第 21 回（2018 年）まちづくり・都市デザイン競技 結果概要
主

催：まちづくり⽉間全国的⾏事実⾏委員会、公益財団法⼈都市づくりパブリックデザインセンター

後

援：国⼟交通省、春⽇井市

事務局：公益財団法⼈都市づくりパブリックデザインセンター

趣 旨
これからのまちづくりにおいては、そこに⽣活し活動し
ていることの豊かさが実感でき、誇りのもてる優れた景観

盤整備（市街化区域における⼟地区画整理事業施⾏⾯積割
合約 77%）により、⼈⼝ 31 万⼈を超える住宅都市として
発展してきました。

を備えた環境整備が重要になっています。現代の活動にふ

その中でも、⾼蔵寺ニュータウンは⾯積 702.1ha（市域

さわしい新たな都市景観の形成には、まちの歴史や環境に

の 7.6％）、平成 30 年 4 ⽉ 1 ⽇現在⼈⼝ 43,182 ⼈（市全

配慮しながら、その都市固有の品格を備えた洗練された表

体⼈⼝の約 14％）を占める⼤規模住宅地です。昭和 41 年

現と演出が求められ、その魅⼒が都市に活⼒を呼び戻し、

から、現在の独⽴⾏政法⼈都市再⽣機構（以下「UR」とい

新たな賑わいを伴って、まち全体が活性化していくことが

う。）である⽇本住宅公団が施⾏した⼟地区画整理事業に

期待されます。
こうしたまちづくりの課題を踏まえ、本「まちづくり・
都市デザイン競技※」は、地域にふさわしい整備構想とま
ちのデザインについての提案を広く⼀般から募り、まちづ
くりに対する国⺠の関⼼を⾼めるとともに活⼒ある美し
い景観を備えたまちづくりの実現に寄与することを⽬的
として、平成 10 年度より毎年実施しており、今年度で第
21 回⽬を数えます。

より整備され、昭和 43 年に⼊居が始まり、平成 30 年に

※第 21 回表彰より本競技の名称が「まちの活性化・都市
デザイン競技」から「まちづくり・都市デザイン競技」に
変更となりました。

対象地区
今年度は、愛知県春⽇井市の⾼蔵寺ニュータウン中⼼部
に位置する幅約 200ｍ、⻑さ約 1km の商業エリアである
「⾼蔵寺ニュータウン センター地区」を対象地区に選定
しました。

は、まちびらきから 50 周年を迎えました。
半世紀が経過する中で、緑豊かで広々とした空間が広が
る良好な居住環境や平⽇でもにぎわいを⾒せる商業エリ
アなど、成熟した資産を形成する⼀⽅、初期の⼊居者が⼀
⻫に⾼齢期を迎える等の課題が⽣じつつあります。
そうしたことから、市は、⾼蔵寺ニュータウンが持続可
能なまちであり続けるため、10 年 20 年先を⾒据えた夢の
あるまちづくりの指針として、今後 10 年間で取組むべき
プロジェクト及び施策をまとめた「⾼蔵寺リ・ニュータウ
ン計画」
（平成 28 年３⽉）を策定しています。センター地
区に対しては、先導的な主要プロジェクト（展開プロジェ
クト）を定め、「交通拠点をつなぐ快適移動ネットワーク
の構築」、
「センター地区の商業空間の魅⼒向上と公共サー
ビスの充実」の取組を今後検討していきます。

２．募集内容
本競技では、⾼蔵寺ニュータウンが持続可能なまちとし
て、若い世代が移り住み、⾼齢者がいきいきと元気に暮ら
す魅⼒あるまちを⽬指すため、今後 10〜20 年後の⾼蔵寺
ニュータウン全体のまちの将来像を描きつつ、センター地
区という拠点が担うべき役割や機能を考えながら、センタ
ー地区の今後の更なるまちの魅⼒を引き出す都市デザイ
ンのアイデアについて、次のような提案を求めました。
①

⾼蔵寺ニュータウン全体のまちの将来像
⾼蔵寺ニュータウンの今までとこれからを考え、⾼蔵寺

リ・ニュータウン計画等を参考としながら、今後 10〜20
年後の⾼蔵寺ニュータウンを広域視点で⾒た場合のまち
の将来像から導き出されるセンター地区の将来の姿のデ
ザイン、コンセプトのアイデアを求めました。
○

⾼蔵寺ニュータウンの現状と課題を理解し、今後 10
〜20 年後を⾒据えた⾼蔵寺ニュータウン全体におけ
る将来像を思い描き、センター地区を含めた適切な役
割や機能分担を考え、⾼蔵寺ニュータウン地区全体の
まちの将来像のコンセプトを提案する。

募集内容
１．対象地区の現況と課題、整備の⽅針
春⽇井市は、名古屋都市圏の北東部に位置し、鉄道や⾼
速道路など恵まれた交通アクセスのもと、積極的な都市基

○

考えた適切な役割や機能分担について、センター地区
やその他機能を担う施設等の地域資源の個々の役割
や機能を提案する。

○ センター地区の役割や機能は、次の「②センター地区
の将来像」の提案に繋がるものとする。
② センター地区の将来像
昭和 51 年の商業施設の開業からこれまで、センター地

スケジュール
■応募登録期間
2018 年 9 ⽉ 3 ⽇(⽉)〜12 ⽉ 10 ⽇(⽉)
※現地説明会参加希望者・質疑提出希望者は
10 ⽉ 11 ⽇（⽊）まで

区は⾼蔵寺ニュータウン全体の暮らしを⽀え、にぎわいあ
るまちの魅⼒を提供してきました。しかし、時間の経過と
ともに、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化が進展し、現代的な⽣活環
境のニーズへ対応することが求められています。
そこで、これからもまちの価値を提供し続けるエリアで
あるために、
「①⾼蔵寺ニュータウン全体のまちの将来像」
を踏まえ、求められるセンター地区のあるべき姿の都市デ
ザイン、コンセプトのアイデアを求めました。
○ ⾼蔵寺ニュータウン全体の価値向上に波及し、多世代
から選ばれる更なる魅⼒あるまちへ発展させるため、
既存建物にとらわれない商業、公共施設、医療、福祉、
⼦育てなど、必要な⽤途、規模等により新たに配置し
たセンター地区のデザイン、コンセプトを提案する。
○

■現地説明会
2018 年 10 ⽉ 23 ⽇（⽕）
■質疑受付期間
2018 年 10 ⽉ 23 ⽇（⽕）〜 10 ⽉ 30 ⽇（⽕）
■応募図書提出締切
2019 年 2 ⽉ 15 ⽇（⾦）17 時必着
■審査委員会
2019 年 3 ⽉ 5 ⽇（⽕）
■表彰
2019 年 6 ⽉ 14 ⽇（⾦）
（国⼟交通⼤⾂賞のみ）

応募件数・応募者の属性

センター地区内の道路廃⽌による街区再編など⽤地

事前の応募登録数が 62 グループあり、最終的に 33 作

再編も視野に⼊れながら、具体的な事業⼿法を想定し

品が提出されました（応募者の属性は円グラフを参照）。

たデザイン、コンセプトを提案する。

その他

○ バスターミナルやトランジットモールの整備、パーク

6%
教員

アンドライドのための駐⾞場の整備などにより、交通

総合建設会社

3%

結節機能の強化を図るアイデアを提案する。
○ 交通結節機能の強化にあわせて、低利⽤地への商業及
びサービス機能の集積誘導を図り、地域⽣活拠点とし
ての機能の強化を図るアイデアを提案する。

9%
学⽣
43%

応募者

建設コンサルタント

（職業別）

9%

総数33グループ

○ 地区内での公共施設や店舗間の⾏き来を容易にし、交

設計事務所
12%

通結節機能を相乗的に⾼める歩⾏者空間の充実を図
り、回遊性と滞留性を創出するアイデアを提案する。
○ 隣接する周辺地区や、近接する公共施設（グルッポふ

⼤学教員
18%

四国地⽅
3%

近畿地⽅

九州地⽅

9%

3%

じとう）、愛知県⽴⾼蔵寺⾼等学校付近からセンター
応募者

地区への⽴体横断施設等による効率的・魅⼒的な歩道

（住所別）

中部地⽅

ネットワークの拡張などにより他地区へのアクセス

21%

を便利にするアイデアを提案する。

総数33グループ

○ JR ⾼蔵寺駅からセンター地区へ繋がる交通ネットワ
ークを意識した交通結節機能のアイデアを提案する。

関東地⽅

○ その他、必要に応じて、デマンド乗合タクシー、パー
ソナルモビリティ（⼩型電気⾃動⾞）などの新たな移
動⼿段や、近未来的な⾃動運転技術の導⼊などにより、
更なるまちの価値を創出できるアイデアを提案する。
③ 提案全体の基本的な配慮事項
⾼蔵寺リ・ニュータウン計画や都市計画マスタープラン
等で⽰す当該地区におけるまちづくりの⽅針を参考とし
つつ、⾃由な発想を求めました。

３．応募図書
上記の募集内容に即して、対象地区の整備構想、主要な
提案空間のデザインイメージ、実現化⽅策等を A2 サイズ
のパネル 2 枚に表現したものと、提案の要旨を A4 サイズ
1 枚にまとめたものを応募図書として提出を求めました。

15%

審査委員会及び結果
１．審査委員会
委員⻑ ⻄村幸夫 神⼾芸術⼯科⼤学教授
委 員 ⽯川幹⼦ 中央⼤学教授
岸井隆幸 計量計画研究所代表理事、
⽇本⼤学特任教授
⾼⾒公雄 法政⼤学教授
藤本昌也 建築家
渡邉浩司 国⼟交通省市街地整備課⻑
伊藤 太 春⽇井市⻑

