第

34 回

住 まい の
リフォーム
コンクール

作品部門と
ビジネスモデル部門の
2部門にて開催

応 募 要 項
国は「日本再興戦略」の1つとして、「中古住宅流通・リフォーム市場
の規模を倍増」のための取り組みを進めています。ストック型の住宅市

応募締切

場への転換を図るため、住宅リフォームの適切な実施がますます重要に

平成29年

なっています。

6月15日 木

こうした中で、
「住まいのリフォームコンクール」は34回目の開催を迎え
ます。個々のリフォーム作品を評価する「作品部門」と、リフォーム事業の仕
組み等を評価する「ビジネスモデル部門」の2部門にて開催いたします。
全国各地から多数の住宅リフォーム事例のご応募をお待ちしています。

主催：公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
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本コンクールは、全国各地で施工された住宅リフォームの事例を募り、優秀な事例について建築主（施主）
・設
計者・施工者を表彰し、これを消費者や事業者に広く紹介することにより、住宅リフォームの促進とその水準の
向上を図ることを目的としています。
個々の住宅リフォーム作品を評価する「作品部門」と、消費者の安心を高めたり、まちづくりと連携するなど
の工夫や仕組み等を評価する「ビジネスモデル部門」の 2 部門にて開催いたします。

応募条件等
<作品部門>
応募条件
（1）応募者の要件

応募者は、応募作品の住宅の建築主（施主）、設計者、施工者とします。
・建築主が応募する場合は、必ず設計者及び施工者に応募する旨を伝え、応募登録書に社名・担当者名等を
記入してください。
・設計者または施工者が応募する場合は、必ず建築主の同意を得てください。
（2）応募対象
平成 27 年 7 月から平成 29 年 6 月の応募締切までの間に、リフォーム工事が完了したもので、下記の条件を
満たすものを対象とします。
・ここで言う「リフォーム」とは、増築、改築、模様替え、修繕等をいいます。
・リフォーム後に住宅（マンションの共用部分やグループホーム等の福祉系居住施設を含む）で、国内にあ
るものに限ります。
・住宅の構造、建方形式は問いません。
・建築基準法等関係法令の各種規定を遵守しているもの。
・共同建においては、建物全体の耐震性が確保されているものに限ります。
（3）その他
応募対象となるリフォーム工事の中でも、消費者が計画や施工等へ積極的に参画したリフォーム工事、工事金
額が少ない小規模なリフォーム工事、マンション共用部分の大規模修繕工事など、また、リフォームプロセス
における課題の解決方法に着目した事例などについても、幅広く募集します。

提出書類
１つの住宅につき、１作品を応募してください。同一住宅にて複数作品の応募はできません。
作品ごとに次の①②③を作成し、事務局まで送付してください。
①
「応募登録書（作品部門）
」
・・・所定の事項を記入したもの ＜A3 判 1 枚＞
※A3 判が出力できない場合は、A4 判を貼り合わせて A3 判で提出してください。
②
「応募用紙（作品部門）」
・・・写真、図面を貼付し、所定の事項を記入したもの ＜A3 判 1 枚＞
※A3 判が出力できない場合は、A4 判を貼り合わせて A3 判で提出してください。
③「審査手数料払込控貼付用紙」
＜A4 判 1 枚＞
※複数の作品を応募し、手数料をまとめて振り込む場合は、
③の貼付用紙は 1 枚で結構です。

