
　最優秀賞１点（賞状、賞金５万円）ほか、優秀賞、特別賞など

応募要領・応募用紙はこちらから → 　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/akarenga/art.htm

電 話 ０１１－２０４－５５７６　  メール kensetsu.kenshi2@pref.hokkaido.lg.jp

お問い合わせは

・クレヨン、色鉛筆、水彩、油彩、版画など作画方法は自由としますが、コラージュやデジタル作品は対象外とします。

・平成２９年４月１日以降に製作したものとします。

・応募者本人が制作した未発表または発表予定のない作品とします。

・必要事項を記載した応募用紙（下記応募要領のサイトからダウンロードしてください）と、裏に氏名を記入した応募作品を添
えて、郵送または持参により、次の場所へ提出してください。

北海道 建設部住宅局建築指導課 建築企画グループ

応募方法

・同じ施設を題材とした作品は１人１作品のみ応募できますが、別の施設を題材とした場合は１人３作品まで応募できます。

　　〒０６０－８５８８　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　　　 　　北海道　建設部住宅局建築指導課　赤レンガアートコンテスト係

・作品は、額縁やパネル枠に入れないでください。

作品の内容

募集期間 　平成２９年８月１日（火）から　平成２９年１１月１５日（水）まで

・作品の大きさは、四つ切り画用紙（380×540mm）程度までの大きさとします。

絵：場﨑惠氏（北海道美術協会会員）

表　彰

テーマ
・過去に北海道赤レンガ建築賞及び北海道赤レンガ建築奨励賞を受賞した施設を題材とした絵画など。

　（対象施設は、裏面に記載しています。）

・国内居住者で、プロ・アマ不問です。応募資格



※ 写生や写真撮影にあたっての注意

・他の施設利用者や周囲の迷惑にならないよう配慮してください。

・それぞれの施設の営業時間・開館時間、休館・閉館日、イベント開催による入場・立入規制、入場料等の有無などを事前に

　確認してください。

・多人数で写生などを行うときは、施設に事前に連絡･相談してください。

・屋外で写生などを行うときは、歩道や駐車場での交通に注意するとともに、熱中症などにも注意してください。

・人物を描くときは、描写される人の了解を得てください。

・そのほか、立入制限など各施設ごとに条件がありますので、応募要領を確認してください。

◎赤レンガ建築賞 ◎赤レンガ建築奨励賞

回 年度 施　　　設　　　名 所在地 回 年度 施　　　設　　　名 所在地

1 S63 忠類ナウマン象記念館 幕別町 鹿追町民ホール･神田日勝記念館 鹿追町

3 H2 北見市立中央小学校 北見市 ◎
厚岸町味覚ターミナル“コンキリエ”、道の
駅厚岸グルメパーク

厚岸町

4 H3 道の駅ステラ★ほんべつ 本別町 夕張太ふれあい館、バスステーション 南幌町

5 H4 恵庭市立図書館 恵庭市
あさひサンライズホール（旧：朝日町サン
ライズホール

士別市

6 H5 千歳市開基記念総合武道館 千歳市 9 H8 ◎
ソメスサドルファクトリーショップ砂川（ソメ
スサドル砂川工場）

砂川市

8 H7 ◎ 寿都町総合文化センター「ウィズコム」 寿都町 10 H9 陸別保育所 陸別町

9 H8 本の森　厚岸情報館 厚岸町 六花亭春採店 釧路市

10 H9 交流促進センター襟裳岬　風の館 えりも町 根室市水産研究所 根室市

11 H10
六花亭サロンｋｙｕ（旧：相原求一朗デッサ
ン館

帯広市 12 H11 ◎ 北広島市芸術文化ホール･図書館 北広島市

12 H11 鹿追町ピュアモルトクラブハウス 鹿追町 14 H13 ◎
大雪山バーデハウス（上川町山手地区優