東京都
49%

まちづくり⽉間全国的⾏事実⾏委員会会⻑賞

【第⼀次審査】
審査委員が各作品を⼀通り閲覧し、⼀回⽬の投票が⾏わ
れ、有望作品として⼗数点があげられました。

…賞状及び賞⾦ 25 万
円 村上 修⼀/上⽥ 健太郎/斧林 皇樹/⽚⼭ 佳祐/
⼟川 史夏/冨⽥ マリン/⽑利 沙織
［滋賀県⽴⼤学環境学部環境建築デザイン学科］
(公財)都市づくりパブリックデザインセンター理事⻑賞
…賞状及び賞⾦ 15 万円
⽯⽥ 武/川﨑 泰之/半澤 武夫/上⽥ 恭平/
⽥澤 孝祐/野島 僚⼦/村上 拓也/⼤⽮ 遼太/
松本 ⽂也/平賀 順也/⿊江 由美/⽯井 かおる/
濵⽥ 愛/池⽥ 亜希⼦/⻄畑 寛⼦
［⼤成建設株式会社］

【第⼆次審査】
有望作品⼀つ⼀つについて議論された後、⼆回⽬の投票
により⼊賞候補作品が絞り込まれました。

奨励賞

…賞状及び賞⾦ 10 万円

程 絢/⽯⽥ 莉菜/王 為/PIETRZOK HOLGER
［千葉⼤学⼤学院園芸学研究科］
春⽇井市⻑特別賞

…賞状及び記念品

⼭上 健［Lynx ⾼蔵寺／⼭上建築設計］
井村 正和［Lynx ⾼蔵寺／合同会社ジンバルワークス］
箕輪 裕⼀郎［Lynx ⾼蔵寺／みのわ建築設計⼯房］
河合 忠［Lynx ⾼蔵寺／有限会社カワイ建築］
治郎丸 慶⼦［Lynx ⾼蔵寺／NPO 法⼈まちのエキスパネット］

総評

【最終審査】
⼊賞候補作品を並べて、相互に⽐較検討しながら⼤⾂賞
をはじめ各受賞作品が選定されました。

■都市デザインとは何か、何を提案すべきかを提案者によ
り深く考えてもらいたい。⼈⼝減少化時代の 21 世紀は
<空地>こそ最⼤の価値と考えるべき時代と考えている。
本質的都市デザイン論を展開し実践してほしい。
■⾼蔵寺ニュータウンの再計画、それも全体プランからセ
ンター地区の将来構想まで幅広い要求がなされ、これま
でにないテーマで応募者にやや⼾惑いがあったのかも
しれない。
■今回は⾼蔵寺ニュータウンという、⽇本の都市デザイン
に⼀時代を画した“地”が対象であった。ニュータウン全
体の“来し⽅⾏く末”を考えるという重要な問題が提起
されていたが、多くの提案がそこに着地していないこと
に、問題の深さを考えるコンペとなった。デザイン⼒の
低下も憂慮すべきである。
■現在の⾼蔵寺ニュータウンに何をどう付加して、どうい

２．審査結果
審査委員会での審査の結果、下記の⼊賞作品が選定され
ました。
※春⽇井市⻑特別賞は春⽇井市により選定
国⼟交通⼤⾂賞

う⽅向へ進むべきかについていろいろなアイデアが寄
せられた。特にモビリティについての提案が多かったが、
モビリティと建築の関係をうまく実現した提案が少な
かったのが残念。

…賞状及び賞⾦ 50 万円

絹原 ⼀寛/坂井 信⾏/清⽔ 紀⾏/塗師⽊ 伸介/
⽵内 和⺒/稲垣 和哉
［株式会社地域計画建築研究所（アルパック）］

⼊賞作品の概要
⼊賞作品の概要・講評は次⾴以下の通りです。
（公財）都市づくりパブリックデザインセンターHP で
も詳細をご覧いただけます。（https://www.udc.or.jp）

第 21 回 まちづくり・都市デザイン競技

国 土 交 通 大臣賞

高蔵寺ハート

- まち・ひと・ こ と が 循 環 す る いき い き と し た 暮 ら し を ま ち に 広 げ る 受賞者

絹原 一寛 / 坂井 信行 / 清水 紀行 / 塗師木 伸介
/ 竹内 和巳 / 稲垣 和哉
［株式会社地域計画建築研究所（アルパック）］

ニュータウンが抱える構造的な課題

高蔵寺ニュータウン・センター地区の現状・課題

ひとの固定化

まちに出かける必要性の低下

●ニュータウンでは、一時期に集中して建てられた住

●ニュータウンに居住する世帯は、多くが都市に通勤す

●以前は商店等に自身が出 昔は

宅により、循環的な建替えによるまちの新陳代謝が

るファミリー層であり、住まい手の多様性に乏しく、

起こりにくい。その結果、近年になってほとんどの
ニュータウンで住宅の老朽化、入居者の転出が大き

多様性のあるまち

20 代学生

ニュータウンでは、同時期に建
てられた住宅が更新されず、一
気に老朽化が進んでいる。

ニュータウン

古

新

古

30 代夫婦と 30 代夫婦と
子ども
子ども

代々まちに
住む一家

単身高齢者

60 代夫婦

高蔵寺ニュータウンに居住している期間

1年未満
10年以上20年未満

●ＤＩＹ居住やリモート

外かつ高低差が大きいた

ネット販売

おり、歩行者が優先されず、
回遊性もない。

機能の単一性（学び・集いの場の不足）

●センター地区はニュータウン住民をはじめとして多く

の人が訪れるチャンスのある場所である。しかし、機
利用者も単一と

買い物 出会い

●高蔵寺ニュータウンには

センター地区へのアクセ

まちに出かける目的を見いだす
多様性な機能や空間が必要

まれてゆったりしたり、
集って楽しむ場がない。

歩いても楽しめる交通（移動）環境を
つくり出すことが必要

「高蔵寺ハート」

ニュータウン内の豊かな緑

多様な暮らし方を支えるネットワークや
暮らしを支える豊かな集い場が必要

コンセプトダイアグラム
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多様な人が集い交わる
機能の導入
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人・コト・ものが循環
する仕組みを構築

好循環のあるまちに

高蔵寺ニュータウン「センター地区」のデザイン方針
学びの機能の導入
●
「学び」とは、単に多くの知識を吸収することでは

●高蔵寺ＮＴ内は広幅員の幹線道路を中心とした交通

なく、様々な体験を通じて知識を咀嚼、加工して

ネットワークが形成されている一方、それが地区の分

自分の経験として活かしていくことである。

●またセンター地区は南北に高低差のある地形で移動に

成につながり、人の活動を活性化させるだけでな

おいて肉体的・精神的負担を感じさせる。

く、新たな人を呼び込む契機ともなる。

●これらの分断・高低差の要素を逆手にとり、まちの個

●
「学び」を契機に元気な人づくりやまちづくりにつ

人が
元気に

学習、自己実現

チャレンジ精神の
醸成、新たなプレ

Before

まちが
元気に

とした好循環
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●従来は、センター地区へ足を運ぶことで様々な生活

●現状のセンター地区は植栽としての「みどり」はあ

●高蔵寺ＮＴがこれから持続的に成長していくために、

利便サービスを享受していたが、今やその関係性は
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の参画意欲の向上、

新たなプレイヤーの獲得等

労

న

ુ
ோ

空間のデザイン方針

・高校の再編（再配置） ・図書館の配置

・移動の負担を軽減するコリドー（緑の軸）の配置

・
「学び」の空間のオープン化と機能のミックス化

・駐車場の地下化

؞ӂӡӄҴયृๆभ 6&
ؙदେः

؞ਲ਼ 8EHU(DW
ॺॵॿ؞३ঙॵআথॢ

動

؞ଡ଼ং५ॱؚॡ३ؚش
ؙঽૡؚെన

؞ઃ਼৻ঔঅজॸॕ
ق30'ؚढ़ش३ख़ಉك

その他
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やすらぎ・
憩いを生み出す

高齢者
福祉

・・・ 子育て

లਟऩણभ૿ःু

教育
・アート

公共空間
の管理

リノベ

・・・

空間のデザイン方針

仕組みのデザイン方針

・回遊を誘発する歩行者ネットワークの構築

・
（仮）高蔵寺 NT センターによるセミパブリック空

・住民が集い、自由に過ごすことが出来るオープン

地区外へと循環させるスモールモビリティの導入

間を活かした再生マネジメント

スペースの配置
・直接触れ合うことが出来るみどりの配置
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・高校移転を契機としたタネ地の活用による NT 再生
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高蔵寺ニュータウンの将来の姿
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近郊の学生など

（仮）高蔵寺 NT
センター

లਟऩણभ૿ःু

・センター地区を中心として、ひと・もの・ことを

After

ী

ऩनभৰᄷ

市民、主婦、
活動団体など

回遊性

ী

છை

',< জঀঋ

歩く楽しみ・
新たな発想を誘発する

にぎわい

・モビリティの通行を支える交通ネットワークの構築

७থॱشયਗऊैभ
ৗञऩযभऌ॑ා

ニュータウン
第2世代など

空間のデザイン方針

・デッキレベルでの移動の円滑化

Before
ਨડधવડभ
৾लभುਡ॑
ଦ઼घॊऒध
दฉ॑েि

ৈૅ

再生に取り組むことができる仕組みを提案する。

みどり
にぎわい・
出会いを創出する

etc

●行政やまちづくり会社、住民などが連携しながら NT

する。

؞३ख़॔ड़ইॕ५
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働

移

例：週末だけ「高蔵寺」
、リノベーション

様々な活動を育む「みどり」の空間デザインを提案

【今後】

買い物

えるまちになっていくことが必要。

らしを豊かにするとともに、にぎわいや回遊性など

案をする。

ٶৣ૬भણ৷قᓗऌ૬ऩनك

ল

空間のデザイン方針

న
ষ

র
ੱ

た者）などが “新たな価値観” を感じ、住みたいと思

●ただ鑑賞するだけの「みどり」でなく、私たちの暮

対応できる機能導入を可能とする空間デザインを提

【従来】

ＤＩＹ族やニュータウン第 2 世代（ＮＴで育ってき

を備えていない。

ビスを享受することが可能となった。

ॵॹٶय़पेॊৈ୷भੰ
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るが、人々が憩う場、ふれあう場としての「みどり」

