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１ はじめに 

この度は、「デザインコンペ in 三河安城」にご興味をお持ちいただきありがとうござい

ます。 

 

三河安城駅周辺は、昭和 63年の新幹線駅三河安城駅の開業を契機に、土地区画整理事業

により誕生し、本市の副都心として、そして西三河の玄関口“新三河文化の創造”拠点とし

て「まち」と「ひと」はともに成長してきました。 

まちづくり指導要綱や地区計画による三河安城駅周辺のまちづくり基本方針「３A プロ

ジェクト」により、計画的かつ段階的な居住・都市機能が誘導され、居住者は安定的に増

加し、近年では次世代自動車の研究開発企業が集積しつつある等、昼夜問わず多くの居住

者・就労者が生活するまちとなっていますが、人々が交流するための機能や仕掛けが十分

でないため、まちが十分に使われているとは言えません。ゆえに、まちの賑わいや人々の

活動を感じにくく、このまちの持つポテンシャルを十分に発揮しきれていないという課題

があります。 

このような課題を解決するため、令和 2 年度に創設した「マチナカの公共空間の活用ポ

テンシャルを図る社会実験」（マチナカプレイスメイキング）を制度化し、公共空間を自由

度高く使えるきっかけを作ることで、少しずつであるがまちをつかう取組が始まっていま

す。 

また、2022 年６月に、三河安城駅周辺において、プロバスケットボールリーグ（B リー

グ）シーホース三河のホームアリーナを含む多目的交流拠点の建設（2026 年完成予定、収

容人数 5,000 人規模）が公表され、三河安城駅周辺にスポーツという新たな要素が加わり、

大きな変化をもたらすことが期待されています。 

 

本コンペでは、上記のようなまちの成り立ちや特徴を踏まえ、活動者を吸引できる好循

環の持続・向上、活動者と滞在者の関係づくりを目的に、「三河安城駅周辺の、みんなで

使い続けたくなる『まちのデザイン』アイデア」と、「三河安城駅周辺の、持続的にまち

をつかう活動を引き出す仕掛けの機能の実装に向けた『場のデザイン』アイデア」、「三河

安城駅周辺の、新たな魅力・価値を生み出す『まちをつかう』アイデア」を募集します。 

 

皆さまの提案を心よりお待ちしております。 
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--コラム❶--  定刻通り通過するまち 

 

車内アナウンス「三河安城駅を時刻通り通過しました」 

「あー、よく寝た。さて、そろそろリクライニングを戻して下車の準備をしよ

う」 

このように名古屋まであと 10 分の目覚まし駅として三河安城駅を知っているが、

下車したことはない謎の通過駅という辛辣な投稿を SNS でたびたび見かけるこ

とがある。また、過去には「笑っていいとも」でみうらじゅんさんやタモリに

ネタにされたこともある駅である。 

それを裏付けるように 2021 年に民間会社が東海道新幹線利用者 1600 人余に実

施した調査「東海道新幹線の駅で最も影が薄いと思う駅ランキング」で三河安

城駅は 1 位であった。 

不名誉な 1 位ではあるが、中途半端な順位よりもいっそおいしい。今は降りた

ことがある人はいなくても、認知度は高く、むしろ伸びしろしかない。ならば、

いっそ定刻通り通過されてしまう切なさを逆手に取り、「定刻通り通過しないで、

いつかは下車して定刻以上に滞在してほしい」という願いを込めたポスターを

作成し、ツィートした。弱みを強みに変える発想である。「影が薄い駅」という

事実は変えられないが、その解釈はポジティブに変えられる。 

想像をはるかに超えるバズリであった。通常の市公式ツイッターはスルーされ

ることが残念ながら仕様だが、通常の 100 倍以上の既読、多くの「いいね」や

リツィートがあり、地方紙だけでなく多くの全国紙やラジオ、テレビ等で取り

上げられた。 

ただし、これは三河安城を知ってもらう「通過」点であり、ゴールではない。

認知度だけは高くなったけど、売れない商品、すなわち訪れてもらえないまち

では「謎の通過駅」のままだ。 

「定刻通り通過する駅」から「定刻以上に滞在してみたい、通（つぅ）の知る

魅力のまち」を目指し、さあ、つくろうではないか新たなるエピソードを。始

めようではないか、三河安城帝国の逆襲を。 

 



