JSCA 東北支部

第 7 回構造デザイン交流会 2021

【作品募集要項】

2021.06.10 版

会 場

エル・ソーラ仙台 大研修室（アエル 28 階）

主 催

一般社団法人 日本建築構造技術者協会（ＪＳＣＡ）東北支部

はじめに
日頃は JSCA 東北支部の活動にご理解とご協力を頂きまして御礼申し上げます。昨年は新型コロナ問題によ
り延期としました「ＪＳＣＡ東北構造デザイン交流会」を、このたび第 7 回目として開催することと致しました。
オンラインを利用した、これまでにない試みにチャレンジしますので、よろしくお願いいたします。
第１部は構造デザインコンテスト、第２部は構造デザイン発表会（作品の部、アイデアの部）
、そして第３部に
は構造家による特別講演を予定しております。建築構造設計に携わっている技術者はじめ、将来建築設計を目指
そうとしているすべての方を対象に、いろいろな視点から意見交換し合える交流の場になればと考えております
ので、是非ご参加ください。
日 時
場 所

令和 3 年 9 月 25 日（土） 12：30～18：00(予定)
エル・ソーラ仙台 大研修室（アエル２８階）

【プログラム】
第１部

構造デザインコンテスト

12：30～

第２部

構造デザイン発表会

16：00～

第３部

特別講演（予定）

17：00～

※プログラム内容は変更になる場合があります。

(こうぞう君)
ＪＳＣＡ東北マスコット

【運営方法】
コロナ対策の一環として、会場運営は、発表者および審査員ならびに事務局のみで行います。交流会の模
様は、Zoom による Web 配信を行いますので、聴講を希望される方は、ホームページ上に公開（8 月２０
日予定）する申込み用アドレスからエントリーをお願いいたします。参加用パスワードを発行いたします。
なお、今後の社会情勢により、運営方法を変更する場合がありますので、ご了承ください。

[第１部] 構造デザインコンテスト
テーマ
【 オリンピックを楽しむためのパブリック
ビューイングに架ける屋根の提案 】

まより、オリンピック期間限定の賑わい空間とな
る仮設屋根構造物を募集します。自由な発想で実
現してみたい構造デザインがテーマです。あなた
の独創的な発想を形にして是非ご応募ください。
＜応募内容＞

※コロナ禍が社会問題となっています。この問題が落ち着き、
多くの人が自由に集える時が早く来ることを祈って、このテ
ーマを設定しました。ご提案の内容を検討する場合には、コ
ロナ問題は存在しないものとして下さい。

＜趣旨＞
建築を学び近い将来建築設計の実務者を志す学
生、および一線で活躍されている実務者のみなさ

① 東京オリンピックを各地で応援でき、あわせて
賑わいを演出するパブリックビューイングに
架ける屋根を提案してください。設置場所は、
東北地方にある公園、広場（駅前を含む）等利
便性の良いところとします。
② 収容人数は 500 名以上とし、適所にモニター
を設置してください。モニターのサイズおよび
見せ方は自由です。必要に応じて客席を設けて
も良いものとします。
③ 建物は終了後撤去する仮設構造物とします。ま
た、力学的安定のための概略検討を行ってくだ
さい。柱脚はピン支点とし、支点下部の基礎構
造は頑強であるものとします。

④ 本コンテストは仮想競技です。発表作品を地方
自治体への推薦や、実際に施工するものではあ
りません。

編集頂き、プロジェクターを用いて発表頂き
ます。パソコン上で操作できる写真、PDF デ
ータ等の資料や、模型等を活用しても構いま
せん。周辺機器は事務局で準備いたします。
② 発表時間・・・10 分/１作品（発表 7 分+質
疑応答 2 分、入替 1 分）(予定)
＜審査方法＞
優秀作品は、建築専門家審査員により、全ての参
加チームの中から評価点に応じて選考いたします。
学生、実務者のカテゴリー分けはありません。
審査員による評価基準は、評価点として「発想力

＜応募資格＞
建築に携わる全ての方（学生、社会人不問）、
全体で 10 チーム程度募集いたします。
（1 チーム当り最大 5 名までとします。）
＜発表方法＞
① 発表は、事前に提出頂く概要説明書のほか、
PowerPoint または PDF ファイルを PC 用に

＜審査員(予定により変更となる場合があります)＞(敬称略)
・小野田 泰明(東北大学工学部建築社会環境工学科教授)
・佐藤 淳(佐藤淳構造設計事務所/東京大学准教授)

15 点」「技術力 10 点」「表現力 10 点」の３
項目による配点といたします。優秀作品に選ばれ
た作品には記念品を贈呈いたします。
また、聴講いただいた方は、気に入った作品に１
票を投票することができます。得票数の最も多か
った作品には最多得票賞を贈ります。

・常木康弘(ＪＳＣＡ会長)
・平山浩史(JSCA東北支部長)
・成田 諭(JSCA東北支部構造デザイン委員長)

[第２部] 構造デザイン発表会
＜趣旨＞
構造設計者が日頃行っている構造設計上のアイデアや
工夫点を、ご自身が設計された建築作品について発表
下さい。設計に対する思いや現場での苦労話しなど、
意見交換しながら交流を深めたいと思います。また、
若い技術者や学生にも構造設計の役割や楽しさを伝え
る場としたいと思いますので、奮ってご応募ください
＜応募内容＞
① 作品の部・・・構造設計者がこれまでに構造設計
を担当し、現在竣工または建築中の案件のうち、
構造計画上工夫した未発表の作品を募集します。
② アイデア(小ネタ)の部・・・構造設計者がこれまで
に設計した、または設計中の案件について、ある
部位に特化して構造計画上工夫した未発表の作品
を募集します。
＜共通＞
各作品は、建築物、橋、モニュメント、工作物等ジャ
ンルならびに構造材料は問いません。

