アーキテクツウィーク2022

「あずまや」学生設計コンペ

人があつまる場所をデザインする
主旨

名取市ゆりが丘に計画中の複合施設「ミツイガーデンヒルズ仙台ゆりが丘」
の敷
地内には約1700㎡のコモンガーデンと呼ばれる広場があります。
この複合施設
には有料老人ホーム、
カフェ、
コインランドリー、地域交流スペース、就労継続支
援B型といった施設が計画されていますが、
コモンガーデンは地域に開放するこ
とを想定した屋外多目的スペースです。
この場所の活性化を目的として、東屋の
デザインを宮城県で建築を学ぶ学生に広く募集するものです。
概要

「ミツイガーデンヒルズ仙台ゆりが丘」
のコモンガーデン内に建設予定の東屋3棟
のうち2棟についての建築デザインを募集します。本設計競技は計画の実現を前
提としており、審査後に、最優秀案を含む複数案について、事業者と実現に向け
て協議を行う予定です。
ただし、応募案の計画実現を保証するものではありません。入選作の実現につ
いてはJIA会員が設計サポートを行う予定です。
応募資格

宮城県内の大学、大学院、短期大学、大学校、高等専門学校、各種専門学校（以
下、大学等とする）
の建築系学科に在籍する学生、大学院生であること。
だたし、
代表者は2023年度大学等に在学見込みであること。
（詳細は裏面を確認してください）

スケジュール
応募登録期間

10月10日
（月）〜11月17日
（木）
応募案提出期限

11月30日
（水） 17：00
公開審査

12月17日
（土） 16：30〜19：00
公開審査はアーキテクツウィーク2022のプログラムとして行います。
場所はせんだいメディアテーク 1F オープンスクエアを予定しています。
主催／連絡先
公益社団法人

日本建築家協会東北支部宮城地域会
仙台市青葉区一番町４−１−１
オークツリー一番町 ４F
Phone: 022-225-1120
FAX : 022-213-2077
web:
www.jia-tohoku.org
e-mail: miyagi@jia-tohoku.org

応募要項
１ 主旨
名取市ゆりが丘に計画中の複合施設「ミツイガーデンヒルズ仙台ゆりが丘」
の
敷地内には約1700㎡のコモンガーデンと呼ばれる広場があります。
この複合
施設には有料老人ホーム、
カフェ、
コインランドリー、地域交流スペース、就労
継続支援B型といった施設が計画されていますが、
コモンガーデンは地域に
開放することを想定した屋外多目的スペースです。
この場所の活性化を目的と
して、東屋のデザインを宮城県で建築を学ぶ学生に広く募集するものです。
２ 概要
「ミツイガーデンヒルズ仙台ゆりが丘」
のコモンガーデン内に建設予定の東屋
3棟のうち2棟についての建築デザインを募集します。本設計競技は計画の実
現を前提としており、審査後に、最優秀案を含む複数案について、事業者と実
現に向けて協議を行う予定です。
ただし、応募案の計画実現を保証するものではありません。入選作の実現につ
いてはJIA会員が設計サポートを行う予定です。
３ 応募資格
宮城県内の大学、大学院、短期大学、大学校、高等専門学校、各種専門学校
（以下、大学等とする）
の建築系学科に在籍する学生、大学院生であること。
だ
たし、代表者は2023年度大学等に在学見込みであること。
※ 個人・グループ・国籍を問わず応募可能です。
※ グループでの応募は１グループ最大７名とします。
※ 応募者は１提案のみ可能です。一個人が複数のグループに所属したり、
個人とグループ両方で応募することはできません。
４
・
・
※
※

施設計画
所在：宮城県名取市ゆりが丘（別紙案内図参照）
平屋建てとし、
内部空間を持たない東屋
配置については別紙の配置図を参照すること。
配布する配置図の内容は計画段階のものです。
コンペ終了後に変更する
ことがあります。