4 

２ 本コンペの位置づけ 

本市では、平成 30 年度に策定した「第三次安城市都市計画マスタープラン」において、

持続可能な都市型社会を実現する都市運営を実践するべく、ハード先行のコンパクトシテ

ィの形成に留まらず、まちをつかい、人の活動に合わせてまちをアップグレードしていく

新しい取組「市民とともにまちをつかってつくる協創のまちづくり」を進めています。 

三河安城駅周辺で行う「まちをつかってつくる」取組として開始した「三河安城駅周辺

パワーアップ再生プロジェクト（以下、「MAPP」という。）」は、公共空間が活用されてお

らず活動者不在だったまちを様々な立場の活動者とともに三河安城に関わり続けるために

必要な機能を探求しています。 

この度、本市では、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すること

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

とを目的に「デザインブック」を作成することとしました。 

本コンペは、デザインブック作成のため「まちのデザイン」と「場のデザイン」、「まち

をつかう」アイデアを募集するものです。 

  

第８次安城市総合計画 

第三次安城市都市計画マスタープラン 

都市再生整備計画 

デザインブック 

 

「まちのデザイ

ン部門」では、

将来のみんなで

使い続けたくな

る『まちのデザ

イン』のアイデ

アを募集します 

「場のデザイン

部門」では、ま

ちをつかう活動

を引き出す仕掛

けとなる短期的

に実現できる

『場のデザイ

ン』のアイデア

を募集します 

地区計画 

「まちをつかう

部門」では、ま

ちの新たな魅力

や価値を生み出

す『まちをつか

う』アイデアを

募集します 
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３ 募集内容等 

3.1 提案に求めるテーマと考え方 

【テーマ】 

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】 

本コンペでは、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、みんなで大好きなまちをつかいたおすア

イデアを求めます。 

■「協創のまちづくり」について 

○都市計画マスタープランにおける位置付け 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/toshimasu.html 

協創とは、市民、地域団体、市

民活動団体、事業者及び行政が地

域の課題を解決するために、それ

ぞれの特徴を活かして補いあい、

お互いに「協力」しながら、まち

やまちの使い方を「創」りあげて

いくこと。 

○協創のまちづくりコンセプトブック／ガイドブック 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/kyoso/index.html 

キョウソウは、みんなでまちを楽しむコト。 

キョウソウは、まちの楽しいを育てるコト。 

 

わたしたちがいる このまちを わたしたちが いっぱい楽しむこと。 

つまり。 

まちをつかって 大好きなまちを あそびたおすこと。 
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--コラム❷--  まちをあそぶとは 

  「あそぶ」とは、知能を有する動物が、生活上・生存上特に必要でないことを、

すなわちわざわざしなくてもよい非生産的な行為を自らの心を満足させるため

自発的に行うことである。 

人は何故遊ぶのか？ 

それは、人間が慢性的にエネルギー過剰状態であって、自身の有する技術的・

知的・身体的・精神的能力を最大限無駄遣いし、過剰なエネルギーを発散した

いからだという説がある。 

まちで遊ぶとは、フィールドをまちとし、自身が持つ有り余るエネルギーを使

いたおし、楽しむことである。 

自身にとっての「あそび」が他者にとっての「あそび」とは限らないが、まず

は試してみないと始まらない。その「あそび」にいいね！が多く集まって、賛

同者、協力者が現れれば、それはそのまちの文化として認知されるだろう。 

すなわち、「まちであそぶ」とは新たな文化をつくり、まちをつくっていく挑戦

なのである。 
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■ 本コンペの提案において留意していただきたい「三河安城らしさ」 

これまで、本市では「第三次安城市都市計画マスタープラン」や「三河安城

マチナカ協創地区都市再生整備計画」等において、まちづくりの視点や課題を

整理しています。詳しくは、後述の「９ 参考資料」をご確認ください。 

こうした各種計画で整理している内容を踏まえつつ、提案者の考える「三河

安城らしさ」を活かした提案を求めます。 

また、対話と共同活動のプラットフォームである「つかう.meet」では、三河

安城駅周辺において「まちをつかってつくる」という順序により既存のまちの

ポテンシャルを最大限に引き出すことに加え、オープンデータを活用した地域

課題の分析等、地域のエリア価値向上の取組を推進しています。詳細は以下の

ホームページでご確認ください。 

○つかう.meet 

https://www.mierudaproject.org/tsukaumeet 

○協創のまちづくり 

       https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/kyoso/index.html 

 