<ビジネスモデル部門>
応募条件
（1）応募者の要件
応募者は、次のようなリフォーム事業の仕組み等 ( 注 ) を構築している事業者、事業グループ・団体で、平成
29 年 6 月の応募締切時において、当該仕組みのもとで行ったリフォーム工事の実績があるもの。グループ・
団体で応募される場合は、構成員の了解を得てください。
なお、要件に該当するか疑問がある場合は、事務局までお問い合わせください。
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（注）リフォーム事業の仕組み等とは、次のようなものが想定されます。
【想定される事業主体の例】
・単一のリフォーム事業者
・設計事務所や工務店、設備会社等が連携したリフォーム事業グループ・団体
・中古住宅流通、資材生産・供給、金融等異業種とリフォーム事業等とが連携したもの
・産官学が連携したリフォーム事業グループ・団体
【想定される仕組みの例】
・消費者の安全・安心を高めるための受注方法、価格の透明化、メンテナンスサービス等をシステム化
したもの。
・住宅の性能・品質を向上させるための建物調査・診断、仕様・検査のルール化やそれに携わる人材の
育成プログラムなどの構築を図ったもの。
・新材料・新工法、IT 利用等による工事・業務の合理化、コストダウンを図ったもの。
・地域材、リサイクル材の利用促進等地域産業の振興に貢献しているもの。
・中古住宅流通とリフォームの連携
・まちづくりとリフォームの連携
・空き家を活用し、住宅以外（店舗、保育所、デイサービス施設等）の用途へのコンバージョンにより
地域活性化に貢献しているもの。
（今回から、新たに応募対象として追加したもの。）
（2）応募対象
（1）の応募者の要件を満たす事業者、グループ・団体の構成員が、リフォーム事業の仕組み等を活用し、平成
26 年 7 月から平成 29 年 6 月の応募締切までの間にリフォーム工事を完了したもので、下記の条件を満たすも
のが複数あるものを対象にします。応募には、リフォーム事業の仕組み等の内容と、完了したリフォーム工事
のうち2 事例をあげてください。
・ここでいう「リフォーム」とは、増築、改築、模様替え、修繕等をいいます。
・以下のいずれかのリフォームで、国内にあるものに限ります。
①住宅から住宅 ②住宅から非住宅 ③非住宅から住宅
・建物の構造、建方形式は問いません。
・建築基準法等関係法令の各種規定を遵守しているもの。
（3）その他
応募書類を総合的に審査しますので、リフォーム工事が工事金額の少ない小規模なものやデザイン性が必ず
しも高くないものであっても、ふるってご応募ください。
同年度のコンクールの作品部門と同じ作品での重複応募はできませんが、過去のコンクールで作品を応募さ
れたものをビジネスモデル部門で応募することは可能です。また、今回ビジネスモデル部門に応募いただい
たにもかかわらず入賞されなかったビジネスモデルは、次回以降に再度応募することが可能です。

提出書類
１つのビジネスモデルにつき 1 つの応募です。
１応募ごとに①②③④⑤を作成し、事務局まで送付してください。また、別途、②応募用紙（補足資料等を除く）
は、電 子 フ ァ イ ル（MSWord）で 作 成 し、タ イ ト ル を「第 34 回 コ ン ク ー ル 応 募 書 類（応 募 者 名）」と し、
reform＠chord.or.jp までメールしてください。
①
「応募登録書（ビジネスモデル部門）」
･･･所定の事項を記入したもの ＜A4 判 1 枚＞
②
「応募用紙（ビジネスモデル部門）
」
･･･所定の事項を記入したもの ＜A4 判 4 枚上限＞
補足がある場合……「補足資料」を使用し、応募用紙で書ききれない技術的な内容や補足が必要な事項につい
て記載し、添付 ＜A4 判適宜＞
③
「応募図面（ビジネスモデル部門）
」･･･写真、図面を貼付し、所定の事項を記入したもの ＜A4 判 2 枚＞
④
「審査手数料払込控貼付用紙」＜A4 判 1 枚＞
⑤その他添付資料 ≪必要な場合のみ≫
当該リフォーム工事が、建築基準法の申請が必要となる用途変更の場合、その申請書類及び確認済証の写し。
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応募登録書・応募用紙等の入手方法
当財団ホームページ（http：//www.chord.or.jp/tokei/contest̲01.html）から、各部門の所定様式をダ
ウンロードしてください。（無料）
〈ビジネスモデル部門〉

〈作品部門〉
①応募登録書（作品部門）

①応募登録書（ビジネスモデル部門）

②応募用紙（作品部門）

②応募用紙（ビジネスモデル部門）

③審査手数料払込控貼付用紙

③応募図面（ビジネスモデル部門）
④審査手数料払込控貼付用紙

・応募に関するQ＆Aについては、当財団ホームページ（http：//www.chord.or.jp/tokei/contest̲01.html）を
ご覧ください。
・また、応募用紙等の作成に際しては、「応募用紙の作成方法」をご参照ください。

審査手数料
審査手数料は、作品部門、ビジネスモデル部門とも、１応募につき2,160円（消費税込）です。応募前に、下記の
郵便振替口座（振込先）にお振り込みください。なお、一旦収納した審査手数料は、原則として返還いたしません。
また、振り込みの際は「通信欄」に「リフォームコンクール審査手数料」と明記してください。
応募作品が複数ある場合は、審査手数料をまとめてお振り込みいただいても構いませんが、その場合は、必
ず「通信欄」に「リフォームコンクール審査手数料 ○件分」と応募数を明記してください。