双方向のものとなり、かつ場所や時間を問わずサー
●技術革新等を背景に多様なライフスタイルや嗜好に

After

ঽ


র
ੱ

PD[P

地域社会への関わり、

イヤーの参加促進等

まちに関わる仕組づくり

性に転換できるような空間デザインを提案する。

ながる好循環を生む空間デザインを提案する。

「学び」を契機

活動を育むみどりの創出

断にもつながっている。

●
「学び」を通じて、自己実現やチャレンジ精神の醸

学び

シェアリング・サービスの
機能の導入

交通（移動）環境の整備

ハートの再生による高蔵寺ニュータウン全体への波及

高蔵寺ニュータウンの『ハート』であるセンター地区の再生を通して、高蔵寺ニュータウン全体に好循環を生み出します。

学びの機能導入による波及

【暮らしのシーンＡ】

交通センターを拠点に
公共交通機関＋スモール
モビリティによる地区内
での新たな移動・回遊

ある日、高蔵寺高校にて

●開かれたキャンパスから巣立つ若者と住民が

㜞⬿ኹߦߪ᥊ⷰߦఝࠇߚ႐
ᚲ߇ߚߊߐࠎࠅ߹ߔ

そこで得た知恵を地域に還元する

地域住民

みどりの創出による波及

高森台公園

地域に還元

【暮らしのシーンＣ】

●大胆なみどりの空間の配置により、地域内外

♫

・みどりを介した人々の交流（センター地区

高校生

●学びを通して、地域内外の新たな人のネット

等

暮らしが実現する

ߨ߂ࠬࠗࠕ ޔ
⾈ߞߡࠃ㨨

・南部山林から高森台公園までを含むみどり
に包まれた健康的な暮らし

⇒暮らしのシーンＣを参照

学びを介した
地域への波及

㨁㧫㧹㧹㧹㧋

●みどりと積極的に関わることによる健幸的な

センター地区へ
移転した高校

公園・広場で展開
される地域内外を
巻き込んだ活動

小学生

・学びを通じた交流の喜びを知った住民たち
が積極的にまちづくりに関与

Ფㅳᧃࠗࡌࡦ࠻
߇ᭉߒߺߥࠎߛ

の広場自体が茶話会の場に） 等

ᣣߪ৻✜ߦ㜞⬿ኹߩ᥊
⦡ࠍតᬌߒ߹ߒࠂ߁

ワークが形成される

♫

・広場を使った積極的なイベントの開催

後日、地域の小学校にて
後日
後日、地
後日、
日、地
、地
地域
域の小学
の小学
小学校にて
校
校にて

等

♫

♫

の人々の多様な活動を誘発する

⇒暮らしのシーンＤを参照

高校生

・高校生が地元の小学校や幼稚園などへ講師

・居住者の積極的な緑の創出への関与

交通センター

等

⇒暮らしのシーンＡを参照

シェアリング・サービスの機能導入による波及

公園・広場

図書館

高蔵寺の自宅

れたことで新たな人の動きや経済活動が誘発

多様なサービスが享受可能

・公共交通の利用者が増加するとともにセン
ター地区の利用者も増加

⇒暮らしのシーンＢを参照

・センター地区に整備されたシェアオフィス

・バス以外の交通手段として NT 全体での次

南部山林

世代モビリティの普及が促進

名古屋のオフィス

でストレスなく仕事（名古屋までの移動コス
トの削減）

ߢߔߨ㧋

0

高蔵寺駅とは公共
交通（バス）でアクセス

等

50

200

ࡃࠬߦਸ਼ࠅ឵߃ߡ
ฬฎደ߹ߢⴕߊߩࠃ

等

●デッキネットワークの形成によりセンター地

NT 内に点在する学びの施設

N

・福祉だけでなくレクリエーションサービス

ߎࠎߦߜߪ㨨
ߤߎⴕߊߩ㧩

交通結節機能が強化される

シェアリング・サービスの展開
（双方向のサービス享受）

・UberEats や Web 講座など自宅にいながら、

【暮らしのシーンＤ】
ࡦ࠲
߹ߢ⾈‛ࠃ

●交通センターの整備により、センター地区の

グリーンコリドー
を介した緑の軸

ߎߩ࠺ࠩࠗࡦߪ
ߤ߁ߢߔ߆㧩

される

等が提供され高齢者の孤立化が防止

交通環境の改善による波及

【暮らしのシーンＢ】

●様々なサービスをシェアできる環境が整備さ

500 m

1/15,000

区やその周辺部を含む回遊性が充実・強化さ

ࠄߌ߆ߢ߅ ޔ㧩

れる

・徒歩やスモールモビリティによる移動

等

㸮㸳㸫ղ

まち・ひと・ことが循環する学びのキャンパス空間
まちの学校

〜多世代が学び、交流する知の拠点〜

配置計画

高森台・
スマートウェルネス拠点
方面へ

●多様な世代が学ぶことが出来る拠点として、高校生の特別教室機能を担うととも
れ、アート、スポーツ、哲学、福祉等の学びが展開する。

●斜面地形を活かし、ニュータウンの眺望が得られる西側や、エントランスとなる南
側に公園や広場を配置し、滞在できる憩いの空間に。

の連携、幅広い展開の誘発を狙う。

●まちの学校は人々が日常的に利用する街路側へ大
きな開口部を持ち、中の様子がまちへ漏れ出る。

高校

●既存高校をセンター地区内に移転し、将来必要と

なる団地建替えのための種地としながら、まちの
リティライン内に設置）

住民
活動
・
全寮制 授業
学校

け、人々が気軽に集まれる場と学ぶ場を提供する。

場所
居場所
プラザ

まちの学校

休

憩

参
参加

●地区内は歩行者や小型モビリティ
主体の空間に再編し、駐車場は既
設立体駐車場や地下に集約する。

まちへ様子が
漏れ出す

木工室

まちの学校
音楽室
調理室

プラザ

P

デッキ
（新設）
藤山台一丁目・
グルッポふじとう
方面へ

シェア
オフィス棟

立体駐車場

しオフィスとしても利用。シェアオフィス棟を設け、一人でも快適に働くことが出
来る環境を整備。

●社会的に多様な働き方が広がる中、名古屋市内からの便利なアクセスを活かし、利
用者は個人経営の小さな企業から都心にオフィスを持つ企業のサテライトオフィス

既設立体駐車場を利用しつ
つ、北側街区に新設し、車
両を集約化

生態系を育む森

●職住近接によるワークライフバランスの向上と、学びの機能とも近接することで新

ミーティングゾーン

●住棟の前面には緑豊かな公園が広がり、仕事の休憩時間等の時間を気持ち良く過ご

商業施設
アトリウム広場

すことが出来、都心では味わうことが出来ない労働環境を実現する。

緑地

グリーン・
コリドー
都市軸

公園

配置・交通計画図

高蔵寺駅へ

交通センター 〜在来の交通手段から次世代モビリティへ
乗り換える交通結節点〜
●センター地区の中心に交通センターを設置。バスや自家用車からニュータウン内で

●スモールモビリティは団地内の交通弱者の移動手段となると共にモノとサービスも

輸送。例えば、移動公民館は WEB で予約すると指定の場所まで机や椅子等の備品

を運び、様々な場所で会議や活動を行うことが出来、今まで建物の中で完結してい
た活動がまちへあふれだす。

※スモールモビリティ例：移動会議室、移動調理室、移動視聴覚室 etc
●多くの人々が行き交う場であり、市民センターや子育て支援機能を近接させ、市民

パサージュを通り抜け
都市軸へアクセス

交通センター
（自家用車・自動運転車）

商業施設

バスロータリー・乗り場

P

立体駐車場
壁面をグリーン （既設）
ウォール化

P

デッキ
（新設）

次世代型
図書館

商業施設・
アトリウム広場

プラザ

〜学びで生きる力を育む
リブ・ライブラリー〜

デッキ
（拡張）

隣接する山林の活用

岩成台六丁目
方面へ
福祉施設
（既設）

●モビリティを活用し、周辺にもサービスを提供することが可能。
P

などを生み出す知恵の工房も併設。

エレベーター

〜南北街区と交通結節点を賑わいで繋ぐ〜

●周辺部の住民も含め日常的な買い物と賑わいの中心となる場所となるよう、商業施

設はセンター地区の南北街区を跨ぐように設け、都市軸をを施設上のデッキに引き

込む。高低差を解消しながら、２つの街区をつなぎ、センター地区の一体性を高める。

●交通センターと都市軸をパサージュによりつなぎ、アクセ

スを高め、日常的な動線を商業施設内に取り込む。動線沿
いには小さな店舗を配置し、親密な商空間とする。

緑地

しするコンシェルジュ機能を導入、学びの成果を投影して共有しながら新しい教材

自衛隊敷地との共存・セ
キュリティに配慮しなが
ら、山林をデッキで連結し、
自然環境を体験できる散策
路を整備

P

●建物西側には緑地を設け、デッキ上と「見る」「見られる」

レクリエーション
公園

緑地

と連携したイベント等が行われる。

の関係をつくり、多様な賑わいが広がる風景を創り出す。

空中回廊

商業施設中央には屋内広場を
設け、にぎわいの中心に
アトリウム広場

図書館のサービスを
館外に展開可能

S
S 大型
商業床
S
S
S S
S S

S: 小さな店舗

商業施設が南北を
なだらかに繋げる

パサージュ

グリーン・コリドーに
つながるピロティ

S S S S
S
S 大型
S 商業床
S

交通センター

ム広場を設け、買い物中の憩いの場となると共に商業施設

平面駐車場の撤去

多様なモビリティ手段を用
意の上、地区からの景観を
向上させるため、団地東側
の平面駐車場を撤去（集約
化）

都市軸

●都市軸（デッキ）に接続するように施設中央にはアトリウ

●保健センターも本施設内に組み込み、健康に関する体験・学びのサービスも提供。

交通センター

●蔵書は全てデジタル化され貸与されるタブレットで閲覧できる。また、学びを後押