（参考） 

つかう.meet が、国土交通省が主催

する第１回まちづくりアワードにおい

て、構想・計画部門の『特別賞』を受

賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mierudaproject.org/tsukaumeet
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3.2 提案部門 

提案内容は、本市の「市民とともにまちをつかってつくる協創のまちづくり」を実

現していくことを目指し、「まちのデザイン部門」、「場のデザイン部門」、「まちをつ

かう部門」の３部門で提案を募集します。 

 

（１）まちのデザイン部門 

■提案に求めるもの 

・まちのデザイン部門は、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」を推進するため、みんなで使い続けたくなる

まちのまちづくりコンセプトとなる『まちのデザイン』を募集するアイデア

コンペです。 

・対象者は、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

に加え、それらを専攻する学生等とします。 

・提案の対象区域は都市再生整備計画（三河安城マチナカ協創地区）の区域

（下図青枠の範囲）とし、区域全体のデザインコンセプトを求めます。 

・また、上記のデザインコンセプトの実現に向けて、特定のエリアに求められ

る機能や設え、デザインの提案を求めます。特定のエリアの提案においては

必須提案場所（下図赤枠の範囲）の提案を含めることを必須とします。 

 

※対象区域との関係性を示せる場合は対象区域の範囲を拡大することは可能と

します。 

※本コンペでは、多目的交流拠点（アリーナ）や駅施設等の特定の民有地（平

面駐車場を除く）に対する提案は対象外とします。 

＜対象区域と必須提案場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多目的交流拠点（アリーナ） 

建設予定地 

青枠：都市再生整備計画 

（三河安城マチナカ協創地区） 
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■提案の視点 

・2026 年に多目的交流拠点(アリーナ)の立地が予定され、これまで進めてきた

協創のまちづくりのさらなる加速が期待できることから、目指すまちの将来

像を共有するためのグランドデザインを作成することの重要性が一層増して

います。 

・西三河の広域拠点であるこの地域にふさわしいデザインとするためには、拠点

施設だけで賑わい・交流を終わらせることなく、まちなかと相互にヒト・モ

ノ・カネ・情報の流れを生み出し、多目的交流拠点(アリーナ)という強力な集

客装置と、まちをつかう民間活動との相乗効果を最大限に発揮させることが重

要です。 

・そのためには、デザインに次の３つの視点を盛り込むことが必要と考えていま

す。 

❶改札口を出た瞬間からワクワク感を演出することや、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周辺地域へのにぎわいの波及を目指し、回遊性の向上や長く快適に滞在で

きる空間の創出 

❸多くの人がまちを訪れた時、安全かつ円滑な人の流れを確保する環境づく

り 

・上記に加え、カーボンニュートラルや SDGｓ、バリアフリー、ユニバーサル

デザインの配慮等の時代潮流を踏まえた視点の提案があると望ましいと考え

ます。 

・また、以下の項目を一つ以上、具体的な提案事項として取り入れてくださ

い。 

❶アリーナ動線のデザイン（JR 三河安城駅在来線南口から連絡通路を通り、

駅前広場を経由し安城幸田線を通る動線を想定していますが、それにとらわ

れないアイデアでも構いません）、修景整備、ストリートファニチャーの設

置等 

❷連絡通路の在り方 

❸ロータリーを含めた駅前広場の在り方 

➍多目的交流拠点(アリーナ)へのアプローチ方法（ペデストリアンデッキ

等） 

➎道路空間の再配分や交通規制による歩行者空間の整備 

➏多目的交流拠点（アリーナ）によるまちの価値向上に資するアイデア 

※共通テーマとして、「居心地がよく歩きたくなる」まちのデザイン 
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＜アリーナ動線の位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