良建築部等整備事業）

上川町

13 H12 ◎ 幕別町百年記念ホール 幕別町 16 H15 由仁町立由仁保育園 由仁町

14 H13 公立はこだて未来大学 函館市 18 H17 ◎ 東学園こぐまの森プレイホールガリバー 札幌市

15 H14 札幌ドーム 札幌市 19 H18 レンガ館 札幌市

16 H15 真駒内六花亭ホール店 札幌市 20 H19 ◎ 大成札幌ビル 札幌市

17 H16 モエレ沼公園ガラスのピラミッド 札幌市 21 H20 ◎ 芦別慈恵園かざぐるま 芦別市

18 H17 ◎ 国稀酒造 増毛町 22 H21 イコロの森 苫小牧市

21 H20 ◎ 北見信用金庫本店 北見市 23 H22
下川町環境共生型モデル住宅　エコハウ
ス美桑(みくわ)

下川町

22 H21
ＪＲ岩見沢駅（岩見沢駅複合駅舎＋有明
交流プラザ＋有明連絡歩道）

岩見沢市 24 H23 ◎ 十勝トテッポ工房 帯広市

23 H22 日本生命札幌ビル 札幌市 25 H24 剣淵町　つちのこ館 剣淵町

24 H23 ◎ 箱館奉行所 函館市 26 H25 恵庭市黄金ふれあいセンター 恵庭市

25 H24 ◎
ベーカリー「夢工房」（旧：サロベツマイ
ハート「夢工房」）

豊富町 27 H26 ◎ 豊富町定住支援センター　ふらっと★きた 豊富町

26 H25
ひがし大雪自然館　HIGASHITAISETSU
NATURE CENTER

上士幌町 28 H27 ◎ 東川小学校・東川町地域交流センター 東川町

27 H26 ◎ 「川のある駅」ＪＲ旭川駅 旭川市 29 H28 丘のまち交流館”bi.yell”（ビ・エール） 美瑛町

28 H27 ◎
札幌三井ＪＰビルディング、札幌市北３条
広場

札幌市 ◎の施設は、施設賞の出賞が予定されています。

29 H28 ◎ 北菓楼札幌本館 札幌市

11 H10

北海道赤レンガ建築賞３０周年記念アートコンテスト参加施設

7 H6

8 H7



赤レンガ建築賞３０周年記念アートコンテスト 応募要領

１ 趣 旨

建築文化の向上や、地域に根ざしたまちづくりの推進を図ることを目的として、

地域社会の発展に貢献する創造性豊かな建築物を「北海道赤レンガ建築賞」として

表彰しており、平成２９年度で３０回目の節目を迎えることから、３０周年記念事

業としてアートコンテストを開催することにより、本賞を広く周知することで、さ

らなる建築文化の向上等を図ることを目的とするものです。

２ 応募期間

平成２９年８月１日(火)から平成２９年１１月１５日(水)まで必着とします。

３ 応募資格

国内居住者で、プロ・アマは問いません。

なお、未成年者の場合は保護者の同意を必要とします。

このほか、北海道表彰事務取扱要領によるものとします。

４ 募集作品の概要

過去に北海道赤レンガ建築賞及び建築奨励賞を受賞した別添一覧の施設を題材と

した絵画等で、次の作品とします。

・作品の大きさは、四つ切り画用紙（380 × 540mm）程度までの大きさとします。
・平成２９年４月１日以降に製作したものとします。

・クレヨン、色鉛筆、水彩、油彩、版画など作画方法は自由としますが、コラージ

ュやデジタル作品は対象外とします。

・応募者本人が制作した未発表または発表予定のない作品とします。

・同じ施設を題材とした作品は１人１作品のみ応募できますが、別の施設を題材と

した場合は１人３作品まで応募できます。

・作品は、額縁やパネル枠に入れないでください。

５ 応募方法

応募用紙に必要事項を記入の上、作品の裏に氏名を記入した応募作品を添えて、

次により提出してください。

郵送の場合

〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道 建設部住宅局建築指導課 赤レンガアートコンテスト係

