
2020 第 7 回 都市･まちづくりコンクール 

応 募 要 項 
 

■主旨 

都市･まちづくりは社会構造の変化、少子高齢化、災害対策などにより、

常に改変を求められるものであります。また、その目的も成果も多種多

様であり、単にそこに存在する人々の「活性化」や「賑わい」だけが求

められるものではなく、環境改善への貢献、歴史的意義やサステナブル

都市としての要求等も常に求められる非常に有機的で難解な研究領域

であります。こうした領域に取り組む学生の育成を図る目的で、自ら問

題意識を見出した課題において、真摯に向き合い、様々なアイディアと

努力により創り上げた力ある作品を募集します。学生達が生み出した景

観や創造価値と作品に込められた熱意を評価し、また、他学との交流を

通じて、さらに視野を広げてもらうことを期待します。加えて 一般の

方にも公開し、都市･まちづくりに対する理解、関心を深めます。 

 

■課題 

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を記念し、 

五輪の「輪」が今回の題字。訓読み「わ」 音読み「りん」。 

この漢字の意味としては、以下のことが挙げられます。 

①曲げて円形にしたもの。また、円い輪郭。環 (かん) 。 

②軸について回転し、車を進めるための円形の具。車輪。 

③桶 (おけ) などのたが。 

④人のつながりを１に見立てていう語。「友情の―を広げる」。 

⑤紋所の名。円形を図案化したもの。 

都市・まちづくりコンクールの課題提出にあたっては、この「輪」の字

の意味する形や配置、仕組みを包含する都市デザイン、建築、ランドス

ケープデザインなど、幅広くとらえて頂きたい。 

計画の範囲と規模は自由ですが、建築物および周辺の環境計画を含めた

提案を原則とします。なお、市民協働のまちづくりやまちづかい活動な

どの人のつながりによってその公的空間の質をより向上していく、この

ような提案も歓迎します。 

 

■応募者・応募資格 

１．応募対象は学生による個人もしくはグループの作品とし、グル 

ープの場合人数は問いませんが、１名の代表者を選定してくだ 

さい。（重複参加不可） 

２．応募者は建築・都市計画系の大学・大学院・専門学校等に在籍 

する学生とし、社会人の参加は不可とします。また、卒業制作 

等を兼ねても構いません。 

３．応募作品は、指定の期日までに、公式ホームページ申込フォー 

ムにて応募されたものに限ります。 

４．代表者は、原則として審査・講評、および表彰・懇親会に出席 

してください。 

５．その他、次に示す内容に抵触した場合は、応募、出品を取り消 

す場合があります。 

①募集要項や、課題から逸脱した作品・仕様である場合 

②申込フォームに記した内容が著しく不十分な場合、または、 

出展作品との間に重大な相違がある場合 

③他作品や既作品の既権利を、類似等によって侵害する恐れが 

ある場合 

④作品の内容が、他者を誹謗中傷する内容を含む場合 

⑤その他、実行委員会、事務局が応募に不適切と判断する場合 

 

 

 

 

都市･まちづくりコンクール 実行委員会 

 

 

■応募方法 

次に示す期日までにコンクール WEB申込フォームにて応募ください。 

（http://www.toshi-machi.jp） 

尚、応募作品が会場展示可能数上限に達した場合は、本審査への出 

展を選抜するための事前審査を行います。事前審査の実施がある場 

合はデータ提出締切日に連絡します。 

応  募  締 切：2020年 2月 14日(金) 17時 

データ提出締切：2020 年 2月 17日(月) 17時 

 

■参加費用について 

コンクール参加費用として１万円（１作品につき）申し受けます。 

（事前審査が実施された場合は通過作品が対象となります） 

※支払い期間 2020年 2月 24日(月)～2020年 3月 2日(月) 14時 

※下記口座への振込のみ。振込手数料は各自ご負担ください。 

※振込名義人は、代表者のフルネームとしてください。 

※入金完了後の返金は出来ません。  

りそな銀行 新都心営業部 普通 1837888受取人名 株式会社 総合資格 

 

■日程 

応 募 締 切 2020年 2月 14日(金) 17時 

データ提出締切 2020年 2月 17日(月) 17時 

事 前 審 査 2020年 2月 22日(土) 

事前審査結果通知 2020年 2月 23日(日) 

作 品 搬 入 2020年 3月 11日(水)13時～18時 

本選コンクール 2020年 3月 12日(木) 9時～18時 

懇 親 会 2020年 3月 12日(木)18時 30分～20時 

撤  収 2020年 3月 12日(木)20時～20時 45分 

2020年 3月 13日(金) 9時～12時 

 

■コンクール会場 

・明治大学 グローバルフロント １階多目的室 

           ＪＲ中央線「御茶ノ水駅」より徒歩 5 分 

 