■見据える時点 

・中長期（2040 年まで）で実現を目指すビジョンとしてください。 

・以下のような 2040 年までに想定される出来事・事象を参考にしてください。 

・三河安城駅周辺＝シーホース三河のホームタウンが定着し、多目的交流

拠点（アリーナ）の交流機能の拡充により、スポーツを活かしたイベン

トや興行が浸透し、試合がない日でも日常的に幅広い世代がまちに集ま

り、にぎわっている。 

・新幹線駅南で土地区画整理事業が実施され、新たな住宅地が広がり、居

住者や来訪者が増加している。 

・大東町に大規模商業施設が開業し、年間を通じて多くの来訪者で賑わっ

ている。 

・リニア中央新幹線の開業により、東京や大阪へのアクセスが向上すると

ともに、新幹線の三河安城駅の停車本数が増加している可能性がある。 

・2050 年のカーボンニュートラルを目指し、再生可能エネルギー設備や省

エネ設備が本格的に導入されている。 

・自動運転等の技術の進展により、IoT や AI を活用した MaaS 等の新たな

モビリティサービスが提供されている可能性がある。 

・IT 等の進展により働き方改革が進み、どこにいても仕事や情報の入手が

容易にできる環境が整っている。 

・生産年齢人口が減少し、人材を確保するための都市間競争が加速し、ス

タートアップ環境や文化交流、居心地の良さ、かっこよさ、本物感等高

いレベルの磁力が必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

想定 

アリーナ動線 
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■提案内容及び提案者の取扱い 

・優秀作品等に選出された提案は、デザインブックに「まちのデザイン」とし

て位置づけることを前提として検討します。 

・「まちのデザイン」の実現に向けては、今後の調査・検討を行う際のアドバイ

ザー、具体的な取組みに係る検討メンバーとしての協力等を依頼することを

想定しています。（予算状況や提案内容に応じ個別協議をさせていただきます。） 

 

■提出物 

（１）応募作品 

・A１版パネル（594mm×841mm） １枚 

※横長方向、片面で使用してください 

※材質・紙質は自由ですが、耐久性に考慮してください 

※厚さは 5mm 程度の厚さのパネルに貼って提出してください 

・なお、以下の事項は必ず記載・表現してください 

① 作品タイトル 

② 対象区域全体のデザインコンセプトとその理由 

③ 必須対象エリアの機能や設え、デザイン（必須対象エリアに加えて、対

象区域内の他のエリアの提案も可） 

④ 人が③を使っている様子 

⑤ ③の機能や設えの実現化方策（推進施策、過程等を想定） 

（２）応募作品提出票（様式２） 

（３）提案趣旨説明書（様式３） 

・A４版１枚で表現してください。 

（４）電子データ 

・（１）（２）（３）を PDF 形式でデータ化し、CD 又は DVD に記録したも

のを提出してください。 

 

■賞と賞金 

・最優秀賞：賞金 30 万円（１作品） 

・優 秀 賞：賞金 10 万円（２作品） 
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（２）場のデザイン部門 

■提案に求めるもの 

・場のデザイン部門は、まちのデザイン部門の対象区域のうち、特定の区域に

おいて、まちをつかう活動を引き出す仕掛けとなる短期的に実現でき、実現

性が伴った設計提案を求めます。 

・対象者は、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

に加え、それらを専攻する学生等とします。 

・提案場所は、下図のとおりとします。（三河安城暫定広場とマチナカプレイス 1） 

・面積：約 2,300 ㎡  ／  用途地域：商業地域 

・現状は駅前広場に隣接し、駅前広場と一体となった広場。 

・元々の構想では中部国際空港へのターミナル機能や高度な土地利用が顕

在化した際に活用する予定用地。 

・都市計画決定された駅前広場でも公園でもなく、暫定的に利用されてき

た行政財産のひとつ。 

・駅前広場や都市公園法の利用制限を受けるものではなく、自由度の高い

土地であり、一般の宅地と同様に建築が可能。 

・地区計画の指定がある。 

 

・地区計画として、建物を建てる際の最低容積率、高さ制限等がありますが、

実証実験として整備するため、提案においては考慮せずに自由に提案してく

ださい。 

・概算事業費は、行政の負担する上限として５千万円程度を想定しています

が、公民連携の事業スキームにより、カフェ等の便益施設を設置する場合は

その限りではありません。 

＜提案場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●三河安城暫定広場 

【拡大図】 

●マチナカプレイス

１ 

多目的交流拠点（アリーナ） 

建設予定地 
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■提案の視点 

・実証実験の場として、これまでに様々なつかい方が実践されてきた経緯を踏

まえ、従来の発想にとらわれない柔軟な提案を求めます。 

・自由度の高さを生かし、活動したい人が様々なアクティビティを実現でき、

まちをつかう取り組みを加速させる機能実装の提案を求めます。 

・多目的交流拠点(アリーナ)と相互に賑わいをもたせ、滞在者が快適に過ごせ

る機能を求めます。 

・単なる公園、広場に留まらず、公民連携によりカフェ等の賑わいを創出する

便益施設が設置されることが望ましく、実現可能性の高い事業運営スキーム

等の提案を求めます。 

 