超小型モビリティの集積拠
点を隣接して整備、バスと
の乗り換えに。

超小型モビリティ
ロータリー・乗り場

エレベーター

地下駐車場へ
アクセス

図書館を拠点に、奥のプラ
ザとも連続し、公園のよう
な開かれた空間に。

学びの拠点
（図書館）

ュ

デッキ
（新設）

して施設全体が公園のような開かれた空間に。

団地方面の
眺望を確保

関連施設

交通結節点
（交通センター）
賑わいの
拠点
（商業施設）

ージ

パサ

岩成台六丁目
方面へ

●新たな学びの拠点として複合型の図書館を整備。多世代の学びと交流を促す場所と

広場

サービスの向上を図る。

駅前施設
（各種サービス
施設等）

既存住棟をスモール
オフィスに転用

次世代型図書館

地区東側は歩行者、自転車、
自動車（バス・自動車）、
その他モビリティが対等な
形で共存、歩行者優先とな
る道路とし、自動運転技術
等により安全性を確保する

駅前施設
（市役所窓口・
子育て支援
センター等）

緑地

たなインプットや展開が期待できる魅力的な環境形成を目指す。

シェアオフィスを整備し、
リモートや個人でも
働きやすい場とする

公園

藤山台
方面へ

ミーティングゾーン
（歩車共存道路）

う場となる。

交通センター
（バス・小型モビリティ）
パサージュ

等を想定。

シェアオフィス棟

学びの拠点
（高校）

歩行者と共存することが出来るスモールモビリティ ( 自動運転 ) への乗り換えを行

デッキ
（拡張）
藤山台一丁目
方面へ

豊かな緑の中で休み時間を
過ごすことが出来る

岩尾台
方面へ

デッキ・
ネットワーク

グルッポふじとうへ

●デッキを拡張・新設して、隣接す
る住宅街区や山林との移動のネッ
トワークを構築し、歩きながら眺
望・景色も楽しめる空間とする。

P
オフィス・
サービス施設 立体駐車場
（医療施設等）

●特徴的な住棟には新たに高速ネットワーク環境を整備、既存住棟をリノベーション

プラザ

●地区東側はミーティングゾーンと
し、歩行者・自転車と自動車の共
存道路空間として車両通行速度を
制限、東西の行き来を容易にする。

中央台三丁目
方面へ

まちの学校

シンボル公園

既存住棟街区・
〜ニュータウンのストックを活用し、
多様な働き方が実現できる場へ〜
シェアオフィス棟

1 階にカフェを設置し、
プラザを含め思い思い
の場所で過ごすこと
が出来る

●地区中央東側に交通センターを新
設、駅や周辺を結ぶ路線バスに加
えて新たなモビリティサービスの
拠点とする。

既存住棟街区

プラザ

プラザにはキオスクや
ラーニングセンター機能
を設け、休息や様々な活動が
展開可能な場所とする

開口部を大きくとり、
授業の様子が
まちから見える

交通計画
〜歩行者中心に再編、歩車分離・
共存と、多様なモビリティの
ネットワークを構築〜

ホール
市民活動に加え
高校の活動場所にも活用

高蔵寺高校

地下駐車場へ
アクセス

スマートウェルネス拠点へ

春日井ネオポリス
方面へ

働

文化・芸術系の授業等は
まちの学校で行われる

まちの学校

教室棟を移転の上、跡地は
隣接街区等の建替えの種地
に活用（グラウンドは存地）

●中央の商業施設を再整備し、コリ
ドーにより道路上に立体的に結ぶ
ことで、南北の分断を解消。

市民の日常動線

一体
利用
公園

●プラザにはキオスクやラーニングセンターを設

公園と一体的に利用可能
活動を展開することが出来る

授 業

健康増進施設
（プールほか）
高校に加え
地域住民も利用

高蔵寺高校の移転

〜２つの拠点を都市軸グリーン・コリドーで結び、南北を接続

●開かれた学びのシンボル拠点として地区北側に高校を隣接街区から移転。南側に新
たに図書館を配置し、歩行者回遊の都市軸となるグリーン・コリドーで結ぶ。

に市民の生涯学習、全寮制学校 ( フォルケホイスコーレ ) の学習拠点として利用さ

●様々な世代、専門が同じ場所で学び、活動することにより、多世代の交流と活動

パサージュ

既存車道は東西商業施設
下部を通り抜ける
N

対岸のニュータウンを眺めつつ
図書や語らいを楽しめる場

0

ンを誘発する新しい都市軸として、空間を再構築する。

●歩行者主体を前提としながら、超小型モビリティや、自動運転技術を搭載した許
可車両の通行を認め、人とモビリティの共存を図る。

いて楽しい小路とし、結節点には出会いや語らいが生まれる「プラザ」を創出。

●南西部の山林と北部の山林等を結ぶグリーン・インフラとしても機能し、生物の
生息空間ともなるほか、地球温暖化防止・ヒートアイランド対策にも役立つ。

●法人が土地を所有、道路法・都市公園法にもよらない公共的空間として一体的に
管理運営し、柔軟な運用で市民活動や学びを誘発する。

グリーン・インフラとして機能（生物多様性他）

活用

所有・管理

北部
高森台
公園

グリーン・コリドーの
活動創発プログラム

・市民の学び・交流活動を促進するため、活
動を実施することにポイントが貯まり、地

区内のサービス（割引や特典）に使えるシ

100m

買い物の合間に緑地で
ゆっくり過ごす

対岸の住棟群へ視界が抜け
見る見られるの関係をつくる

福祉施設・レクリエーション公園
●既設の福祉施設はそのまま活用し、新たにレクリエーション機能に加えてセンター
地区のエントランス空間となる公園を整備する。

グリーン・コリドーは市民
の学び、活動、チャレンジ
を誘発する場に。

●公園では福祉施設、図書館とも連携した学びによる成長・リハビリを誘発する。

多層的な緑化

●高低差を活かし周辺を一望できる空中回廊を設け、ニュータウンの名所に。

セット・フォワード
空間
占用を奨励
（インセンティブを付与）

ステムを導入する。

●災害時の避難場所としても機能するよう、隣接福祉施設等と連携し備蓄設備等を整
備する。

・コリドー沿道の店舗などのセットフォワー

ド（滲み出し）も奨励し、デザインルール・
ガイドラインで質の高いディスプレイを誘
導する。

空中回廊

あえて敷地境界を
曖昧に

MaaS の先導モデル・
デッキネットワーク

デッキ空間は、次世代モビ
リティにより、移動を楽し
める空間に。

・デッキ空間を、通行のみならず、人やもの、
情報、活動の移動を促進する MaaS のイン
フラとする。

自然環境

移動・
モビリティ

50

〜キャンパスの背骨となる緑と知の回廊〜

●自動車通行の都市軸から、歩行者回遊により知恵・知識の獲得・インスピレーショ

南部
山林

25

1/3,000

高蔵寺駅方面へ

グリーン・コリドー・ネットワーク

●多層的な緑・花卉で四季や時間を感じられ、地形変化も含め五感で楽しめる、歩

■ニュータウンの中心として交通センターを作り、学びの
機能などによりひと、もの、ことが循環するしくみが適
切に具現化されている。センター地区の一体感が感じ
られる提案である。ペデストリアンデッキの増設による
周辺部との交流が期待できる。

となることが望ましい。

●センター地区には緑に囲
センター地区と他地区を繋ぐデッキ

マルシェ

■都市デザインは＜地＞の空間のあり様を問うことであ
り、本地区で言えば南北３本の街路の扱いが重要なポ
イント。その意味で本案は中央南北道路上にペデスト
リアンテラスを、その東側ゾーンの建築群とつなぎなが
ら構築することによって歩行者の回遊性と居場所をつ
くっていることを高く評価。西側の南北道路沿いに半
円形に緑のオープンスペースを確保し、集合住宅ゾー
ンとの調和を図っていることも評価できる。

い。身近に利用する存在

に限られている。

高蔵寺ニュータウンはワンセンター方式で計画された。センター地区は、都市構造として、まちの人が集う可能性を持った、いわば高
蔵寺の心臓部だ。
センター地区を高蔵寺ニュータウンの心臓部と見立て、学びをはじめ多様な人が集い交わる機能を導入し、そこからひと・もの・こと
が血液のように循環する仕組みを構築、ニュータウン全体にいきいきとした多様性ある暮らしを展開する。
そして、高蔵寺は「つくられたまち」から「自分たちのまち」へと転換される。

学校との結びつきを強める。
（普通教室はセキュ

■高蔵寺ニュータウンの大きな課題は、50 年が経ち、現
状においても郊外型 SC 機能として一定の賑わいは有
るものの、ニュータウンのセンター地区としての一体性
のようなものがない点。その問題に、思い切った方法
でこの細長い地区に一体性を作り出そうとした提案、
そして高校などの新しい機能を持ち込んでいることなど
を評価。一方、標高差 30m ある同地区に一枚のデッ
キがかけられているような印象もあり、その解答の提案
を期待したい。

景観としての要素が大き

不足

として出張講座

■センター地区の将来像を明確に提起し、低層でデザイ
ンしている点も 21 世紀にふさわしい。高蔵寺ニュータ
ウンの抱えている問題を、丹念に解きほぐして、全体
の将来ヴィジョンを提示していることを高く評価。セン
ター地区については、中央部に歩行者を主体とするコ
モンスペースをつくり出し、新たな活力をうみ出してい
ることが評価できる。高校と図書館を導入して “学び”
をキーワードにしようというアイデアが面白い。