持参の場合

札幌市中央区北３条西６丁目

北海道庁本庁舎９階南東側 建設部住宅局建築指導課

６ 審査について

・平成２９年１１月以降に審査を実施し、入賞者を決定します。



・審査員は次のとおりです。

阿部典英（北海道文化団体協議会会長）

場﨑 惠 （北海道美術協会会員）

松橋常世（松橋常世建築設計室代表取締役）

相良敬治（北海道建築士事務所協会総務委員長）

・審査の観点は、地域に根ざした施設として、親しみやすさが表現されているか、

作者の意図が伝わる作品であるかなどの作品のテーマ性と主題性及び、視点、構

図、バランス、色合い等や、類を見ない表現の作品であるかなどの作品の表現性

と独創性といたします。

・入賞者には直接連絡をするほか、ホームページ上においても発表します。

７ 表彰について

・次のとおり表彰を行います。

最優秀賞 賞状・賞金５万円 １名

優秀賞 賞状・賞金１万円 若干名

特別賞 賞状・賞金 若干名

（特別賞については、詳細をホームページで発表します。）

・１８歳未満の未成年者が入賞した場合の賞金については、親権者が代理で受領す

ることとし、そのうち中学生以下の場合は、賞金相当額の教育上有為な賞品を贈

呈することとします。

・表彰式は、平成３０年２月ごろに行います。

８ 応募に当たっての留意事項

・応募作品の著作権は応募者本人に帰属するが、主催者が北海道赤レンガ建築賞の

ＰＲ等に応募作品を利用することに同意すること。

・募集に当たり提出された住所・氏名等の個人情報については、本コンテストの事

務のみに使用するものとし、審査結果発表及び作品の利用時に、入賞者の住所(市

町村名のみ)及び氏名を発表することがあることに同意すること。

・応募作品が入賞し、後日、応募用紙への虚偽の記載や不正等が発覚した場合、作

品が第三者の著作権等を侵害したり、法令違反や公序良俗に反するおそれがある

場合、入賞を取り消されても、応募者は異議を申し立てることができないことに

同意すること。

・応募に係る一切の費用は、応募者の負担とすること。

・作品の返却は、作品展を開催するため、平成３１年４月１日から平成３２年３月

３１日までに返却希望の申し出があったもののみ返却します。

・応募者は応募時点で募集要領に同意したものとみなします。

主 催

北海道

一般社団法人 北海道建築士事務所協会

一般社団法人 北海道建築士会

公益社団法人 日本建築家協会北海道支部

一般財団法人 北海道建築指導センター

一般財団法人 北海道建設技術センター



写生や写真撮影にあたっての注意

・他の施設利用者や周囲の迷惑にならないよう配慮してください。

・それぞれの施設の営業時間・開館時間、休館・閉館日、イベント開催による入場・立入規制、入場料等の有無などを事前に確認してください。

・多人数で写生などを行うときは、施設に事前に連絡･相談してください。

・屋外で写生などを行うときは、歩道や駐車場での交通に注意するとともに、熱中症などにも注意してください。

・人物を描くときは、描写される人の了解を得てください。

・そのほか、各施設ごとに条件がありますので、下の表の「注意点」を確認してください。

回 年度 施　　　設　　　名 所在地 問い合わせ電話番号 事前許可などの注意点 施設賞 地図

1 S63 忠類ナウマン象記念館 幕別町忠類白銀町383-1 01558-8-2078 1

3 H2 北見市立中央小学校 北見市中央町3番51号 0157-23-7351 敷地・建物内での写生・撮影は事前及び当日の連絡が必要です。 2

4 H3 道の駅ステラ★ほんべつ 本別町北３丁目 0156-22-5819 3

5 H4 恵庭市立図書館 恵庭市恵み野西5丁目10-2+DD18:F18 0123-37-2181 建物内での写生はできません。 4

6 H5 千歳市開基記念総合武道館 千歳市あずさ1-3-1 0123-22-2100 5

8 H7 寿都町総合文化センター「ウィズコム」 寿都町字開進町187 0136-62-2100 寿都町総合文化センター「ウィズコム」賞 6

9 H8 本の森　厚岸情報館 厚岸町宮園１丁目１番地 0153-52-2246 7

10 H9 交流促進センター襟裳岬　風の館 えりも町字東洋366番地3 01466-3-1133 8

