


HEAT 20 【学⽣対象】地域に暮らす 住まい設計コンペティション

コンペの趣旨



HEAT 20

⼤学、⼤学院、⼯業⾼校専⾨学校等の学⽣を
対象に、住宅の温熱環境、省エネルギーにつ
いての関⼼度向上をはかり、次世代の住宅の
質的向上の貢献する技術者、研究者を育てる。

学⽣の無垢な発想による新しいアイデアの収
集と公開。

HEAT20の認知度向上。

コンペの趣旨
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コンペ（第１回）のテーマ



HEAT 20

2011年3⽉、
東⽇本⼤震災によって激甚的災害を受け、

今後、数年以上の⻑きに渡り、
数多くの住宅再建が必要になる
岩⼿県陸前⾼⽥市を対象に、
「岩⼿の湘南」といわれる

穏やかな気候特性や⾵⼟性に配慮し、
さまざまな再建ニーズも踏まえ、
この地の地域定住に貢献する

魅⼒的な地域型復興住宅の提案。

コンペ（第１回）のテーマ
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コンペの実施・審査⽅法
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応募資格 ： 学⽣対象（⼤学、⼤学院、⼯業⾼等専⾨学校等に在学する個⼈、またはグループ）
設計条件 ： 陸前⾼⽥市の実際の敷地（約100坪）に、

家族４⼈（夫婦＋⼦供２⼈）が暮らす⽊造⼾建て住宅の設計

募集概要

コンペの実施・審査⽅法



HEAT 20

募集状況

応募エントリー数 ： ４４個⼈・団体
応募数 ： ２０個⼈・団体

審査基準

① 地域の気候特性への適合性・活⽤度・・・陸前⾼⽥の地域性
② エネルギー性能・・・HEAT20的な考え
③ 空間計画・・・プラン、敷地計画等
④ デザイン性・・・外観等
⑤ その他の魅⼒・・・①〜④以外で審査委員が評価する内容

コンペの実施・審査⽅法
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審査規約

HEAT20 
学生対象「地域に暮らす住まい設計コンペティション」

審査規約 
 
 
１．審査委員は別添に掲げるものから構成され、応募作品を審査す

る。 
２．審査は、以下の評価基準により行う。 
① 地域の気候特性への適合性・活用度 
② エネルギー性能 
③ 空間計画（プラン、敷地計画等） 
④ デザイン性（外観等） 
⑤ その他の魅力 

３．審査は、事前審査と審査会にて行う。 
① 事前審査は、全応募作品について、審査委員が評価基準に基

づいて採点（審査シートに記入）する。 
② 審査会は、全応募作品について、事前審査の採点結果を基に、

審査委員全員による意見交換及び投票によって行う。 
４．審査会は、応募作品の中から、「最優秀賞（１点）」「優秀賞（３

点）」「特別賞（情況により授与）」を選出する。 
５．審査は、公平性を確保するため、匿名で行う。 
６．審査は、恣意的でなく客観的な選考を行う。 
７．審査結果は、HEAT20 Web サイトに発表する。 
 

平成 26 年 12月２日
HEAT20 2020 年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会

HEAT20 
学生対象「地域に暮らす住まい設計コンペティション」

審査委員 
 
○坂本雄三（審査委員長）：（独）建築研究所 理事長 
 
○鈴木大隆： 
（地独）北海道立総合研究機構 北方建築総合研究所 副所長 
（一社）陸前高田市建設業協会「住宅再建推進協議会」 相談役 

 
○岩前篤：近畿大学 建築学部長・教授 
 
○砂川雅彦：（株）砂川建築環境研究所 代表取締役 
 
○長谷川順一： 
（一社）陸前高田市建設業協会「住宅再建推進協議会」座長 
 

○武蔵富士夫： 
（一社）陸前高田市建設業協会「住宅再建推進協議会」 運営委員
 
○橋戸幹彦：（株）建築技術 取締役代表・編集長 
 
○栗原潤一：（一社）プレハブ建築協会 
 
○松岡大介：（株）ポラス暮し科学研究所 住環境グループ長 
 
○神田雅子：アーキキャラバン建築設計事務所 代表 

審査委員

コンペの実施・審査⽅法
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審査会

コンペの実施・審査⽅法
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審査結果の発表
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間土の家 まどのいえ

神戸大学/大学院 橋本阿季（個人）

（敬称略）

審査結果の発表
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陸前高田の家
東北工業大学 許雷研究室 代表相澤那樹（団体）

蓄熱と断熱のいえ
北九州市立大学/大学院 小畑拓未（個人）

つつむいえ
筑波大学 大村清美（個人）

（敬称略・応募登録順）

審査結果の発表
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風流れる平屋の家
北九州市立大学 上田健陽（個人）

（敬称略）

審査結果の発表
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審査結果と表彰・講評
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間土の家 まどのいえ

神戸大学/大学院 橋本阿季（個人）

陸前高田の家

東北工業大学 許雷研究室 代表相澤那樹（団体）

蓄熱と断熱のいえ

北九州市立大学/大学院 小畑拓未（個人）

つつむいえ

筑波大学 大村清美（個人）

風流れる平屋の家

北九州市立大学 上田健陽（個人）

（敬称略・優秀賞は応募登録順）

審査結果と表彰・講評
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受賞作品の紹介
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間土の家 まどのいえ 神戸大学/大学院 橋本阿季（個人）
（敬称略）

1/2

受賞作品の紹介



HEAT 20

間土の家 まどのいえ 神戸大学/大学院 橋本阿季（個人）
（敬称略）
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受賞作品の紹介
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（優秀賞は応募登録順）
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受賞作品の紹介
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蓄熱と断熱のいえ 北九州市立大学/大学院 小畑拓未（個人）
（敬称略）

（優秀賞は応募登録順）
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つつむいえ 筑波大学 大村清美（個人）
（敬称略）

（優秀賞は応募登録順）

1/2

受賞作品の紹介
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陸前⾼⽥からのメッセージ



長谷川順一
（一般社団法人）陸前高田市建設業協会「住宅再建推進協議会」座長

HEAT20 【学生対象】住まいに暮らす 住まい設計コンペティション 審査委員



陸前高田市 福伏・要谷地区 http://archive.shinsai.c.yimg.jp/v1/resource/emgphoto-0999/085/19999.jpg

浸水しなかった高台の風景
陸前高田市長部 地区



長谷川順一
（一般社団法人）陸前高田市建設業協会「住宅再建推進協議会」座長

HEAT20 【学生対象】住まいに暮らす 住まい設計コンペティション 審査委員



日本100景 高田松原

この松林は陸前高田に有形無形

の様々なものをもたらしたが、

残念ながら、津波襲来への気付

きを遅らせた一面もある