豊かな緑・自然があるが、

ている（特に西側の地区）。

学び

歩行支援モビリティサービスの社会実験
出典：春日井市ＨＰ

豊かな緑の未活用

スは数本の歩行者デッキ

クティビティが

コンセプト

・地域住民が生涯学習を通じて学んだことを

審査講評

も予想される。

く、他の地区と分断され

国勢調査

まちを持続させるため、ストック・居住者の循環による多様性の獲得が必要

が今後増加して行くこと

ニュータウン内を通る広い幹線道路

●センター地区は標高が高

センター地区

なり、多様なア

約 40％

1年以上5年未満
20年以上
出典：Ｈ27

及すると考えられる。

り、移動できない居住者

高低差によるまちの分断

能が商業に特化しており、目的なくふらっと来づらい。

60 代夫婦

しは今後よりいっそう普
●また、高齢化の進行によ

スを基本として計画されて

要がなくなった。

30 代夫婦と
子ども

ワークなど、多様な暮ら

め、幹線道路が整備され、
●センター地区も車のアクセ

配達

生まれにくい。
出生時から
5年以上10年未満

多様な暮らし方への対応

●高蔵寺ニュータウンは郊

車での移動が基本である。

注文

えてまちで買い物する必

ニュータウン

駆け出しの
バンドマン

シングル
マザー
まちで働く人

車が優先される交通インフラ
商店

帰る

ができるようになり、あ

ニュータウンでは、近しい境遇
の世帯が多く居住しており、ふ
とした日常での新たな発見や学
びのきっかけが少ない。

多様性のあるまちでは、様々な
出来事が日常の中にあり、新た
な発見や交流、学びのきっかけ
がたくさんある。

買う

行く

かけずに買い物すること

住まい手の多様性の不足

トックが今後増加する。空き家の増加も課題となっ

新

ネットの普及により、出 今は

たな住民やこの地に生まれ育った世代の割合が低い。

●高蔵寺ニュータウンにおいても更新が必要な住宅ス

循環のあるまち

かなかったが、インター

●宅地開発当初から住んでいる住民の割合が高く、新

な問題となっている。

循環のあるまちでは、順次古く
なったものが建替えや改修され、
建物や人が循環していく。

向いて商品を購入するし

新たな発見や学びのきっかけを手に入れにくい。

ストックの循環の不足

高蔵寺ニュータウンはワンセンタ一方式で計画された。セン
タ一地区は、都市構造として、まちの人が集う可能性を持った、
いわば高蔵寺の心臓部だ。センタ一地区を高蔵寺ニュータウ
ンの心臓部と見立て、学びをはじめ多様な人が集い交わる機
能を導入し、そとからひと・もの・ことが血液のように循環す
る仕組みを構築する。そして、センタ一地区からニュータウン
全体にいきいきとした多様性ある暮らしを展開することで、高
蔵寺ニュータウンは「つくられたまち」から「自分たちのまち」
へと転換される。

- まち・ひと・ことが循環するいきいきとした暮らしをまちに広げる -

住宅ストックの老朽化

ており、適切なストックの更新が求められる。

住宅ストックの老朽化、ひとの固定化など構造的な課題を
抱える高蔵寺ニュータウン。暮らしを取り巻く環境も大きく変
化し、まちに出かける必要性も低下。また、機能の単一性や
高低差によるまちの分断、集いの空間・場の不足などから、
まちの持続性が危ぶまれる状況にあり、ストック（まち）や居
住者（ひと）、サービス（こと）を循環させ、多様性を持たせ
たまちへと転換していくことが求められる。

㸮㸳㸫ձ

高蔵寺ハート

隣接する福祉施設・図書館
等とリンクし、健康・福祉
を学び、癒やされる場所へ。

福祉施設

エレベーター

・周辺のウェルネスエリア、グルッポふじと
高低差の移動も容易に・楽しくする環境づくり
沿道立地施設事業者、市民などが利活用（インセンティブを付与）
（仮）高蔵寺 NT センター（市から移管）

うや旧藤山台東小学校の拠点、住宅街区を
結ぶ、コミュニティ型モビリティサービス
を展開。移動を通じた地域の利便性・生活

サービス向上、活力創出に加え、コミュニ
ティの繋がり強化を狙う。

自動運転車
移動公民館

リハビリテーション
プログラムを実施

第 21 回 まちづくり・都市デザイン競技

ま ち づ く り月間全国的行事実行委員会会長賞

MO-TOWN

Maas の軌跡 が 魅 せ る 地 形 都 市
受賞者

村上 修一 / 上田 健太郎 / 斧林 皇樹 / 片山 佳祐 / 土川 史夏 / 冨田 マリン / 毛利 沙織
［滋賀県立大学環境学部環境建築デザイン学科］
幾本かの尾根と谷が連続する地形の中に存在する高蔵寺ニュータウンの土地は、近現代の都市化における造成と建設の過
程で、その特徴が覆い隠され、山の連なる姿の美しいシークエンス景観が感じられ難くなってしまいました。将来の都市、そ
こに関わる人々がまちをつくっていく中で、その土地が本来もっているポテンシャルを活かすことができれば、そのまちは、そ
のまちらしさを力に、様々な方向へと発展していくことが可能なのではないでしょうか。私たちは、どのまちも必ずもっている
潜在的な地形を軸に都市形成を考え、近未来に導入されるであろう新しいかたちの自走ユニット (MaaS システム）を用いる
ことで、高蔵寺ブランドを確立し、未来に向けて地形に即した都市のかたちと新型 MaaS のひろがりを提案いたします。また
この提案により、人々は高蔵寺の地形を知り、雄大な山に囲まれた空間に在ることを感じることで、自然との共生を考えた都
市づくりを進めること、また車事業の発信元である愛知県でつくられた、新しい自走ユニットで移動時間をより有意義に、効
率よく、誰もが理想とする時間の利用を叶えることができる、そんな将来を期待します。
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■長期的な将来像として、MaaS によ
る新たな交通システムと緑におおわ
れたセンター地区の姿を示した意欲
的な提 案。自 走 ユニット（MaaS）
の活用や近未来の夢のある交通と
空間提供サービスの展開を評価。
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■丘陵地帯の山林を大造成して出来
上ったニュータウンの再生として、自
然景観見直しは大きな課題。建築を
つくりすぎて自然を破壊してきたこと
はやむを得なかったとしても、今後
のまち再生としては、建築の抑制的
なふるまいは心すべきことであろう。
その意味で建築を環境化する建築を
探ることは、建築界・建築家にとっ
て課題となっている。本案はそのス
タンスを評価するが、十分にこなれ
た案とまでは言えない点が残念。

⾲ᒙᵓ㐀ࡢⰋࡉࢆάࡋ࡞ࡀࡽ
ேࡢᬽࡽࡋࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢࢆ
῝ᒙᵓ㐀๎ࡋ࡚᭱㐺ࡋࡲࡍ

⮬㉮ࣘࢽࢵࢺࡢ␃ࡢࡓ
ࡵࡢ✵㛫ࡀᚲせ࡞ࡾࡲ
ࡍࡀ㸪ࡇࡢࡲࡕࡢ᪤Ꮡ㈨
※ࡋ࡚㇏ᐩ࠶ࡿ⾤༊
ࡢ✵ࢫ࣮࣌ࢫࡸ⾤㊰ࡢవ
⿱ᖜࢆά⏝ࡋ࡚ฟࡍࡿ
ࡇࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ

ࢭࣥࢱ࣮ᆅ༊ྥ࠺

㧗ᗙྎࡢ㧗ᒙ㞟ྜఫᏯ

㔛ᒣ

῝ᒙᵓ㐀'HHS6WUXFWXUHࡣ
࣭ࣥ࢘ࢫࢺ࣭ࣥࢫࣃ࣮ࣥ
㸦㸧ࡼࢀࡤ㸪ᆅᇦࡢ῝ᒙᵓ㐀
㸦GHHSVWUXFWXUH㸧๎ࡋࡓࢹࢨ
ࣥࡀᅇຊࡢ࠶ࡿ㸦UHVLOLHQW㸧㒔
ᕷࡢᙧࢆᡂࡋࡲࡍࠋ
ᆅᙧᑐᛂࡋࡓᘓ⠏ࡸᵓ㐀≀ࡢᙧ
ࡋ࡚㸪῝ᒙᵓ㐀ࡀࡲࡕࡢᬒほ
⌧ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⮬Ꮿ㏆ࡃ᮶ࡓ⮬㉮ࣘࢽ

ᣢ⥆ྍ⬟࡞㒔ᕷ⤒Ⴀࡢࡋࡃࡳࡢ☜❧

■地域の将来、新しい技術について
深く検討し、MaaS という提案にい
たっている点は見事。センター地区
での思い切ったリセット、新たな環
境創造と前段がどう組み合わされて
いるかやや疑問も残るが、元気が
良く魅力的な将来市街地像のインパ
クトを支持したい。
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○現地で聞かれた声
「自転車なんか乗ってられない…」
「歩道橋を渡るのがしんどい…」
「スロープは遠回りになるので使わない…」
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■センター地区を遠い将来にオープン
スペースとして展望している点がユ
ニーク。モビリティに着目した提案
も今日的。MaaS の考え方は、近
未来ではなく、実現可能な、よい提
案であると評価。一方、芝原による
広大な人工ルーフは、維持していく
ことは困難であり、エコロジカルの
考え方に反する。このギャップを考
えて、更なる展開、思考、デザイン
の深化を期待したい。新しいモビリ
ティを積 極 的 に導 入 すべしという
メッセージとして受けとめる。そうい
う時代のセンター地区のあり方につ
いても問題提起が行われている。

↑小中学校
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（ 公 財 ） 都市づくりパブリックデザインセンター理事長賞

