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デザインコンペ in 三河安城 の概要

主催 : 安城市 × つかう.meet

定刻通りに通過させない
まちをつかい続けたくなるアイデア
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コンペ開催の趣旨

公共空間だけでなく、民間空間とあわせ
て、“まちをつかってつくる” 取組を実
践し、活動者だけでなく、駅周辺のス
テークホルダー等との連携を強化させる

ことを進めながら、将来みんなでつ
かい続けたくなるまちの実現に向
けて取組を加速させることを目的
とします。

デ
ザ
イ
ン
ブ
ッ
ク

デザインブック作成のための３つのアイデアを募集します!
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議論の出発点となる将来ビジョン

実現性が伴った
設計提案

つかうを実践！
仲間づくり



コンペのテーマと考え方

みんなでまちをつかいたおせ!
～定刻通りに通過させない 多目的交流拠点（アリーナ）を活かした 協創のまちづくり～

みんなでまちをつかいたおせ!
～定刻通りに通過させない 多目的交流拠点（アリーナ）を活かした 協創のまちづくり～

考え方:

三河安城駅周辺における「市民とともにまちをつかってつく

る協創のまちづくり」の実現に向け、大好きなまちをつか
いたおすアイデアを求めます。

テーマ:

4



コンペの目的

まちをつかうことで何となく課題やニーズが見えてきた。

みんなで共有できる将来ビジョンを作り議論の出発点としたい

それ以上に、もっと仲間を増やしたい!
関りしろあり〼

➡提案のすべてが財産です。
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募集する３つの部門

まちのデザイン部門まちのデザイン部門

＜求める提案＞
• 中⾧期的（2040年ま
で）に実現を目指すビ
ジョンです。

• みんなでつかい続けた
くなるまちづくりコン
セプトとなるアイデア
を募集します。

＜対象者＞

場のデザイン部門場のデザイン部門 まちをつかう部門まちをつかう部門

＜求める提案＞
• ４年後に実現を目指す
実践型のプロジェクト
です。

• まちをつかう活動を引
き出す仕掛けとなる実
現性が伴った設計提案
を募集します。

＜対象者＞

＜求める提案＞
• 短期的に実現を目指す
実践型のプロジェクト
です。

• まちの新たな魅力や価
値を生み出す『まちを
つかう』提案を募集し
ます。

＜対象者＞
どなたでも可。
自由な発想でのアイデアをお
待ちしております!
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建築・デザイン・まちづくり等に関する
・職能として実績を持つ人（プロ）
・上記を専攻する学生等



＜賞金＞
最優秀賞 30万円 (1作品)
優秀賞 10万円 (2作品)
オーディエンス賞 5万円

＜次年度以降＞
優秀作品に選ばれた提案
者へ、実現に向けてアド
バイザーや検討メンバー
として協力を依頼するこ
とを想定しています。

＜賞金＞
最優秀賞 30万円 (1作品)
優秀賞 15万円 (1作品)
オーディエンス賞 5万円(1作品)

＜次年度以降＞
最優秀作品に選ばれた提
案は、実現に向けて提案
者と協議を行いながら具
体的な検討を進め、次年
度以降で整備することを
想定しています。

＜賞金＞
最優秀賞 5万円 (1作品)
優秀賞 3万円 (1作品)
オーディエンス賞 1万円(1作品)

＜次年度以降＞
優秀作品に選ばれた提案
は、実現に向けて提案者
と協議を行いながら具体
的な検討を進め、次年度
以降で活動の伴走支援や
必要な機能を実装するこ
とを想定しています。

募集する３つの部門

まちのデザイン部門まちのデザイン部門 場のデザイン部門場のデザイン部門 まちをつかう部門まちをつかう部門
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まちのデザイン部門