振込先
郵便振替口座番号：

00130−8−82701

加入者名： 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
※振込手数料は各自ご負担願います。

送

付

先

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-7

九段センタービル３階

( 公財 ) 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 「住まいのリフォームコンクール係」

スケジュール
４月 ３日（月）

募集開始（応募用紙等のダウンロード開始）

６月 15 日（木）

募集締切（必着）

６月下旬〜７月中旬

書類審査

７月中旬〜８月上旬

現地審査

９月上旬

審査結果発表

10 月上旬

国土交通大臣賞の表彰（住生活月間中央イベントにて）

10 月下旬

入賞者表彰式・発表会
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審査方法
・審査は、下記の順序で行います。
【書類審査】 提出された書類により審査し、入賞候補作品を決定します。
【現地審査】 特別賞候補作品については、審査委員が現地を直接訪問し、当該住宅などの調査と応募者や居住者への
ヒアリング等による確認を行った上で、受賞作品を決定します。
・所定の「応募登録書」「応募用紙」を使用していないもの、「応募用紙の作成方法」に従っていないもの、また、
審査手数料の振込が確認できないものは、審査の対象となりません。
・審査過程において、質問や追加資料の提出をお願いすることがあります。
■ 審査基準
＜作品部門＞
次のいずれかの観点で評価できるもの。
1.

消費者・居住者の参画や事業者の努力等により、顧客満足度の向上が図られているもの。

2.

社会やライフスタイルの変化に対応し、居住者の暮らしのあり方を提案しているもの。

3.

住宅の各種性能の維持・向上がうまく図られ、住宅資産価値の向上が期待できるもの。

4.

地産地消等地域産業振興や中古住宅流通促進、コストダウン等住宅生産の合理化に寄与しているもの。

5.

マンションの耐震改修等共用部分の改良、地域環境への配慮その他リフォーム計画プロセスにおいて大きな努
力がみられるもの。

＜ビジネスモデル部門＞
リフォーム事業の仕組みとして先導性が高く、または波及性・普及性が大きいもので、次のような観点から評価で
きるもの。
1.

顧客ニーズへの対応等から顧客満足度の向上が図られているもの。

2.

現場における技術の向上、生産の合理化が図られているもの。

3.

地域活性化やまちづくりに寄与するなど、地域における社会的または経済的効果が大きいもの。

4.

リフォーム推進のプロセスにおいて、将来性の高い新たな試みを実施しているもの。

5.

空き家や空き室の解消策として、新しい活用方法を提示するなど、社会的意義の高いもの。

審査結果及び表彰式等
（1）審査結果は、平成 29 年 9 月上旬に入賞者に文書で通知するほか、入賞一覧を当財団のホームページに掲載します。
なお、入賞者以外には文書による通知はいたしません。
（2）国土交通大臣賞受賞者は 10 月上旬に開催予定の住生活月間中央イベントにおいて表彰されます。
（3）入賞者の表彰式と、特別賞受賞者による作品発表会を、10 月下旬に行います。

応募作品の取り扱い
（1）提出された資料は理由の如何を問わず返却しません。
（2）応募作品は、本コンクールの目的にのみ使用いたします。また、入賞作品については、当財団が新聞、雑誌、ホームペー
ジ等を通じて公表することができるものとします。なお、記載された氏名などの応募者に係る個人情報は、当財団
個人情報保護方針（ホームページにて公開）に基づき、適切に管理いたします。
（3）入賞作品は、設計・施工の会社名・担当者名を付して、平成 29 年 10 月開催予定の「住生活月間中央イベント」の会
場で展示するほか、各地で開催される住宅フェア、展示会、ホームページ、入賞作品集等で一般公開する予定です。
（4）入賞作品については、展示パネルの作成および入賞作品集の発刊等のため、写真データ等の提出（無償）をお願い
することがありますので予めご了承ください。また、写真データ等の使用については、撮影者の同意を得ておいて
いただき、写真使用時に撮影者名の明記が必要な場合は、応募用紙にその旨をご記入ください。