11 H10 六花亭サロンｋｙｕ（旧：相原求一朗デッサン館 帯広市大通南5丁目15番 0155-37-6666(本社企画部) 敷地・建物内は立入禁止で、写生・撮影はできません。 9

12 H11 鹿追町ピュアモルトクラブハウス 鹿追町元町3-19 0156-69-7122 敷地・建物内での写生・撮影は事前連絡が必要です。 10

13 H12 幕別町百年記念ホール 幕別町字千住180番の1 0155-56-8600 幕別町百年記念ホール賞 11

14 H13 公立はこだて未来大学 函館市亀田中野町116番地2 0138-34-6455 敷地・建物内での写生・撮影は事前連絡が必要です。 12

15 H14 札幌ドーム 札幌市豊平区羊ヶ丘1番地 011-850-1000 13

16 H15 真駒内六花亭ホール店 札幌市南区真駒内上町1丁目15 011-581-6666 14

17 H16 モエレ沼公園ガラスのピラミッド 札幌市東区丘珠町599番地1 011-790-1231 15

18 H17 国稀酒造 増毛町稲葉町1-17 0164-53-9355 国稀酒造賞 16

21 H20 北見信用金庫本店 北見市大通東1丁目2番地1 0157-24-7531 敷地・建物内での写生・撮影は事前連絡が必要です。 北見信用金庫本店賞 17

22 H21 ＪＲ岩見沢駅（岩見沢駅複合駅舎＋有明交流プラザ＋有明連絡歩道） 岩見沢市有明町南１番地１ 0126-22-0831 ホーム等改札内及び線路付近での写生はできません。 18

23 H22 日本生命札幌ビル 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1 011-218-3005 建物内での写生・撮影はできません。 19

24 H23 箱館奉行所 函館市五稜郭町44番3号 0138-51-2864 建物内での写生、三脚を使用した撮影はできません。 箱館奉行所賞 19

25 H24 ベーカリー「夢工房」（旧：サロベツマイハート「夢工房」） 豊富町字豊富大通４丁目 0162-82-2565 ベーカリー「夢工房」賞 20

26 H25 ひがし大雪自然館　HIGASHITAISETSU NATURE CENTER 上士幌町ぬかびら源泉郷48−2 01564-4-2323 21

27 H26 「川のある駅」ＪＲ旭川駅 旭川市宮下通８丁目３番１号 0166-25-6752 ホームでの写生はできません。（改札内一部可、入場券必要。） 「川のある駅」ＪＲ旭川駅賞 22

28 H27 札幌三井ＪＰビルディング、札幌市北３条広場 札幌市中央区北2条西4丁目1番地 011-231-2481 敷地・建物内での写真撮影は事前許可が必要です。 札幌三井ＪＰビルディング賞 23

29 H28 北菓楼札幌本館 札幌市中央区北１条西５丁目1-2 0800-500-0318 建物内での写生はできません。 北菓楼札幌本館賞 24

北海道赤レンガ建築賞３０周年記念　アートコンテスト参加施設

◎赤レンガ建築賞



写生や写真撮影にあたっての注意

・他の施設利用者や周囲の迷惑にならないよう配慮してください。

・それぞれの施設の営業時間・開館時間、休館・閉館日、イベント開催による入場・立入規制、入場料等の有無などを事前に確認してください。

・多人数で写生などを行うときは、施設に事前に連絡･相談してください。

・屋外で写生などを行うときは、歩道や駐車場での交通に注意するとともに、熱中症などにも注意してください。

・人物を描くときは、描写される人の了解を得てください。

・そのほか、各施設ごとに条件がありますので、下の表の「注意点」を確認してください。

北海道赤レンガ建築賞３０周年記念　アートコンテスト参加施設

回 年度 施　　　設　　　名 所在地 問い合わせ電話番号 注意点 施設賞 地図

鹿追町民ホール･神田日勝記念館 鹿追町東町３丁目 0156-66-3300(鹿追町教育委員会) 25

厚岸町味覚ターミナル“コンキリエ”、道の駅厚岸グルメパーク 厚岸町住の江2-2 0153-52-4139 厚岸町味覚ターミナル“コンキリエ”賞 26

夕張太ふれあい館、バスステーション 南幌町稲穂1丁目9番1号 011-378-2121(南幌町役場) 27