■見据える時点 

・おおむね 4 年後 （※多目的交流拠点（アリーナ）建設予定が 2026 年） 

・以下のような 2026 年以後の想定される出来事・事象を参考にしてください。 

・三河安城駅にシーホース三河のホームアリーナを含む多目的交流拠点がで

き、バスケットボールをはじめとしたスポーツイベントや興行が開催さ

れ、イベント時には多くの来訪者が訪れている。 

・ライフスタイルの多様化やユニバーサルデザイン等、まちに求められる機

能が変化している。 

■提案内容及び提案者の取扱い 

・優秀作品等に選出された提案は、デザインブックに「場のデザイン」として

位置づける前提で検討します。 

・また、最優秀作品に選出された提案は、実現に向けてコンペ終了後、提案者

と協議を行いながら具体的な検討を進め、次年度以降で作品を整備すること

を想定しています。 

（※ただし、予算状況や提案内容に応じ個別協議させていただきます。） 

三河安城暫定広場 

 

マチナカプレイス１ 
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■提出物 

（１）応募作品 

・A１版パネル（594mm×841mm） １枚 

※横長方向、片面で使用してください 

※材質・紙質は自由ですが、耐久性に考慮してください 

※厚さは 5mm 程度の厚さのパネルに貼って提出してください 

・以下の事項は必ず記載・表現してください 

① 作品タイトル 

② コンセプトとその設定理由 

③ 機能実装のイメージと説明 

④ 設置・運営に係る基本的な考え方、計画 

（２）応募作品提出票（様式２） 

（３）提案趣旨説明書（様式３） 

・A４版１枚で表現してください。 

（４）電子データ 

・（１）（２）（３）を PDF 形式でデータ化し、CD 又は DVD に記録したも

のを提出してください。 

■賞と賞金 

・最優秀賞：賞金 30 万円（１作品） 

・優 秀 賞：賞金 15 万円（１作品） 

・オーディエンス賞：賞金 5 万円（１作品） 
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（３）まちをつかう部門 

■提案に求めるもの 

・まちをつかう部門は、まちの新たな魅力や価値を生み出すまちをつかう提案

を求めるアイデアコンペです。 

・対象者は、どなたでも可です。 

・提案場所は、下図のとおり、赤枠の区域全体とし、広く公共空間、民地等自

由に提案してください。（例：三河安城暫定広場とマチナカプレイス 1、駅前

広場、連絡通路、道路、駐車場、高架下空間、ツインパーク等） 

・概算事業費は、設定はしませんが、実現が可能な範囲でお願いします。 

＜提案場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈まちをつかう様子〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提案の視点 

・まちの新たな魅力や価値を生み出す「まちをつかう」アイデアを求めます。

アイデアは従来の発想にとらわれない自由で柔軟な提案を求めます。 

 

 

多目的交流拠点（アリーナ） 

建設予定地 

赤枠：都市再生整備計画 

（三河安城マチナカ協創地区） 
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■見据える時点 

・おおむね 4 年後 （※多目的交流拠点（アリーナ）建設予定が 2026 年） 

・以下のような 2026 年以後の想定される出来事・事象を参考にしてください。 

・三河安城駅にシーホース三河のホームアリーナを含む多目的交流拠点がで

き、バスケットボールをはじめとしたスポーツイベントや興行が開催さ

れ、イベント時には多くの来訪者が訪れている。 

・ライフスタイルの多様化やユニバーサルデザイン等、まちに求められる機

能が変化している。 

 

■提案内容及び提案者の取扱い 

・優秀作品等に選出された提案は、デザインブックに「まちのつかい方」とし

て位置づける前提で検討します。 

・また、最優秀作品に選出された提案は、実現に向けてコンペ終了後、提案者

と協議を行いながら具体的な検討を進め、次年度以降で作品を実現するため

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。 

（※ただし、予算状況や提案内容に応じ個別協議させていただきます。） 

 

■提出物 

（１）応募作品 

・A３版パネル（297mm×420mm） １枚 

※横長方向、片面で使用してください 

※材質・紙質は自由ですが、耐久性に考慮してください 

※厚さは 5mm 程度の厚さのパネルに貼って提出してください 

・以下の事項は必ず記載・表現してください 

① 作品タイトル 

② コンセプトとその設定理由 

③使い方やあったらいいなと思う機能のイメージと説明 

（提案場所がわかるように明示してください。） 

④実現方法（誰がどのような手法で実現させるか） 

（２）応募作品提出票（様式２） 

（３）提案趣旨説明書（様式３） 

・A４版１枚で表現してください。 

（４）電子データ 

・（１）（２）（３）を PDF 形式でデータ化し、CD 又は DVD に記録したも

のを提出してください。 
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■賞と賞金 

・最優秀賞：賞金 5 万円（１作品） 

・優 秀 賞：賞金 3 万円（１作品） 

・オーディエンス賞：賞金 1 万円（１作品） 
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3.3 参加資格 