よ り どころ

『 拠』と『寄 』 を 再 構 築 し 、 ニ ュ ー タ ウ ン の 循 環 を つ く る
受賞者

石田 武 / 川﨑 泰之 / 半澤 武夫 / 上田 恭平 / 田澤 孝祐 / 野島 僚子 / 村上 拓也 / 大矢 遼太
/ 松本 文也 / 平賀 順也 / 黒江 由美 / 石井 かおる / 濵田 愛 / 池田 亜希子 / 西畑 寛子
［大成建設株式会社］
計画的に開発された豊かなストックが形成されている
高蔵寺ニュータウンでは緑豊かな住宅地がゆとりのある密度感で配置されていて、快適な住環境を実現している。また、道路、
公園、上下水道等の都市インフラは計画人口に応じて適切に配置され、居住者の生活に必要なサービスはワンセンター方式
を基本としてセンター地区を中心に充足されている。このようなまちが開業以降 40 年以上経過し、まちの成長とともに過ごし
た人材が数多く存在している。
社会環境や時代の変化への対応が求められている
一方で、新規開発が終わるとともに住み替えが進まないことにより、現在約 43,000 人の人口は、このままでは 20 年後には
約 27,000 人まで減少することが見込まれる。特に、ファミリー世帯の入居が減少し、現在約 4,800 人の年少人口は 20 年後
には約 2,000 人まで半減することも見込まれる。高齢者については、すでに約 15,000 人とピーク期を迎えているがアクティ
ブシニアが十分活躍できていないことと、要介護者が現在の約 1,600 人から約 2,300 人まで増加することが見込まれる（数
値は独自推計による）。それとともに、ニュータウン内では当初の計画時の想定よりも自動車移動に大きく依存した生活が定
着していて、ゆとりのある宅地が駐車スペースにとられるとともに、高齢者の移動手段の確保が懸念されている。さらに、名
古屋都市圏においても人口の都心回帰や多様な働き方の広がりなどの社会的な変化がみられ、ベッドタウンに特化した住宅
地からの転換が求められている。
そのような状況を、成熟したまちの資産を活かしつつ、センター地区とかつての住区サービス拠点を『拠』と『寄』という場
に再構築することによって、ニュータウン全体に新たな循環をつくることを提案する。
審査講評
■全体計画から地区のプランに至るまで要
所をおさえ、バランスよく堅実な提案を
している。全体の将来ヴィジョンを『拠』
と『寄』というコンセプトで組み立てて
いることが評価された。なお、センター
地区については、南北に貫通している道
路を含めて、設計競技であるので、もう
少し未来志向の意欲的な提案が必要で
あったと考える。
■性格で緻密なリサーチから課題を抽出
し、センター地区の整備計画として破綻
なくまとめられていることを評価する。特
に GMS と名付けられた交通システムを
導入しつつ、センター地区から隣接街区
へ展開している姿勢は良い。
■高蔵寺ニュータウンのマスタープランの
立場から全体のアクティビティネットワー
クを押さえセンター地区では 3 本の南北
道路の中央の道路を車としても人として
も重要と位置づけていることを評価。中
央道の西側を向かい側の集合住宅団地と
の関係づけも考えて、緑のオープンスペー
スとして、将来のリザーブ用地としても
考えている土地利用の考え方を評価。
■駐車場の減築や既存建物のリノベーショ
ンなどを組み合わ せながら、時系列で
ニュータウンを変化させていくプロセス
が提案されている点を評価。拠点のコン
セプトがわかりやすい。センター地区を
中心としてまとまった提案を評価。
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奨励賞

The Missing Piece

～ ピスを嵌め 、 地 域 を 繋 ぎ 、 新 た な ニ ュ ー タ ウ ン に ～
受賞者

程 絢 / 石田 莉菜 / 王 為 /PIETRZOK HOLGER
［千葉大学大学院園芸学研究科］
The missing piece を嵌めて地域を繋ぎ、新たなニュータウ
ンを創世する。高齢化や少子化、住居形態の変化による人
間関係の希薄化がみられる社会情勢である。春日井市は、
建設密度が西部から東部にかけて減少傾向であり、地域に
合わせてこの社会情勢への対応をしてきた。高蔵寺新市街
エリアでは自然資源の豊富さが特徴の一つであり、そこで、
市民と協同し、点在している自然資源の豊富さという特徴を
十分に活用し、機能更新と活動の場づくりによって、ニュー
タウン全域のバラバラになった破片を紡ぎ、コミュニテイセ
ンターが地域連携の役割を果たすことを考えた。
そこで、都市計画において、自然資源、交通機関、賑わい
に焦点を当て、ニュータウン全体に回遊性のあるネットワー
クを創出する。また、親子、高齢者、若い世代問の交流と
共生のシステムを計画するべく、多様な人が滞在できる活
動の場を設置し、ソフト的なネットワークをも合わせて創出
することを考えた。
また、新技術を見据えた利便性の高いバス交通網によって
地域住民との接点を増やす。そして、
コミュティセンターでは、
子供のケアをする機能との連携を考慮し育児拠点を置き親
子エリアを形成、高齢者のケアをする機能との連携を考慮
しコミュニティ拠点を利活用することで、高齢者エリアを形
成させる。以上のような紡ぐ手法で、知恵産業を発展させる
ための支援をしていくのである。
審査講評
■デザインセンスにあふれたセンター地区の計画と
なっている。特に地区の東側と西側とでデザインの
方向性を大きく変えて、全体を破綻なく提案してい
る点に力量を感じる。加えて、センター地区と他の
エリアとの関係をさらに充実させるともっと良い提
案となる。都市基盤からエリアマネジメントまで、
全体に非常にバランスのとれた提案となっている。
一方、高蔵寺ニュータウンの全体を見据えた提案
をという設計競技の要件に応えていない点は、今
後に期待したい。
■センター地区をピースと呼び、そこに一定の既存
建物を残しつつ、空間のリニューアルを図った点を
評価。紙面全体が美しくまとめられており、爽やか
な作品。
■本案も udc 理事長賞の案と同様の考え方で南北中
央道の左右を建築的利用とオープンスペース的土
地利用に分けた手法を評価。今後の課題としては、
この中央道を国土交通大臣賞の案の様に道路上を
中間基盤として整備するなどの人と車の明確な切り
分けが考えられることを期待したい。
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春 日 井 市 長特別賞

BIO TUBE TOWN 高蔵寺 2030
受賞者

山上 健［Lynx 高蔵寺／山上建築設計］
井村 正和［Lynx 高蔵寺／合同会社ジンバルワークス］
箕輪 裕一郎［Lynx 高蔵寺／みのわ建築設計工房］
河合 忠［Lynx 高蔵寺／有限会社カワイ建築］
治郎丸 慶子［Lynx 高蔵寺／ NPO 法人まちのエキスパネット］

繋げる マスタープランを未来に繋ぐまち
・ワンセンターや歩行者デッキによるまちづくりを
知的資産として継承
・周辺地域と共に全体が生命体として成長する新
たな都市モデルを提案
賑う オープンコミュニティに沿道のにぎわいをプラス
・既存団地の約 2/3 をカバーする半径 800ｍの徒
歩圏に日常生活機能をコンパクトに集約した賑わ
いの街 高蔵寺 DOWNTOWN（都市核）
・JR 高蔵寺駅と直結する未来の交通システムプロ
ムナードバス
・ランドマーク性を高める生態的なイメージの半透
明屋根 BIO TUBE
・徒歩圏内に市の賑わいを おしゃれな高齢者が
集まるオープンマルシェ
・人 / モノ / サービスを満載してニュータウンや周
辺地域を走り回る高蔵寺ターレ
住う・働く ソーシャルミックスによる職住近接の住まい
・団地低層部を縁側・エレベーター・仕事場・集
会場のあるソーシャルコレクティブ住宅に改修
・高蔵寺 DOWN TOWN には商業・生活支援付き
の複合住宅棟を集中整備
・コミュニティコア（サブ核）には賑わい・文化・
医療福祉拠点を設置
・戸建て空家を活用した子育て用賃貸住宅やグ
ループホーム事業の実施
・スマートウェルネスエリアには後期高齢者の激増
に対応した大規模福祉施設を整備
・就労 / 生活支援 / イベントなどの情報受発信基
地となる高蔵寺プラットホームの開設
巡る 人と食とエネルギーが循環するガーデンシティ
・ゲートウェイ（都市の顔）には明るいサンクンガー
デンとウェルカムセンターを設置
・自然豊かな周辺の里山地域を巡るサイクリング
コースを整備して観光資源化
・高蔵寺ターレで DOWNTOWN から人・モノ・サー
ビスを運び、周辺と一体となったガーデンシティ
をプロモート
育くむ 農とものづくりが盛んな子育てのしやすいまち
・地域全体でのオーガニック農産品や陶器・木工
芸のブランド開発
・小さくても世界と直接つながるまちの職人ネット
でものづくりを推進
・ソーシャルコレクティブ住宅づくりを推進し若者
の定住を促進
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ͪΖغڋंྺ߶غ༁10,000ਕ͗ɼ
ࠕޛ10೧Ͳंྺ߶غޛԿͤΖ͞ͳͶ͏ɼण
͜ࡾͳ͵Ζوໝ͵ෳࢳࢬઅΝඍ

ωϣʖνΤϱغ
ेਕ͗ंྺ߶غޛԿ

2020೧

೧ྺ

2030೧

ৈౠ
ٴ

പࢃௌ

য়৬ઐ୷ଡ଼भତ

ӼͶΖ͏ިླྀؔۯΝड़ ޭαϱαʖη

5 ߶ਁ͏Ώ͢  ԻཌྷࢬઅΝৼͶɼࣙષͲΑͮͪΕͳৼͳ͖ΔͫΝ༌ͦΖΦϨΠ  
           νʖϪαʖηͲ'28172:1ͳ݃͢ɼ؏ޭࢬઅͳ͢ͱ߁Үॄٮ

ٴ

6 ࠸ਫ਼ŜŰƁşƆŘŴƇſƅŬ ωϣʖνΤϱ෨಼ઔྚஏबวͶ࠸ਫ਼ΦϋϩάʖϕϧϱφΏঘਭྙ 
           ుࣰࢬݩઅΝઅ͢ͱɼࣙષΝ͖ͪ͢ΦϋϩάʖڇڛΝΌ͢͡Ήͤ

1 ಧଭଶᅒ

Ӽαϱαʖη

ʀαϱαʖη಼ͶΤΥϩΩϞιϱνʖΝઅ͜ɼ
ॡೖҬๅ৶ιϱνʖLirickͳ࿊ͱ͢ܠɼʰे
Ίͪ͏Ήͬʱͳ͢ͱϕϫϠʖεϥϱΝ૱దͶࣰࢬ
ʀӼೈͶ߶࣋बวΝΌ͛ΖγέϨϱήαʖηड़
఼ͳ͵ΖϪϱνγέϩητʖεϥϱΝઅ͜Ήͤ