あさひサンライズホール（旧：朝日町サンライズホール 士別市朝日町中央4038番地 0165-28-3146 28

9 H8 ソメスサドルファクトリーショップ砂川（ソメスサドル砂川工場） 砂川市北光237-6 0125-53-5111 敷地・建物内での写生・撮影は事前連絡が必要です。 ソメスサドル砂川工場賞 29

10 H9 陸別保育所 陸別町字陸別原野基線331-1 0156-27-8001(保健福祉センター) 敷地・建物内での写生・撮影は事前連絡が必要です。 30

六花亭春採店 釧路市春採3丁目224-1 0155-37-6666(本社企画部) 31

根室市水産研究所 根室市温根元168番地 0153-23-6111(内線2263) 32

12 H11 北広島市芸術文化ホール･図書館 北広島市中央6丁目2-1 011-372-7667 建物内での写生・撮影は事前連絡が必要です。 北広島市芸術文化ホール賞 33

14 H13 大雪山バーデハウス（上川町山手地区優良建築部等整備事業） 上川町字層雲峡 01658-2-4058(上川町役場) 大雪山バーデハウス賞 34

16 H15 由仁町立由仁保育園 由仁町本町318番地 0123-83-2173 開所時間(平日、8:30-17:00)以外は立入禁止です。 35

18 H17 東学園こぐまの森プレイホールガリバー 札幌市豊平区平岸6条17丁目932-1 011-851-5058 敷地・建物内での写生・撮影は事前連絡が必要です。 東学園こぐまの森プレイホールガリバー賞 36

19 H18 レンガ館 札幌市西区八軒1条西1丁目 011-221-2410(管理会社) 37

20 H19 大成札幌ビル 札幌市中央区南１条西1丁目４ 011-241-1201 建物内（地下１階～３階）での写生・撮影はできません。 大成札幌ビル賞 38

21 H20 芦別慈恵園かざぐるま 芦別市北4条西2丁目12 0124-22-2566 芦別慈恵園かざぐるま賞 39

22 H21 イコロの森 苫小牧市植苗565-1 0144-52-1562 40

23 H22 下川町環境共生型モデル住宅　エコハウス美桑(みくわ) 下川町斑渓 01655-4-331 熊が出没するため、隣接する町有林へ立ち入らないでください。 41

24 H23 十勝トテッポ工房 帯広市西6条南17丁目3-1 0155-24-7575 営業時間(10:00-18:00)厳守、芝を傷める等の行為はしないこと。 十勝トテッポ工房賞 42

25 H24 剣淵町　つちのこ館 剣淵町西町２３番２号（剣淵小学校敷地内） 0165-34-2121 43

26 H25 恵庭市黄金ふれあいセンター 恵庭市黄金南５丁目１１番地１ 0123-32-2081 44

27 H26 豊富町定住支援センター ふらっと★きた 豊富町東1条6丁目 0162-82-2211 ふらっと★きた賞 45

28 H27 東川小学校・東川町地域交流センター 東川町西3号北7番地 0166-82-5900 敷地・建物内での写生・撮影は事前連絡が必要です。 東川小学校・東川町地域交流センター賞 46

29 H28 丘のまち交流館”bi.yell”（ビ・エール） 美瑛町本町1丁目5番8号 0166-92-5677 47

8 H7

11 H10

◎赤レンガ建築奨励賞

7 H6



　応募要領を確認し、内容に同意します。
　

平成　　　年　　　月　　　日 氏　名 印

◎応募者が応募時に１８歳未満の未成年の場合

　応募に同意し、入賞した場合の賞金については代理で受領します。

印

◎学校から応募する場合

電話番号
※日中、連絡の取れる番号にしてください。

作品の説明
作品への思い
(自由記載)

年　　月　　日

北海道赤レンガ建築賞
３０周年記念アートコンテスト 作品応募用紙

年　　月　　日

男　・　女性　　別

作成年月日

タイトル

建物名

ふ り が な

(〒　　　－　　　　　　）

氏　　名

親権者氏名

職業または
学校名と学年

親権者住所

生年月日

メールアドレス

住　　所

メールアドレス

担当教諭名

所在地
(〒　　　－　　　　　　）

電話番号

学校名
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