個人、またはグループ、企業、団体（以下、「グループ等」という。）いずれも応

募できます。国籍、年齢、資格等も問いません。 

※グループ等で応募する場合、そのメンバーは１つのグループで１つの部門のみ

での応募としてください。ただし、まちのデザイン部門と場のデザイン部門に限

り、同一グループであれば両部門への応募が可能です。 

 

3.4 応募作品の提出方法等 

（１）事前登録 

令和 4 年 7 月 22 日（金）～令和 4 年 9 月 30 日（金） 

＜提出方法＞ 

様式１により、事前登録票をメールもしくは FAX（宛先は、「10 問合せ先（事務

局）」を参照） 

※事前登録がない場合でも応募可能ですが、上記期間を過ぎてしまった場合は、

事務局までご連絡ください。 

（２）応募受付 

令和 4 年 10 月 3 日（月）～令和 4 年 10 月 28 日（金） 

＜提出方法＞ 

事務局まで郵送いただくか、直接ご持参ください。（送付先は、「10 問合せ先（事

務局）」を参照） 

（３）その他 

① 使用言語は日本語とします。 

② 応募作品の損傷が著しく、審査にたえない場合は再提出を求めることがありま

す。 

③ 文章等は、読みやすいように配慮してください。判読不能の場合は、審査を行

わない場合があります。 

④ 応募された作品は返却しません。 

⑤ 応募に係る一切の費用は応募者の負担とします。 

⑥ 同一の個人、同一のグループ等による複数の応募はできません。また、両方の

部門への応募もできません。 

⑦ 審査において匿名性を確保するため、応募作品には応募者や所属等が特定でき

る内容の記載やサインを入れないでください。 

⑧ 提案に当たっては、土地所有者等の権利者の名誉を傷つけるような表現は避け

てください。 
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４ 審査 

4.1 審査方法と審査の流れ 

（１）一次審査（令和 4 年 11 月上旬） 

   ・全応募作品の中から、二次審査に進む作品は以下の作品数を予定しております。 

① まちのデザイン部門⇒4 作品 

② 場のデザイン部門 ⇒4 作品 

③ まちをつかう部門 ⇒3 作品 

・二次審査通過者には、個別に公開プレゼンテーションの案内を通知します。 

※一次審査は非公開となっております。 

※一次審査通過作品は、令和４年 11 月中旬より市役所 1 階、アンフォーレ、グラン

ドティアラ地下通路等で作品展示する予定です。 

※公開プレゼンテーションに参加できない場合、二次審査に進めません。 

※審査の結果、記載の作品数より多くの作品が二次審査に進む可能性があります。 

（２）公開プレゼンテーション（令和 4 年 12 月 17 日（土）） 

・へきしんギャラクシープラザにて、公開プレゼンテーションを行います。 

なお各部門の時間は以下の通りです。 

部門 発表時間 質疑時間 

まちのデザイン部門 4 分 4 分 

場のデザイン部門 3 分 3 分 

まちをつかう部門 2 分 3 分 

 

 ※二次審査選出作品数によって発表時間は前後する可能性があります。 

 ※公開プレゼンテーション案内時に発表時間等の詳細をお伝えします。 

・プロジェクター、スクリーンを用意しますので、各自パソコン等を用意していた

だき、応募したパネルデータの他、Microsoft Power Point 等によるスライドが使

用できます。 

（３）二次審査（令和 4 年 12 月 17 日（土） ※公開プレゼンテーションと同日） 

① まちのデザイン部門 

・公開プレゼンテーション後、審査委員会による最終審査を経て、各賞を決定

します。 

② 場のデザイン部門、まちをつかう部門 

・公開プレゼンテーション後、審査委員会による最終審査を経て、各賞を決定

します。 

・会場の人気投票により、オーディエンス賞を決定します。 
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4.2 審査委員会 

以下の有識者による審査委員会を組織し、審査を行います。 

なお、公開プレゼンテーションを除き、審査は非公開で行います。 

 