「第34回住まいのリフォームコンクール 入賞作品集」＜Ａ4 版＞（平成29年11月発行予定）
応募者には希望により入賞作品集を無料で配布します。切手 300 円分を貼った封筒（角 2 サイズ）に送付先を記入し、
応募時に作品に同封してください。ただし、応募者 1 名につき 1 冊とさせていだきます。
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賞
特別賞
・国土交通大臣賞

………………………………………………………………………………………（1 点）賞状・記念品

総合的に全てに優秀で、消費者及び事業者に広く普及すべき内容のもの
・独立行政法人 住宅金融支援機構理事長賞 …………………………………………………………（1 点）賞状・記念品
住宅の性能向上が総合的に図られ、今後の住生活の示唆となるもの
・公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事長賞 ………………………………（1 点）賞状・記念品
居住者または事業者の努力により、居住者の住生活満足度の向上に大いに成功しているもの
・一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会会長賞 …………………………………………………（1 点）賞状・記念品
住宅の性能向上が巧みに図られ、また新しい技術の方向を示しているもの
・一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会会長賞 …………………………………………………（1 点）賞状・記念品
住宅の性能向上とともに、リフォームかし保険の適用やインスペクションの実施など、消費者
保護の観点からも優秀なもの
・分野別特別賞……………………………………………………………………………………………（数点）賞状・記念品
総合的に優秀と認められ、マンションの長寿命化を図る作品、地域の産業振興、まちづくりに
著しく寄与した活動等、社会的意義の高い特長を有するもの（分野を付記して表彰）
優 秀 賞 ……………………………………………………………………………………………………（20 点程度）賞状
総合的に優秀と認められるもの
また、作品部門の入賞者（設計担当者または施工担当者として応募登録書に記載されている方）で、増改築相談員または
マンションリフォームマネジャー資格をお持ちの方を併せて表彰します。
・増改築相談員奨励賞……………………………………………………………………………………（数点）賞状
・マンションリフォームマネジャー奨励賞……………………………………………………………（数点）賞状

審 査 委 員 （敬称略）
委員長

真鍋

恒博

東京理科大学

名誉教授

委

員

有田

芳子

主婦連合会

委

員

池本

洋一

委

員

嘉藤

鋭

委

員

田村

誠邦

委

員

中野

晶子

一級建築士事務所

委

員

中野

淳太

東海大学

委

員

眞鍋

純

委

員

丸 茂 みゆき

文化学園大学

造形学部建築・インテリア学科

委

員

森田

芳朗

東京工芸大学

工学部建築学科

委

員

後藤

隆之

会長

（株）リクルート住まいカンパニー
（独）住宅金融支援機構
（株）アークブレイン

CS 推進部

住宅技術情報室長

代表取締役

本庄晶子建築設計室

工学部建築学科

国土交通省

SUUMO 編集長

住宅局

主幹

准教授

住宅生産課長
教授

准教授

（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター

専務理事

事務局
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
〒102-0073

東京都千代田区九段北4-1-7

TEL：03−3261−4567
ホームページ

「住まいのリフォームコンクール」係

九段センタービル３階

FAX：03−3261−9357

http://www.chord.or.jp/tokei/contest̲01.html

E-mail

reform@chord.or.jp

※過去の入賞作品については、当財団が住宅リフォーム情報を掲載しているホームページで公開しています。

http://www.chord.or.jp/tokei/contest̲02.html

〈参考〉第 33 回（前回）

住まいのリフォームコンクール 特別賞受賞作品
国土交通大臣賞【作品部門】
「樫野台の家
〜やわらかであたたかなすまい〜」
＜兵庫県神戸市

持家一戸建

ツーバイフォー＞

審 査 ポ イント ツーバイフォー構法は大幅変更が難しいと言われ
る中、
室内のイメージを一新した作品。
リフォームの範囲を限定することで、
実質的でバランスのとれた性能向上と、デザイン的に高い水準を実現し
ている。同構法のリフォームの可能性を広げるものとしても評価できる。
受賞者コメント ツーバイフォーのリフォームという様々な制約の
中で、心地よい空間となるようデザインし、そして私たち家族がそこに
住まうことを常にイメージしながら作り上げたこの作品が名誉ある賞を
頂けたことを光栄に思います。
【設計】三田 貴司