ү

ৃ
ং५ॱشॼঝ

ٴ

ʀಝ৯͍ΖΨʖΪωρέࢊΏɼଡ࣑ݡΏੋ
ͳރ࿊ͪ͢ܠಅحʀܵϔϧϱχΝү

2 ग़॥ই॓ش
؞৬ୡ੨

؞ٴঽே୫ঞ५ॺছথ
ທਆ ਆك

भ॥থ॥ش५

ঞথॱ१ॖॡঝ
५ॸش३ঙথ

%,278%(ड़شউথঐঝ३ख़

6

  ৈॱشঞষଡ଼
  १ॖॡজথॢটॻش
  ਁુઐৢଡ଼

ʀλʖεϡϩϝρέηͶΓΖेΉ͏Ͱ͚ΕΝਬ
͢ɼʰࢢүͱ͢Ώͤ͏Ήͬʱͳ͢ͱ
ՃΝཱི֮͢Ήͤ

γϱέϱΪʖυϱ

ٴ

१থॡথઁৃ

-5ৈക क़ख़ঝढ़७থॱش

͚ ͳͰ͚Ε͗Ξ͵ࢢүͱ͢Ώͤ͏Ήͬ

ࣙऄளऄ

ளং५

؞ਓઉঞ५ॺছথ
؞ᆭढ़ইख़

ᶋΉͬͪ͵ϔϧϱχྙଆͳ৶

ʀӼࣙऄளऄߍͳ͍ΚͦͱӼαϱαʖη
ͶγϱέϱΪʖυϱΝઅ͜ɼࣙષޭΖޭαϱ
αʖηͳ͢ͱΚ͏ΝΕड़͢Ήͤ

ۆௌ

4 ࡋŰŚũŔŘŦƅŨŘ  ࢤྚԿ৪Ԅɼঙ೧ࣙષՊɼࡋΫϡϱϕΝҲର࠸ฦ͢ɼࢃࣙ 
           ષָߏΏஏҮਫ਼ସʹ͵ॶڂݜ͍ΖΦαϫζΩϩ͵ϟʖζΝड़

7 㕫ؔřŠƆƀŲƇŘŠ  ,7༽ͶΓΕۂॄ༁ʀްིԿΝਦΕɼళޫͶࠪӊ͠Η͵͏ࡌ
           ͵ʹΝઅ͢ͱωϣʖνΤϱͶڇڛɽஏࢊஏভৱྒخஏͳ͢Ήͤɽ

6  ʰΰʖφΤΥʤࢤاʥʱͳ͢ͱ-5߶࣋Ӽबวஏۢ

ٴ

ௌ

2 ࢤ

Ζ ਕͳৱͳΦϋϩάʖ͗१ͤΖΪʖυϱετΡ

ʀࣙષ͖͵बวࢃஏҮΝ॰ΖγέϨϱήαʖηΝඍ͢ͱ؏ޭࣁݱԿ
ʀ߶࣋νʖϪͲ'2:172:1͖ΔਕʀϠόʀγʖϑηΝӣ;ɼबวͳҲରͳ͵ͮͪΪʖυϱε
τΡΝϕϫϠʖφ

Κ͏

؞ॎैੵੵඬ
؞ੇড়

ఫ૬ঽୋ
ৈীሎ੦

ᶊ߶࣋ωϣʖνΤϱΝ֫ͳͪ͢बวʀ߁Үͳ࿊کܠԿ

ʀஏҮใࢩׇԋŦƅŨŘ
ʀυγʖϑηࢬઅ
ʀέϨωρέ

ި௪
߁

ဟऴॊऔध੨

ʀύʖχͳλϓφ͗ϏρίʖζԿ͠ΗͪࣆةۂժΝΉͬͰ͚Εճऀ͗NPOͳڢಉͲࡠ͢ɼؔࣆ
ंۂΝูॄ͢͵͗Δ֦ϕϫζΥέφΝࣰͱ͢ݳΑ͚͞ͳΝҌ͢Ήͤ

੶ඎʀԣୖୈαϝϣωτΡαΠ/౽ࢃୈαϝϣωτΡαΠ

ٴ
ٴ

ٴ

ং५ॱشॼঝ

॥شউँःठ

ٴ

೯ݬௌ

ٴ

ٴ

ٴ

4

೮ਧઢ৵৾ૅਹણ৷
ق6&؞েણ੍ରك

؞༈भুৃ
ু؞୨ౌ
؞ಃ৬ୡ

੶ඎʀԣୖୈαϝϣωτΡαΠ
ʤγϔ֫ʥ
ॼই॥


রఙ
ड़شউথঐঝ३ख़ ള়েણ༠
ૹق؞ક୧؞েણ੍ରك

ेࣙঁঁڠΝࢩԋͤΖ͚͢ΊͰ͚Ε

ਗਉ
༈भুগش४॔

4

ٴ

ԟୈ

ઢ
ड़شউথঐঝ३ख़

ʀΔ͢αʖυΡϋʖν͵ʹɼஏ಼ਕ͚ؔͰܐؖΕΝࢩԋͤΖૌΊΝҌ͢Ήͤ

ʀஏࢊࡌജ
ʀڋठԲ/Բୈ
ʀҢಊΩϓΥ
ʀୈιρφ

ॢঝॵএऴगधअ
ق਼৻ઐುਡك

ٴ

ᶈेʀࣆंۂʀࢤڢಉਬ

4
  ਐۛ͵γʖϑηͱ͢ͳ఼ڎʰγϔ֫ʱ

ंྺ߶غޛਫ਼ࢩԋؽΝैࣰ

ٴ


ৈ
ड़شউথঐঝ३ख़

1

ʀઅʹ͵࢞ܯՊΝഁेͱ͢ݥήϩʖϕϕϫζΥέφةժΝࢩԋ

ʀ%,278%(ͺɼ݄௪ͮͪΦϋϩάʖରΓ͑ͶิߨंυρΫΝ͑ൔಃԲࠞɽϧϱχϜʖ
έΝ߶Όɼӏ෫ΝΏΚΔ͝չన͵ԲڧΝ͢ڛΉͤɽ

ʀ߶࣋νʖϪͺɼਕΏ՛ʀγʖϑηΝӣΞͲωϣʖνΤϱ಼ΏबวஏҮΝૺΖɼ MaaS ʤϠϑ
ϨτΡʀΠθʀΠʀγʖϑη)ΝࢻͶΗͪ҈ৼʀ҈સυϜϱχܗϠϑϨτΡɽAIΝ࢘ͮͪ
༽ޜซ͘γʖϑηܯժ͢Ήͤɽ         ːԹജࢤߑ಼͵ʹͲ࢘ΚΗΖঘյΕ͚͘ӣ൘ऄ