区分 氏名（敬称略） 所属等 

委員長 吉村 輝彦 日本福祉大学 国際福祉開発学部 国際福祉開発学科 教授 

副委員長 野原 卓 横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 准教授 

委員 名畑 恵 
ＮＰＯ法人まちの縁側育くみ隊 代表理事 / 
 錦二丁目エリアマネジメント株式会社 代表取締役 

委員 田中 元子 株式会社グランドレベル 代表 

委員 鈴木 美央 オープラスアーキテクチャー合同会社 代表 

委員 沓名 俊裕 安城商工会議所 会頭  

 

4.3 審査の視点 

   下記の評価項目での審査を予定しています。 

※審査の視点は、審査委員会の判断により変更・追加される場合があります。 

※審査結果について質問や異議には応じられません。 

 

（１）まちのデザイン部門 

 

（２）場のデザイン部門 

評価項目 評価内容 

① 先見性 実現するためのプロセスやスキームが明確になっているか。 

② 地域性 三河安城らしさを感じられる提案になっているか。 

③ 波及性 
対象エリアに限らず安城市全体に波及する効果が示される提案にな

っているか 

④ 将来性 これから将来に亘り、みんなで使い続ける提案になっているか。 

評価項目 評価内容 

① 地域性 三河安城らしさを感じられる提案になっているか。 

② 実現可能性 みんなが使い続けたくなるデザインとして実現可能になっているか。  

③ 独創性 アイデアのおもしろさ、他のアイデアとの差別化が出来ているか。 

④ 加速性 提案をきっかけにまちをつかう活動を加速させることができるか。 
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（３）まちをつかう部門 

 

4.4 審査結果の公表等 

（１） 応募作品の公開 

  応募作品の全てもしくは一部、審査経緯、審査結果、講評等を安城市の HP や 

SNS、公共施設等で展示する予定としています。 

（２） デザインブックの作成 

    デザインブックは三河安城駅周辺地区のまちづくりの方針となるデザインコンセ

プトと、まちをつかう活動を引き出す仕掛けとなり短期的に実現できる場のデザ

インやまちをつかうアイデアを冊子としてとりまとめ、将来のみんなで使い続け

たくなるまちの実現に向けた指針として活用することを予定しています。（P4 参

照） 

 

５ 質問及び回答 

 本コンペに関する質問の受付及び回答は、以下のとおりとします。 

5.1 受付 

    受付期間：令和 4 年 7 月 22 日（金）～令和 4 年 8 月 31 日（水） 

受付方法：質問書（様式 4）を、E-mail で事務局へ提出してください。 

※電話による問合せにはお答えできません。 

5.2 回答 

    回答は、適宜ウェブサイトに掲載し、最終回答は令和 4 年 9 月上旬を予定してい

ます。なお、最終回答の公表をもって、本募集要項の追加、修正及び解釈に関す

る補足とします。 

5.3 質問内容 

    質問内容は、本募集要項及び提出等に関するもののみとし、審査（評価）に関す

る質問は受け付けません。 

評価項目 評価内容 

① 地域性 三河安城らしさを感じられる提案になっているか。 

② 独創性 アイデアのおもしろさ、他のアイデアとの差別化が出来ているか。 

③ 実現可能性 みんなが使い続けたくなるデザインとして実現可能になっているか。  

④ 加速性 提案をきっかけにまちをつかう活動を加速させることができるか。 
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６ キックオフイベント 

  説明会日時：令和４年 8 月１７日（水）15 時 00 分～17 時 30 分 

場所：ホテルグランドティアラ南名古屋 

申込期限：令和４年 8 月１６日（水）まで（※延長しました。） 

定員：１００名程度 （※当日の様子は WEB 配信を行う予定をしています。） 

※新型コロナウィルスの蔓延状況により WEB 配信のみとなることがあります。 

受付方法：安城市ウェブサイトより申込むか、キックオフイベント申込書（様式 5）を、

E-mail で事務局へ提出してください。 

※審査のポイントやつかう.meet の活動報告、まち歩きツアーを予定しています。 

７ スケジュール 

 

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） 

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） 

 

