第７回「沖縄建築賞」選出作品 募集要項
主
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（一社）日本建築学会九州支部沖縄支所

（一社）建築設備技術者協会九州支部沖縄支所

（公社）日本建築積算協会九州支部

（一社）沖縄県建設業協会

特別協力： （株）沖縄タイムス
後

援：

ＮＨＫ沖縄放送局

琉球放送㈱

㈱エフエム沖縄

㈱ラジオ沖縄

琉球朝日放送㈱

沖縄テレビ放送㈱

㈱沖縄建設新聞

１．目的

３．応募資格

本賞は、建築文化の向上に資する県内の優秀な

３-１.本拠地を沖縄県内で事務所登録をしていること。

建築物、建築士を表彰することで、建築の社会的な

※関係団体の加盟は問いません。

役割をあらためて評価します。さらに建築に携わる関

３-２.作品に責任のある立場で関わった建築士である

係者の業務への意欲、技能の向上を目指しながら、

こと。

次世代を担う建築士の発掘、育成を促すことを目的

３-３.審査員及びその事務所関係者の応募は認めら

とします。

れません。※前年の一般建築部門正賞受賞者は、

また、本賞の結果については、優れた建築作品を
広く知ってもらうため、一般に公開します。

住宅建築部門の応募を認めます。同じく、前年の住
宅建築部門正賞受賞者は、一般建築部門の応募を
認めます。

２．応募内容
沖縄県内に建築された建築作品等であり、住宅建

３-４.現地審査を行うことや、応募作品の公表につい
ては、建築主の承諾を得たものとします。

築部門、一般建築部門は過去５年以内に完成した建

３-５.全応募者、第一次審査に通過した作品の応募

築物を対象とします。

者は期日までに所定の登録料を指定の口座にお振り

（１）

住宅建築部門

込み頂きます。※期日までにお振込みが無かった場

主要用途が住宅（多世帯住宅を含む）で

合は失格となります。

規模は問いません。
（２）

一般建築部門

４．応募手続

住宅以外の一般用途の建築作品で、公共、

４-１．応募様式

文教、生産、商業、厚生、集合住宅などを含
む建築物等で規模の大小は問いません。
※住宅と他の用途が複合した作品は、作品の特
徴を踏まえて応募者が部門を判断して下さい。
※応募点数の制限はありません。
※発表済みの作品でも構いません。

提出ガイドに沿って「応募申請書」、「応募作品」を
作成してください。
各書類様式のデータは、タイムス住宅新聞Ｗｅｂ
マガジンからダウンロードできます。
・ホームページ： sumai.okinawatimes.co.jp

４-２．応募書類・応募作品の提出方法と受付期間

※画角厳守 16：9

1)提出ガイドに指定された、Ａ1 タテサイズの作品

※動画可能

パネルを準備して下さい。

※送信後は要電話確認。

＝見本＝

※プレゼンテーション用データがない場合、Ａ1 タテサ
イズの作品パネルにてプレゼンテーションしていただき
ます。
・受付開始：２０２1 年６月８日（火）
午前１０時から
・受付締切：２０２1 年７月１６日（金）
午後４時までに必着
４-４．提出機関
（公社）沖縄県建築士会
〒901-2101 浦添市西原 1-4-26（沖縄建築会館内）
TEL：098-879-7727

FAX：098-870-1710

e-mail：shikai@ryucom.ne.jp
※応募作品を厚さ５mm Ａ１サイズのパネル

平日午前１０時から午後 4 時

に１ページあたりＡ２サイズ 2 枚貼り付け。

2)作品一式を提出ガイドに指定された形式で、ＣＤ

４-５．応募料の納付

におとして下さい。

１）応募料（全応募者）

3)提出ガイドに沿って「応募申請書」を準備して下

応募者は、応募料(沖縄建築賞応募登録料)5,000

さい。

円を７月１２日（月）までに下記の口座に振り込んでく

4)沖縄県建築士事務所登録の写しを準備して下

ださい。期日までに振込みがなかった場合は失格とな

さい。

ります。

以上を、（4-4）提出機関へ持参又は郵送

・振込み先：沖縄海邦銀行

して下さい。

普 通 口 座

・受付開始：２０２1 年６月８日（火）午前１０時から

泡瀬支店
０２２５０４３

沖縄建築賞実行委員会 金城 傑

・受付締切：２０２1 年７月９日（金）午後４時まで
午後４時までに必着。郵送の場合は、配達の記録
が残るものに限ることとし、受付期間最終日時必着
とします。

２）第一次審査選考通過者
第二次審査登録を必須とし、１作品につき２５,０００
円を８月２０日（金）までに指定口座に振り込んでいた
だきます。

４-３．プレゼンテーション用のデータの提出方法と受
付期間
応募作品とは別にプレゼンテーション用にデータを
準備していただきます。
内容を 3 分以内に収め、メール便で（4-4）提出機
関へ送信してください。