■表彰・賞金 

最  優  秀  賞 １作品…賞状、トロフィ、及び賞金 50万円※1 

優 秀 賞 ２作品…賞状、トロフィ、及び賞金 10万円※1 

岸 ト ラ ベ ル 賞 ２作品…賞状、及び旅行券 20万円相当※2 

審  査  員  賞 ９作品…賞金３万円※1 

奨 励 賞 事前審査通過で本選未入賞作品…1万円※1 

※1 賞金は振込となります。 

※2 岸トラベル賞は、国内外の都市･まちづくりを体験する旅行を受賞者自身が企画し、

体験して戴く旅行費用を援助いたします。後日、総合資格学院校舎にて旅行計画を

発表戴き授与いたします。また、旅行後に報告会を実施いたします。 

 

■審査方法 

事前審査 応募作品が 50作品を超えた場合は、本審査への出展を選抜

するための事前審査を行います。 

本選コンクール 

1. 一次審査 事前審査を通過した 50作品により、出展者立ち会いによ

る巡回審査を行います。審査員が「提出データ」・「プレゼンボー

ド」・「模型」・「出展者に対する質疑応答」をあわせて審査します。 

投票・審議によって上位 10作品を選出。 

2．最終審査 一次審査で選出された 10作品が各５分のプレゼンテーシ

ョンおよび 10分の質疑応答を行い、審査員による最終審査にて、

各表彰作品を選出します。審査員賞については 10選以外の作品も

選考対象とし、各審査員が１作品を選出します。 

【輪】 



■応募作品の権利について 

１．応募内容・作品に関する知的財産権は必要に応じて、応募者自身 

で権利保護等の手続きをすること。大会後、作品集の出版を予定 

しております。 

２．応募作品ならびにその内容の公表・展示に関する権利は事務局が 

優先保持するものとします。また、卒業制作等、自学内における 

同権利については、事務局はその可否を問いません。 

 

■事前提出データ 

事前審査に用いる作品データの仕様については次の通りとします。 

１.「プレゼンボード」 PDF形式 Ａ３（縦・横 自由）１枚 

２.「選定エリアと選定理由」 PDF形式 Ａ４（縦）１枚 

３．「計画の要旨」 PDF形式 Ａ４（縦）１枚 

４．「模型写真画像データ」 JPEG形式（ｲﾒｰｼﾞﾊﾟｰｽで代用可）1～2枚 

 

＜データ提出期限… 2020年 2月 17日(月) 17時＞ 

①審査の公平性を期すため、大学名、氏名及び研究室名といった個人の 

特定ができる情報は、提出データ上には記入しないでください。 

記入があった場合は削除して事前審査用に印刷します。 

②文字サイズは 10pt以上としてください。 

③文章は黒字とし、必要に応じて図表等を挿入。 

（カラー可、挿入する図表は解像度 250dpi 程度） 

④ファイル形式は上記で指定した形式にて提出してください。 

⑤以上のことを踏まえ、４点のデータを下記アドレスまで送信してくだ

さい。サイズが大きい場合はオンラインストレージの使用も可ですが、

４ファイル合計 10MB程度まで圧縮してください。 

◎データ送信先：info＠toshi-machi.jp 

⑥受信したデータについては、原則そのまま印刷し審査に使用する為、 

正しく出力されるか、事前に確認の上、送信してください。 

 

■本選コンクール展示作品 

コンクールに展示する作品の仕様については次の通りとします。 

１．プレゼンボード１枚（Ａ１ 縦・横 自由） 

①対象の計画方針、提案内容を表現してください。 

②表現方法、内容、書体等、自由とします。 

③紙状、パネル状等形式は自由ですが、当日、掲示が出来る状態に 

  作製してください。 

２．模型サイズ 

展示サイズは幅 1,500mm・奥行 1,200mm以内に収まるものとする。 

 

■作品の搬入・搬出について 

運送業者の手配、搬入搬出の立会いについては出展者本人またはグルー

プのメンバーが行ってください。 

 

■審査員長 兼 実行委員 

・小林 英嗣  北海道大学名誉教授 日本都市計画家協会会長 

 

■審査員 兼 実行委員長 

・小林 正美  明治大学副学長 ｱﾙｷﾒﾃﾞｨｱ設計研究所主宰 

 

■審査員・実行委員（敬称略・五十音順） 

・江川 直樹  関西大学教授 現代計画研究所顧問 

・角野 幸博  関西学院大学教授 

・北川 啓介  名古屋工業大学教授 

・柴田  久   福岡大学教授 

・鳥山 亜紀  清水建設 設計本部 

・中島 直人  東京大学准教授 

・中野 恒明  芝浦工業大学名誉教授 ｱﾌﾟﾙ総合計画事務所主宰 

・ 岸 隆司  総合資格学院学院長 

 

■主催 

・都市・まちづくりコンクール実行委員会 ／ 株式会社 総合資格 

■協賛（五十音順） 

・清水建設株式会社 

・日刊建設工業新聞社 

・日刊建設通信新聞社 

 

■後援（順不同） 

・日本都市計画家協会 

・都市環境デザイン会議 

・日本建築士会連合会 

・日本建築学会 

・東京都建築士事務所協会 

・日本建築家協会 

・ＧＳデザイン会議 

 

■会場提供 

・明治大学 理工学部 建築学科 

 