➊ シーホース三河ホームタウンとして楽しめる日常的な雰囲気
づくり

❷ 回遊性の向上や⾧く快適に滞在できる空間の創出
❸ 安全かつ円滑な人の流れを確保する環境づくり

➊ 提案対象区域全体のデザインコンセプト
❷ 特定エリアの機能や設え、デザイン
❸ 具体的な提案事項（募集要項p.7参照）

求める提案求める提案

提案の視点提案の視点
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まちのデザイン部門

多目的交流拠点
建設予定地

新幹線

三河安城駅

JR
三河安城駅

提案対象区域提案対象区域

➊区域全体のデザインコンセプト
➡都市再生整備計画の区域
（青枠内）

❷特定エリアの機能や設え、デザイン
➡必須提案場所
（赤枠内）
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多目的交流拠点（アリーナ）



場のデザイン部門

➊ 従来の発想にとらわれない柔軟さ
❷ まちをつかう取り組みを加速させる機能
❸ 多目的交流拠点（アリーナ）と相互ににぎわいをもたせ、

滞在者が快適に過ごせる機能
➍ 実現性の高い事業運営スキーム

➊ 提案対象場所における実現性が伴った設計提案
求める提案求める提案

提案の視点提案の視点
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約2,300㎡の駅前広場と一体となった広場

新幹線
三河安城駅

マチナカ
プレイス１

三河安城
暫定広場

場のデザイン部門

提案対象区域提案対象区域

三河安城暫定広場

マチナカプレイス１ 12



多目的交流拠点（アリーナ）

場のデザイン部門（暫定広場）



④ マチナカプレイス１

矢総公園に隣接する行
政財産の土地。現在は、
矢総公園での活動の際の
駐車スペースや活動する
上での資機材を納める倉
庫を設置している。また、
つかう.meetの共同活動か
らの課題に対応し、Wi−
Fi付きの自動販売機が設
置されている。
今後は、つかうmeetの

活動拠点としてグレード
アップを図るため、倉庫
をリノベーションして、
様々なつかい方ができる
ように模索しているとこ
ろである。



⑤ 矢総公園（三河安城暫定広場）

つかう.meet.Night 活動の様子つかう.meet.FES 活動の様子

駅前広場に隣接し、駅
前広場と一体となった空
間。暫定的に利用されて
きた行政財産であるため、
都市公園法等の利用制限
を受けず、自由度の高い
土地である。これまで、
つかう.meetの共同活動型
社会実験のメインとして
活用してきた場所。
日差しを遮る日陰が少

なく、風も強い。テント
等を設置する際は、しっ
かりと固定する必要があ
る。また、公園の街灯も
少なく、夜は活動内容に
よっては明るさが足りな
い。



まちをつかう部門

➊ まちの新たな魅力や価値を生み出すアイデア
❷ 自由な発想での柔軟さ

➊「まちをつかう」アイデア

提案者がプレイヤーとなり実践していくことを
期待しています。

求める提案求める提案

提案の視点提案の視点
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まちをつかう部門

都市再生整備計画の区域全体（赤枠内）

新幹線

三河安城駅

例えば...
● 三河安城暫定広場
● マチナカプレイス１
● 駅前広場
● 連絡通路
● 道路
● 駐車場
● 高架下空間
● ツインパーク など

多目的交流拠点
建設予定地

提案対象区域提案対象区域
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まちをつかう部門

新幹線

三河安城駅
多目的交流拠点
建設予定地
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参考：まちあるきマップ



スケジュール
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項目 時期

募集要項公表 令和４年７月２２日（金）

キックオフイベント 令和４年８月１７日（水）
（場所：ホテルグランドティアラ南名古屋）

事前登録期間 令和４年７月２２日（金）～令和４年９月３０日（金）

質問受付期間 令和４年７月２２日（金）～令和４年８月３１日（水）

質問回答（最終） 令和４年９月上旬

応募受付 令和４年１０月３日(月)～令和４年１０月２８日（金）

１次審査 令和４年１１月上旬

１次審査結果通知 令和４年１１月中旬（予定）

公開プレゼンテーション
２次審査・表彰式

令和４年１２月１７日（土）
（場所：へきしんギャラクシープラザ）