（独）住宅金融支援機構理事長賞【作品部門】
「家族みんなが大好きな家」
＜北海道札幌市 持家一戸建 在来木造＞

審 査 ポ イント

安心して楽しく暮らす三世代同居を見事に実現
した作品。北海道の厳しい寒さと閉鎖的な冬に対応して健康かつ快適
に住むために、温熱性能、防音・遮音性能、耐久性能、バリアフリー
性能等の向上が総合的に図られ、施主家族の満足度が非常に高い。

受賞者コメント

ご家族の喜んだ顔と感謝の言葉を聴き、日々コ
ツコツと続けてきた空気質や温熱環境デザインへの取り組みが報われま
した。私たちのような小さな会社でも評価していただき栄えある賞を戴
いたことに心より深く感謝致します。

【設計・施工】HONEY HOUSE 土岐 敏央

（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事長賞【作品部門】
「奥河内

軒のある家」

＜大阪府河内長野市

持家一戸建

鉄筋コンクリート造 一部木造＞

審 査 ポ イント 若い夫婦が中古住宅を購入し、パブリックエリアに限
定した部分リフォーム。施主、設計者、施工者による週一回の打合せが行わ
れ、施主の思いを設計者が汲み取り、施工者も賛同し、完成した作品である。
リフォーム箇所と予算、施主の満足度のバランスが成功した好例である。
受賞者コメント 今回、部分的な改修でも周辺環境との繋がりを
改善し、居心地の良い居場所を創れる事を実感しました。たとえ小さな
改修であっても、住まい手の思い、私達のアイデアは、考え方次第で
実現できると可能性を感じました。
【設計】林田建築設計事務所 林田 亮一

応募要項はこちらから
O

PE

N

のご紹介
（一社）住宅リフォーム推進協議会会長賞【作品部門】
「生田の家 −築 36 年軽量鉄骨プレハブ造のリノベーション−」
＜神奈川県川崎市

持家一戸建

鉄骨系プレハブ＋鉄筋コンクリート造＞

審 査 ポ イント

リフォームには制約条件の多いプレファブ構法の住
宅で、高築年数でありながら十分に使用に堪える構造材を生かし、あえて
素材を露出しながら外観も内装も優れた水準のデザインを実現した作品。
空き家問題や大量供給された住宅の活用の事例として高く評価できる。

受賞者コメント

大胆な改修は難しいとされているプレハブ住宅の
再価値化を評価頂き、社会問題に対する建築家の立場を見つめ直す契
機となりました。この経験を活かし、社会に対して問いかけ続ける設計
者となるべく精進してまいります。

【設計】浦木建築設計事務所 浦木 美樹子

（一社）住宅瑕疵担保責任保険協会会長賞【作品部門】
「見晴らしのいい自然素材の家」
＜北海道札幌市

持家一戸建

在来木造＞

審 査 ポ イント

中古住宅をスケルトンにし、リノベーションを行った作
品。切妻屋根から陸屋根にして 2 階を有効活用するなど、施主の要望を実現
している。断熱や耐震等の性能向上が大幅に図られ、また、住宅瑕疵担保責
任保険の設計施工基準に適合するなど消費者保護の観点からも評価できる。

受賞者コメント

当社では中古住宅購入リノベーションの場合には全
棟に住宅瑕疵担保責任保険を付けています。既存住宅の資産価値を高め
るリフォームを住宅のストック型社会の実現に向けて今後も積極的に取り組
んでいきたいと思います。

【設計・施工】
（株）アルティザン建築工房 新谷 孝秀

現場教育イノベーション賞【作品部門】
「「あじまの家」改修プロジェクト」
＜愛知県名古屋市

持家一戸建

在来木造＞

PE

受賞者コメント

はじめの実測から設計・施工そ
してその後の活用を通じて、建
築教育にとどまらない様々な学
びと成長がありました。建築と
いう行為の可能性を感じたプロ
ジェクトでした。ご支援いただ
いた皆様に心から感謝します。

過疎化を何とかしたい、と大観
したアイデアを実現できるのは、
行動伴う社風のおかげ？いえ！
地方は、今年の流行語大賞の通
り「カソってる！」のです。同じ
スピードで走らなければブレー
キ効きません、待ったなしです。

【設計】名城大学 柳沢研究室

【提案者】
（株）オレンジハウス

柳沢 究

中戸川 豊

応募要項はこちらから
N

「過疎化する分譲マンションの活用」
＜対象エリア：静岡県＞

受賞者コメント

O

地方分譲マンション再生モデル賞【ビジネスモデル部門】

