろう京都の小学校の
改修計画である。計画案の主要な目的である耐震性の向上については、一般的
なRC造である既存校舎に鉄骨アーチをつけ、鉄骨アーチが既存校舎を吊ること
により、建築物の重量を小さくすることで対応している。応募者らがclement arch

と呼ぶ、この鉄骨アーチを断面だけでみると、都市環境工学者の尾島俊雄教授
の著書に出てくる、都市にbaloom matのドームをかけたドームドスペースに似て
いる。校舎と都市（街区）との規模の違い、アーチとドームの違い、構造的な主目
的と環境的な主目的との違い、フレームによる囲いとドームによる囲いとの違い、な
どいくつもの違いがあるが、私は個人的に、応募者の外皮の提案に懐かしさと同
時に「未来を受け入れる」新しい姿勢も感じた。応募者はこのclement archの
目的を構造の補強だけでなく、室内環境の改善、新たに創出される半屋外空間
の活用を挙げているのが特長である。具体的には鉄骨アーチのフレームを生かし
た壁面・屋根面緑化、日射制御を検討している。ただ、室内環境の制御及び創
出された半屋外空間の環境調整については従来のパッシブデザインツールの提
案が主であり、clement archと設備を合わせたハイブリッドな提案があっても良かっ
たのではと思う。また、児童の多国籍を想定した教室計画も、アクティブラーニン
グやラーニングコモンズ、オープンスペースといった従来の概念を超え、母国語
や母国文化を尊重しながらコスモポリタンを志向する新しい教育環境の在り方を
具体的に提案してもらえると、より踏み込んだ提案になると考えられる。 （岩下剛）

阿蘇地方山間部を舞台に、人口の継続的な減少、水害・土砂災害の激甚
化、放置された山林の荒廃などの課題に対し、100年を超える年月をかけ
て丘を育てながら小学校の改修を進める提案である。校舎の周りに丘を形
成する方法は、①地域の間伐材を用いた木組みを下地とする、②ヨナ（阿
蘇地方特有の火山灰を含む土砂）を固めた耐震補強用ブロック（エストン
ブロック）を土留めとして利用する、③ヨナを混ぜた土で丘状の盛土を形成
し植栽を植える等のプロセスからなる。児童や地域住民の参画によってこれ
らの工程を継続的に進め、将来の地域産業の担い手を育成する計画として
いる。最終的には校舎の2階床レベルまで埋設することによって、校舎に作
用する地震力を軽減するとともに、丘は水害時の堤防および避難拠点となる。
丘の中の備蓄倉庫や温泉・湧水の熱源を利用することで、インフラ途絶に
対応する。
地下・半地下となった部分の環境面や小学校としての機能維持、地域産

業に対する効果が継続的に得られるかどうかなどの点で課題も見られるが、
将来の人材育成や環境保全を視野に入れ、土木スケールのプロジェクトで
地域の資源を大胆に活用した意欲的な提案といえる。 （松本由香）

佳作
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風と視線が抜ける未来の地域の学校 
―新しいヒト・モノ・コト・情報・エネルギーを 　
共創する空間・場の提案

山﨑俊裕（東海大学）　難波豪一（同）　
松丸直樹（同）

本作品は、複数の学校が連携するスクールネットワークによる「複数通学
システム」が特徴である。各校が異なる専門教科に特化して、児童生徒は
アクティビティに応じて学校間を移動して授業を受ける方式を提案している。
施設に関しては、既存校舎の一部を減築した上で中央部に鉄骨トラスを貫
入させて大スパンの空間を作り、屋内と屋外、学校と地域を結ぶスペースと
する。体育館はマーケットに、プールはコンポストに転用して地産地消を促
進し、空き教室をオフィスとして活用する等、民間運営や地域利用を通じて
コミュニティ活性化の拠点にするシナリオが示されている。
技術設計競技の性格上、構造デザイン・環境技術を前面に出す作品が

多いなかで、ソフト面の比重が大きい提案内容がアピールの点で不利だった
感は否めない。また、学校のネットワーク化が提案の根本にあることを考え
ると、施設を一校のみではなく、全ての校舎の機能分担・改修の概略を簡 

単にでも示していれば特色がより明確にできたと思われる。しかし、学校・
地域の課題に対して現実的な教育の仕組みも含めて検討し、施設と一体の
システムとして提案した点を評者は高く評価する。 （伊藤俊介）
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