＜応募資格＞
作品の部、アイデア(小ネタ)の部とも、構造設計を担当
されている全ての技術者
（JSCA 会員不問）
とします。
＜発表方法＞
① 準備資料・・・事前に提出頂く概要説明書のほか、
PowerPoint または PDF ファイルを PC 用に編
集頂き、プロジェクターを用いて発表頂きます。
周辺機器は事務局で準備いたします。
② 発表時間・・・13 分/１作品（発表 9 分+質疑応
答 3 分、入替 1 分）(予定)
＜発表作品の選考＞
本発表会の趣旨に沿った作品であることを採否基準と
します。応募多数の場合は、来年度の発表となる場合
があります。また。応募いただいた作品のなかから、
JSCA 本部の構造デザイン発表会へ推薦することがあ
ります。

[第１部]・ [第２部] 作品応募方法

交流会聴講方法

作品の応募を希望される方は、はじめにエントリーシー

交流会の模様は、Zoom ウェビナーによる Web 配信を

トにてお申し込みください。作品応募の方でタイトルが

行います。聴講を希望される方は、JSCA 東北支部ホー

まだ決定していない場合は、未定として構いません。追

ムページに公開（８月２０日予定）予定の申込み用アド

って応募詳細資料をお送りします。また、エントリーシ

レスにてお申込みください。参加用パスワードを発行い

ートはＪＳＣＡ東北のホームページからもダウンロード

たします。募集人数は４００名とします。

できます。
JSCA 東北 ホームページ
http://www.jsca-tohoku.com/

JSCA 東北 ホームページ
http://www.jsca-tohoku.com/

・エントリー期間 2021.6.14～2021.8.16 まで

・聴講申込み期間 2021.8.20～2021.9.20 まで

・概要説明書提出期間 2021.9.1～2021.9.15 まで

なお、予定数に達した時点で締め切り致します。

・発表データ提出期限 2021.9.21 まで
作品の提出資料は、内容をまとめた概要説明書 A3 判２
枚以内とし、プログラムに掲載いたします。概要説明書
には、設計図のほか、説明用のパース、写真を掲示して
もよいとします。なお、タイトル、所属先名、氏名（チ
ームの場合は、全員の氏名）を記載してください。
（過去
の受賞作品はJSCA東北支部ホームページをご参照くだ
さい）

■作品応募エントリーシート（申込期間 2021.6.12～8.16 まで）
「構造デザイン交流会 2021」作品応募申込書
申込み者区分（丸印）
会員（正・一般・名誉・学術）

賛助会員

学生会員

非会員 ・学生

作品応募区分（丸印）
第１部 構造デザインコンテスト
第２部 構造デザイン発表会

作品の部

アイデア(小ネタ)の部

作品のタイトルまたは設計概要

未定の場合は（未定）可

ﾌﾘｶﾞﾅ

(会員の方は) 会員番号

氏名(代表者)
連絡先 TEL：
勤務先または学校名

連絡先 FAX：

連絡票送付先 E-mail：

(携帯メール不可)

※事務局からの連絡は原則として電子メールでお送りします。添付ファイルが受信・確認できるメ
ールアドレスを明記して下さい。
※メールでお申込みの際は、件名に「構造デザイン交流会申込」と記載下さい。

＜作品応募エントリーシート送付先＞
日本建築構造技術者協会東北支部

事務局

E-mail：jimukyoku@jsca-tohoku.jp

＜応募についての注意事項＞
１）応募資料および著作権の取扱い
・ JSCA は応募資料について以下の方法で広く発表することが出来ることとします。
①

発表者による講演およびパネル展示等

②

JSCA 機関紙およびJSCA ウェブサイト等への掲載

③

新聞社、雑誌社への公表および他機関への紹介

④

作品の部応募作品のJSCA 全国大会への東北支部推薦

・ 応募資料の著作権は応募者に帰属します。ただし、JSCA は上記の①～④に際し応募者が作成した
資料を無償にて利用できるものとします。
・ 応募資料に写真など第三者の著作権が存在する場合は、応募者が発表会への応募及び機関紙への掲載ならびに
上記に規定する事項について、当該第三者の許諾を得ているものとします。また、建物の所有者に対しても
許諾を得ているものとします。
２）機関紙ならびにJSCA ウェブサイト等への掲載
・ 機関紙ならびにJSCA ウェブサイト等への掲載に際しては、掲載の際にお知らせを致します。
３）個人情報に関する制限
・ 個人情報はJSCA にて厳重に管理し、本発表会に関連すること以外には使用しません。
４）応募の際は本募集要項の記載事項について同意した上でお申込み下さい。
５）応募についての問い合わせ先

日本建築構造技術者協会東北支部

事務局

〒981-0014 仙台市青葉区本町 2 丁目 9-20 大永ビル 203
㈱SA 設計内 担当 矢部、山内
TEL 022-211-8838 FAX 022-211-8825
E-mail：jimukyoku@jsca-tohoku.jp
６）その他
JSCA 建築構造士登録更新のための評価点制度および建築 CPD 情報提供制度対象講習会申請中
JSCA 建築構造士の方は、登録証を当日必ずご持参の上、受付にてご提示下さい。