５ 設計条件
・ コモンガーデンの利用方法を想定して東屋のデザイン、機能、規模を提案
してください。
・ 配布する配置図に記載された敷地A、敷地Bのどちらか一箇所を選んで提
案してください。
・ 工事費を税別100万円以下に想定してください。
６ 登録
応募を希望する方は、応募申込書に必要事項を記入し、
日本建築家協会
(JIA) 東北支部 宮城地域会事務局にe-mailして下さい。登録者にはe-mail
にて登録番号を送付します。
・ 応募登録期限
2022年11月17日
（木）17：00まで
・ 問い合わせ先、登録先
公益社団法人日本建築家協会 東北支部宮城地域会 事務局
〒980-0811
仙台市青葉区一番町4-1-1オークツリー一番町4階
TEL：022-225-1120 FAX：022-213-2077
e-mail：miyagi@jia-tohoku.org
・ 応募申込書
HPよりダウンロード可能です。
URL：http://www.jia-tohoku.org/
７ 現地見学
・ 現地見学は応募期間内であれば随時おこなってかまいません。
ただし、
周
辺は小学校等も立地する住宅街です。地域の方や、
周囲の店舗、学校等に
は十分に配慮してください。
８ 質疑
・ 質疑は上記問い合わせ先宛のe-mail にて受け付けます。
フォーマットは
特にありません。e-mailのタイトルを、
「ミツイガーデンヒルズ仙台ゆりが丘
質疑」
として下さい。
・ 質疑期間
2022年10月10日
（月）
から10月17日
（月）
・ 質疑回答
2022年10月24日
（月）以降、HP上で公開します。
９ 応募作品
・ 設計主旨 800字以内
・ 計画イメージ
（平面図・断面図等）縮尺1/20。図面は設計主旨を伝えるこ
とを目的とします。実施図面、詳細図面等を求めるものではありません。

パース、模型写真、
ダイアグラム等を加えて提案することも可能です。
・ 上記内容を含む提案をA2パネル
（横）
１枚にまとめてください。
レイアウト、
表現方法は自由とします。
パネルはフレームには入れず、
のりパネ５ミリもし
くは7ミリ厚に貼ったものとしてください。
・ 文字は12ポイント以上としてください。
ただし図面に付記する文字等は8ポ
イント以上としてください。
・ パネル右上に登録番号を文字サイズ20ポイントで記載し、提案者の氏名
等は記載しないで下さい。
・ パネルデータ
（PDF形式、10MB以下）、設計主旨
（MSWordファイル）
をＣ
Ｄ−Ｒ等で添付して提出して下さい。
１０ 提出
・ 提出方法
作品は折り曲げずに提出先に郵送または持参して下さい。作品を持参す
る場合は、提出期限内で金曜日を除く平日の午後13：00から17：00のみ受
け付けます。
・ 提出期限
2022年11月30日
（水）17：00必着
・ 提出先
公益社団法人日本建築家協会 東北支部宮城地域会 事務局
〒980-0811
仙台市青葉区一番町4-1-1 オークツリー一番町4階
TEL：022-225-1120 FAX：022-213-2077
e-mail：miyagi@jia-tohoku.org
１１ 審査員
・ 松本純一郎
・ 金沢和樹
・ 未定
・ 未定

JIA宮城地域会
㈱ミツイ代表取締役
㈱ミツイ社員
JIA宮城地域会

（審査委員長）

１２ 審査
・ 審査は書類審査、公開審査の2段階とします。
書類審査：2022年12月2日
（金）
（書類審査の結果は日本建築家協会東北支部宮城地域会のHPにて公
表します）
公開審査：アーキテクツウィーク2022にて行います。
場所：メディアテーク１Fオープンスクエア
日時：2022年12月17日
（土）16：30～19：00
詳細は後日、
日本建築家協会東北支部のHPにてお伝えします。
http://www.jia-tohoku.org/
・ 公開審査の結果は登録者全員にe-mailにて通知します。
・ 応募者は審査結果について異議を申し立てることはできません。
１３ 表彰
・ 最優秀賞１作品
・ 優秀賞3作品程度

賞金5万円
賞金1万円

１４ 応募作品の取扱い
・ 応募作品の公表及び出版の権限は主催者が保有することとします。
・ 入賞作品は日本建築家協会東北支部のHPで公開します。
・ 応募作品は返却しません。
１５
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

スケジュール
応募登録期間
質疑
質疑回答
応募案提出期限
書類審査
公開審査
結果公表

2022年
2022年
2022年
2022年
2022年
2022年
2022年

10月10日
（月）～11月17日
（木）17：00
10月10日
（月）～10月17日
（月）17：00
10月24日
（月）以降
11月30日
（水）17：00
12月2日
（金）
12月17日
（土）16：30～19：00
12月19日
（月）以降

主催／連絡先
公益社団法人

日本建築家協会東北支部宮城地域会
仙台市青葉区一番町４−１−１
オークツリー一番町 ４F
Phone: 022-225-1120
FAX : 022-213-2077
web:
www.jia-tohoku.org
e-mail: miyagi@jia-tohoku.org