８ その他  

8.1 個人情報の取扱 

    コンペの実施に係る個人情報については、「安城市個人情報保護条例（平成 12 年

条例第 50 号）」に基づき、適切に取扱います。 

8.2 失格 

    以下の事項に該当する作品については、審査対象から除外します。また、入選発

表後であっても入選の取消や賞の返却を求める場合があります。 

① 応募作品提出票（様式 2）の記載内容に明らかな虚偽があるもの 

② 応募期限内に提出されなかったもの 

③ 既に発表された作品と同一または類似のもの、あるいは著作権・意匠権等、

財産権の侵害であることが明確となったもの 

④ その他、当募集要項の内容に明らかに違反するもの 
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8.3 知的財産権及び応募作品の取扱等 

     以下の事項をあらかじめご理解いただいた上で、応募してください。 

（著作権等の帰属等） 

① 応募作品の著作権・意匠権等の知的財産権（以下「著作権・意匠権等」と

いう）は、応募者に帰属します。したがって、応募者が応募作品について

著作権・意匠権等に関する権利の取得または然るべき保護を必要とすると

きは、自らの責任でその手続きをするものとし、応募作品についての権利

の登録状況、使用実績・第三者への利用許諾の有無および内容を応募時に

明記してください。 

（著作物等の引用等） 

② 応募者が、他者が著作権・意匠権等を有している著作物等を応募作品の中

で引用し、本コンペに応募し、第④～⑥項に基づいて、安城市が当該応募

作品を使用することにより、当該他者との間で著作権侵害等のトラブルが

発生した場合の責任は、全て応募者が負うこととします。したがって、他

者が著作権・意匠権等を有する著作物等を応募作品中に引用する場合、必

要に応じて、当該著作権・意匠権等の利用許諾、対価の支払、著作者人格

権の不行使の同意等の然るべき手続きは、応募者自身で行ってください。 

（著作者人格権の不行使） 

③ 応募者は、第④～⑥項に基づく安城市による応募作品の使用に対し、著作

者人格権の行使をしないものとし、応募作品中に引用された著作物の著作

者に著作者人格権の行使をさせないものとします。 

（作品の使用等） 

④ 応募者には、安城市が、応募作品およびその著作権・意匠権等の全てまた

は一部を、安城市のまちづくりの検討に無償で使用することを許諾してい

ただきます。また、提案内容を含め応募作品の内容を一部改変して無償で

使用することも許諾していただきます。使用にあたっては、安城市が、広

報活動等で使用を必要とする場合、種々の媒体を通して無償で応募作品を

使用することを許諾していただきます。 

⑤ 応募作品は、展示や作品集の発行等の方法により、公開(電子メディアによ

る公開も含みます)することを予定しています。 

⑥ 前２項の場合のほか、安城市が、応募作品を審査、記録等のために複製す

ることを許諾していただきます。 

（同意事項） 

⑦ 応募者(グループ等での応募の場合はグループ等の構成員全員)は、このコ

ンペに応募をすることで、ここに記した事項に同意したものとみなします。 
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8.4 その他 

                当募集要項の内容について、変更があった場合は、ウェブサイトに掲載します。

審査委員会の決定事項に異議を申し立てることはできません。 

 

９ 参考資料 

資料は個別には提供しませんが※、以下のウェブサイトからダウンロードできます。 

・デザインコンペ in 三河安城 募集要項等 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/kyoso/dezainkonpe.html 

・第三次安城市都市計画マスタープラン 

 https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/toshimasu.html 

・都市再生整備計画 三河安城マチナカ協創地区

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/shinkoufukin/documents/ur-walkable-

01.pdf 

・三河安城駅周辺地区まちづくり指導要綱パンフレット 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/documents/machidukurisido

uyoukoupanfu.pdf 

・つかう.meet 

https://www.mierudaproject.org/tsukaumeet 

・協創のまちづくり 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/kyoso/index.html 

（その他データ） 

・安城市 都市計画情報サービス 

http://www.machi-info.jp/machikado/anjo_city/city_plan/tosikeikaku.html 

  ・３D モデル（Project PLATEAU）安城市（2020 年度） 

   https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-23212-annjo-shi-2020 

  ※ご希望の方には、対象区域の白図をお送りします。場のデザイン部門は事前登録票

を提出された方には、対象区域（三河安城暫定広場とマチナカプレイス 1）の CAD

データを送付することも可能です。 

 

１０ 問合せ先（事務局） 

〒446-8501 愛知県安城市桜町 18 番 23 号 

安城市都市整備部都市計画課拠点整備係（担当：大村） 

TEL  0566-71-2243 FAX 0566-76-0066  

E-mail toshikei@city.anjo.lg.jp 