ٴ

3

߶࣋DOWN TOWN
ʤࢤ֫ʥ
౽ࢃୈ

ʀ͘ۯݒރՊΝͱ͢༽ɼࢢүͱ༽ୁेΏυγʖϑηࢬઅʀήϩʖϕϙʖϞրर

BIO TUBE/߶࣋νʖϪ*

ʀҮ಼१ώηΏνʖϪ͵ͳ఼ڎΖި௪߁
Νઅ͜ɼঐʹ͵ۂΚ͏ؽΝഓ

લஏਁୱ


੮ૐ৺হ
قਃચك

ડॹॵय़
ग़ঞঋقॱشమऽदك

ઁৃ

ૐভৃ

Ή͕ͬணؔύΤη

3  ιϱνʖஏۢͳγϔ֫Ν݃Η͵͏ʰҮ಼ϋρφϭʖέʱ

ʀஏ಼ۢঐవʀঘָߏʀޮԄʀॄճॶΝ༽
͢ɼೖਫ਼ଡେިླྀਫ਼ࢩԋ͢ͳ఼ڎ
ͱ࠸ඍ͢Ήͤ

ஜઋ


7 ီ॔ॢজঃشॡ

عమ؟
ऐ',<ક୧
؞మ؟
லহৃહऌৈೡક୧

ʀި఼ࠫͶͺ࣎ݒઅ༩ఈͲཱི͍ͮͪରިࠫ࿑Νඍ͢ͱωϣʖνΤϱາཔϟʖζΝԍड़͢Ήͤɽ ेݒރஏۢΔ͢Νࢩ͓ΖΊΞ͵Պ

ҫྏෳࢳܧ

ٴ
લஏ

ٴ
ৈਁୱ؞
ॸॽ५॥ॺش

㕫ؔௌ

ʀعଚஏఁΝ߶ྺं͘ेրर
3ʛ5Νऑं༽DIYेͳ͢ଡେेڋΝਬ

ʀ2ͶԓଈυρΫͳΦϪϗʖνΝઅ͜ɼेރ
ͺೈΕͳ͢ͱௗԲΓ͑͵ฉҕـͶ

ʀଈͶͺೈͶ࿊କͤΖൔԲؔۯΝઅ͜ɼΚ͏
͍ΖΨʖϕϱϜϩεΥʤࢤʥͳ͢ͱҒͰ͜Ήͤɽ

ٴ

߶ਁୈ
ηϜʖφΤΥϩϋηΦϨΠ

؞ঋথॳকشୱ
؞ঈছথॻਓੵৃ

λʖεϡϩαϪέτΡϔஏ

ʀঐۂʀਫ਼ࢩԋؽΝญઅͪ͢ਫ਼౫Ν਼
ඍɽ༁ރ߶ྺंेΝ͢ڇڛɼΦϪ
ϗʖν͗ໃ͏ஏͶेωϣʖνΤϱ಼߶
ྺଵ͑ͬɼ༁ൔ਼͗͘ͲڋΖܯժΝΌ
͢͡Ήͤɽ

ʀࠬݗ/ਕಃੵૹ
ʀཌྷ/Ϩϋϱγʖϑη
ʀղঁϫϚρφ
ʀՊέϨʖωϱή

१شঅ५ॖথॲ५ॺজش
ૣකਝ
ૹਝभාಱقఎੴك

5



ূਲ੶୰

λʖεϡϩϝρέηͶΓΖ৮ेۛંेΉ͏Ͱ͚Ε

͚



ஸਆ

ࢢʹ͖Δ߶ྺंΉͲ͗ࠠ͡Ε͍͑৮ेҲରΔ͢

 2  ιϱνʖஏۢͳӼबวؔΝ݃ʰࢤʱ

ਫ਼ࢩԋܧ

ٹๆ७থॱشभॖওش४

ःऌःऌ೨॥ش५
شॱقঞฉك


৵ৡਗ਼উছথॺ

ฤႤ

বಀৣقඌك
ஐ੩,&؞৵ฝূ,&ष

ৈॱشঞ

ٴ

؞क़ॵॻॳॵউਸੵৃ
؞ংॖड़ঐ५ਗ਼ਚ
؞ग़॥૦౫१উছॖ७থॱش

%,278%(

ᶇ Δ͢ͳࣆଡ༹֮ฯ

ʀώηνʖϝψϩΝઅ͜कགྷި௪఼ڎʤφϧϱζρφι
ϱνʖʥͳ͢ͱؽΝैࣰͦ͠Ήͤ

ʀՊरཀྵ
ʀഓϚρέη
ʀϧϱχϨʖ
ʀࡌ/อ

6 ગেग़ॿঝॠشউছথॺ

Κ͑ ΨʖϕϱαϝϣωτΡαϱιϕφͶԌಕͶ͙Κ͏Νϕϧη

ʀิߨंυρΫΝͳͪ͢તܙΨʖϕϱα
ϝϣωτΡΝαϱιϕφͳͪ͢Ϝηνʖϕϧ
ϱͶϜϩεΥʤࢤʥΚ͏ΝՅͪ͢ɼԌ
ಕܗิߨंϋρφϭʖέΝҌ͢Ήͤ

ٴ
य़কথউৃ

ࡋௌ

৴

পবઋ

ᶆ ޮࢬڠઅʀਫ਼ཤสࢬઅॄ༁Կͳϋρφϭʖέߑ

ʀࢤؽΝΓΕαϱϏέφͶॄ༁͢ɼ֦ڎ
఼ΝکԿͤΖ͞ͳͲɼิ͜ΖҕͲೖਫ਼
͗ͤ݃ΖΉͬͰ͚ΕΝΌ͢͡Ήͤ

।ॺشक़ख़ॖ
قभ౿ك

గ௩ઋ

ʀ͖͵ࣙષڧͶܛΉΗͪबวஏҮͳͳͶɼஏҮસର͗ͽͳͯਫ਼ໍରͳ͢ͱௗ͢ͱΑ͚Γ
͑͵ɼ͍Δͪ͵ࢤϠυϩΝҌ͢Ήͤ

१ঈற

୴ઋ

32:(56327

ʀιϱνʖஏۢΝ֫ͳ͢ͱࢮয়Ͷ;Ζࢤɼતয়Ͷ࿊କͤΖ߶ेɼิߨंυρΫͶԌͮͪ
ेۢγʖϑηࢬઅ܊Νಝͳͪ͢ϜηνʖϕϧϱΝஎదࣁࢊͳ͢ͱܩট

ऽऩलधઐभ
७থॱش

߶࣋νʖϪײત෨ͺɼعଚϘυηφϨ
ΠϱυρΫΝϗʖηͶඍ͢Ήͤɽऄಕͳ
͠Ηͪஊࠫ͵͏ಕͺɼঘܗϠϑϨτΡܨ࿑
Ͷన͢ͱ͕Εɼঙ͵͏αηφͲඍ͗ՆͲͤɽ
͢͏ײતड़͗ݳʰेۢγʖϑηʱΦϨΠΝ
१ঈற
ͺͣΌԌಕعଚݒ܊࠸༽Νଇͤͳؽܘ
͵ΕΉͤɽ

ٴ

ണभ

ٴ

͝Ζ ϜηνʖϕϧϱΝາཔͶ͛ܪΉͬ

ӁӓҴӈҷҮӝӌӁ
ҸӜҵ

৴ກ

؞ঽே৾ૅ
؞ୠেଙଢ଼ਚ

؞ଠேആन॒एॉभจ
ੱ؞धऊैटभ೨ৃ
؞টথॢ५ॸॖ॥ॸش४

ʰ߶࣋ϨʀωϣʖνΤϱܯժʱʤॡೖҬࢤʥΝ۫ରԿͤΖɼใׇద͵ΉͬগཔΝҌ͢Ήͤ

㸫ձ

ٴ
ஐ੩
৲ୱ

˛ωϣʖνΤϱͳबวஏҮ͗Ҳରͳ͵ͮͪ Ήͬસର

ᶆιϱνʖஏۢগཔ ʀعଚݒͶͳΔΚΗ͵͏ঐۂɼޮࢬڠઅɼҫྏɼෳࢳɼࢢүͱ͵ʹؽΝഓͪ͢υδϱʀαϱιϕφҌ

߶࣋'2:172:1

̾



ΰʖφΤΥ
ʤࢤاʥ

̥

߶ਁୈஏ

ηϞʖθ͵ಊતܯժ

㸫ղ

ײخώη

ʀීஏೈ෨Ͷཱིରިࠫ࿑Νઅ͜ɼعଚި௪ͳ
ިࡪ͢͵͏ಊતΝܯժ͢Ήͤ

ʖ॰ΖʀΚ͑ʀेΉ͑ʀಉ͚ʀ͝ܪΖʀүͱΖʖ
%,278%(72:1Φϋϩάʖ͍ΗΖৼଃ෨ͳ͢ͱ
֙ؽΝαϱϏέφͶॄ༁ͪ͢ࢤ఼ڎ

ஏҮ१ώηʀࣙՊ༽ऄ

ʀීஏೈଈ͖Δߑ಼ಕ࿑ͶΕɼଈͳൊ͜ ഉಕͶΓΕߑ಼ಕ࿑Կ
ΖҲ๏௪ߨ࿑ͳ͢Ήͤɽ
ʀଈͶ༽ڠளऄड़Νઅ͜Ήͤ
ิߨंܧಊત

ʀυρΫͶΓΕ౽ࢃୈʀآୈʀ߶ਁୈͳͯ
͵͗Ζิߨं͕Γ;߶࣋νʖϪϩʖφΝઅ
͜Ήͤ

े

ʀιϱνʖஏۢસରೈΝ͚ؑಊ͚ิಕΝઅ
͜Ήͤ

ஊͶΓΖࢬઅඍ

े

े

OUT

े༽
ϙʖϩ
ʤ౨෨ࢤιϱνʖʥ

Ϩغඍ
ʀΠϒνͳͨࢬઅ܊Νմର
ʀ౨ଈͶεϥρϒϱήιϱνʖɼਫ਼ࢩԋࢬઅɼ
 ॄेΝҲରඍ
ʀଈͶώηνʖϝψϩɼளऄɼΨʖϕϱϜ
 ϩεΥΝඍ

BIO TUBE

IN

े

ࢺ
͛ΖͮΈͣͳ͑

ηϛʖςέϧϔ

υρΫʤઅʥ

ϗϱφ
߁
ਫ਼ࢩԋࢬઅ
ҫྏϠʖϩ

OUT

े

Ήͬ৮ਕϋρφ

--5N߶࣋ӼͳଲΝ͵ͤޮިڠ௪఼ڎ

ΨʖϕϱϜϩεΥϗϱφ߁

े౫

ʀ߶࣋ӼνʖϝψϩͳಋوໝνʖϝψϩΝීஏೈ
υρΫϪϗϩͶഓ

Ҳൢे

ʀعଚި௪ͳިࡪΝඈ͜ɼཱིରިࠫ࿑ͲΠέιηͤΖ
ܯժͳ͢Ήͤ

λʖεϡϩαϪέτΡϔे
ΨϓΡη
ਫ਼ࢩԋʀਫ਼ָ֖सࢬઅ
ҫྏϠʖϩ
εϥρϒϱήιϱνʖ

୯ֺ͚͗͢չన͵ิߨंಊત

ಊ͚ิಕʀ߶࣋νʖϪνʖϝψϩ

ʀೈ͖Δ؉ޱഓΝͯීஏͶଲ͢ͱɼࢬ
અસରΝ͚ؑώϨΠϓϨʖ͵ิߨंಊતΝܯ
ժ͢Ήͤ

BIO TUBE

ʀ߶࣋'2:172:1౨ଈͶͺɼঐۂʀਫ਼
ࢩԋؽΝͮͪे౫ΝೈͶ࿊
ͱഓ

ϭεՊͺʹͣ͞Ύʛ

ʀ౫ͫ͜Ͳೖਫ਼ͤ݃͗Ζɼ߶ྺंΏࢢ
үͱେͶଲԢͪ͢สཤͲৼڋஏྒྷ͏ेΉ
͏Ν͚ͯΕΉͤ

ιΫϣϨτΡ
ΰʖφ

ΨʖϕϱϜϩεΥ

εϥρϒϱή
ιϱνʖ

ϙτϩ

ώηνʖϝψϩ

ʀੋރʀଡ࣑ݡʀඊଯ͵ʹ
 ͳ࿊͢ܠɼಅࣕحΏ
 ΝτʖϜͳͪ͢ΠʖτΡ
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審査講評
本作品は、高蔵寺ニュータウンと周辺地域が一体となった、まちの全
体像が提案されており、対象地区と周辺を繋ぐ小型モビリティや駅か
らの直結バスの導入に合わせ、地域資源を活用しながら、そこに暮
らす人々の文化や生活の豊かさを醸成していくアイデアを数多く盛り
込んだ活力ある提案となっている。
空間的な提案では、計画的に整備された高蔵寺ニュータウンならで
はの設計思想を知的資産として継承するというコンセプトのもと、ペ
デストリアンデッキを発展的に活用した新たな交通機能と生活利便施
設、住宅等の再配置により、コンパクトかつにぎわいあるセンター地
区を示している。
また、まち全体の暮らしへの視点として、線形に広がった既存の都市
構造にマルシェを付加し、地域生活をまちに開く仕組みを多種多様な
アイデアから構築している。
高蔵寺ニュータウンというまちの現状や課題を的確に捉えながら、若
者から高齢者まですべての世代がいきいきと快適に過ごせる未来の
姿が描かれた夢のある提案であった点を高く評価した。（春日井市）