※尚、応募者側の事由により、登録を辞退する場合に
於いても登録料はお支払いいただくものとします。

５．選考

ては詳しい図面等の資料提供を求める場合もありま

５-１．審査委員（８人）

す。離島の作品について、応募者の現地審査渡航費

委員長

は、自己負担といたします。

古谷 誠章 （建築家 早稲田大学教授）

副委員長 小倉 暢之 （琉球大学名誉教授）

委 員

能勢 裕子 （彫刻家）

５-３．審査・選考基準

金城 傑

次にあげる視点から応募作品を総合的に評価します。

武岡 光明

（公社）沖縄県建築士会会長
（一社）沖縄県建築士事務所協会会長

伊良波 朝義（公社）日本建築家協会沖縄支部支部長
大嶺 亮 第 6 回沖縄建築賞 住宅部門正賞受賞者
細矢 仁 第 6 回沖縄建築賞 一般部門正賞受賞者

①沖縄の気候風土を反映した建築提案があり、独
創性、表現力が優れていること。
②時代性をふまえた企画力や技術力、機能性に優
れていること。
③地域への貢献、文化の向上に資しており、未来へ

※前回の一般建築部門の正賞受賞者は、今回の一

つながる創造性が優れていること。

般建築部門の審査にあたります。前回の住宅建築部
門の正賞受賞者は、今回の住宅建築部門の審査に
あたります。二次審査(現地審査)も同様です。

６．発表
２０２１年１０月２９日（金）
タイムス住宅新聞またはタイムス住宅新聞Ｗｅｂマ

５-２．審査手順

ガジン上とします。 sumai.okinawatimes.co.jp

審査については、２段階によって作品を選出します。
1) 第一次審査
期日：７月２４日(土)

７．表彰・展示

場所：浦添市てだこホール市民交流室

７-1．表彰区分

一般建築部門：9 時～12 時（予定）
住宅建築部門：13 時～17 時 50 分（予定）
全応募者によるプレゼンテーションを実施します。
1 人につき 10 分（準備２分、プレゼン３分、質疑５
分）を設定しています。※提出していただいたデー
タ(4-3)を使用していただきます。

正

賞：住宅建築・一般建築部門で審査基準に
より総合的に優れている作品。

タイムス住宅新聞社賞：正賞に次ぎ、奨励賞の中
から際立った作品。
奨励賞：正賞、タイムス住宅新聞社賞に次ぐ作品
の中から、今後正賞が期待できる作品。
新人賞：全応募作品の中で、４０歳未満の建築士

本賞の目的、選考基準に沿う建築提案が明瞭な

による秀でた作品。正賞並びに奨励賞

作品を各部門（住宅建築部門・一般建築部門）計

とは別途の賞とします。

10 作品程度を、第二次審査対象作品として当日
に選出します。
２)第二次審査
期日：１０月１５日(金)～１０月１６日(土)
審査委員が現地調査・質疑を実施し、その結果をもと
に最終選考を行い、表彰作品（各部門作品、正賞・タ
イムス住宅新聞社賞・奨励賞・新人賞）を決定します。
第二次審査では、応募者への現地同行、場合によっ

入 選： 一次審査を通過した作品は入選とし、

賞状を授与します。

７-２．表彰（賞金及び賞状、賞牌）・展示

９．その他

・住宅建築部門(賞状・賞牌)
正賞
奨励賞

①選考結果の通知
１点 ２０万円

２点以内 ５万円

第一次審査の結果について審査後速やかに
メール、電話等にて応募者へ通知します。なお、
この通知時に第二次審査（現地審査）の日程など

・一般建築部門(賞状・賞牌)
正賞
奨励賞

をお知らせします。
１点 ２０万円

２点以内 ５万円

②応募書類の取り扱い
応募書類（データ）は返却致しません。応募書

タイムス住宅新聞社賞(賞状・賞牌)
１点 １０万円

類は応募者に無断で選考以外、上記８の「広報」
以外の目的に用いることはありません。
③写真等の版権処理について

新人賞(賞状・賞牌)

１点

５万円

応募書類等に掲載する写真や図面等の版権処
理は応募者の責任で行ってください。

入選(賞状) 上記以外の一次審査通過者
１０．問合せ先
－表彰式－

応募に関するお問合せは以下までお願いします。

日時：２０２１年１１月７日（日） １３：００から

沖縄建築賞実行委員会事務局

場所：沖縄建築会館

住所：900-0015 那覇市久茂地 2-2-2-1１F

浦添市西原 1-4-26

（株）タイムス住宅新聞社内
担当：当真・仲本

－入賞作品展示―

電話：０９８－８６２－１１５５（代表）

Web 上での作品展示

メール： kenchiku.jht@gmail.com

８．広報
本賞により、沖縄県内における優れた建築作品を
広く知ってもらうため、以下の広報を行います。
応募者におきましては、応募と同時に本賞での広
報へ同意したものとします。
①主催構成団体ホームページ上への掲載
②審査結果の新聞紙上での公開・掲載
③作品発表による公開・展示
④主催構成団体刊行誌及び関連事業への掲載
⑤本賞の入賞作品については韓国済州道建築士
会の設計展へ出展
⑥主催構成団体の設計展等への出展展示

