第 17 回 「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
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、飯田市
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現と演出が求めら
れ、その魅力が都市に活力を呼び戻し、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期待
されます。
こうしたまちづくりの基本的課題を踏まえ、本「ま
ちの活性化・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広く一般か
ら提案を募り、まちづくりに対する国民の関心を高
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います。

22(1947)年の大火により中心市街地の 3 分の 2 が焼
失してしまいました。この復興に当たり、市街地を
6 つの防火区画に分かつ 3 本の防火帯が計画されま
した。このうち南北の通りは、飯田東中学校の生徒
が自らの発意と行動により昭和 28(1953)年にリン
ゴの木が植えられ「りんご並木」と呼ばれ、近年、
自動車交通を抑制する歩行者優先の公園的な空間と
して生まれ変わりました。以降、りんご並木を中心
とする空間において、再開発事業や拠点施設の整備、
動物園のリニューアル、イベントなど中心市街地に
新たな賑わいを創出する取組が行われています。と
はいえ、モータリゼーションの発達の波を受け飯田
市でも中心市街地の商店数は減少してきており、空
洞化が進んでいることも事実です。こうした中、JR
東海より、平成 39(2027)年にリニア中央新幹線長野
県駅が飯田市郊外に設置されることが示されました。
この地域に新たな高速交通網時代が到来し、リニア
駅周辺が新たな拠点となることが予想されます。

■対象地区
今年度は、長野県飯田市中心市街地の玄関口であ
る JR 飯田駅周辺と駅周辺からりんご並木までの回
遊区間をあわせた「飯田駅・りんご並木周辺地区」
（約 27ha）を対象地区に選定しました。

しかしながら、JR 飯田駅は、年々乗降客が減少し
続け、交通結節機能が低下しています。加えて、リ
ニア中央新幹線駅を広域交通拠点とすることから、
JR 飯田駅の機能低下が危ぶまれます。一方で、りん
ご並木はこれまでの中心市街地活性化の取組により、
周辺施設の充実や各種イベントが定着し、住民の心
の拠り所として意識されるようになりました。中心
市街地の回遊性を促すため、りんご並木と JR 飯田駅
を位置づけ、この二つの核を関連付けていくことが
重要と考えています。このような考え方から、JR 飯
田駅周辺には、都市として必要な機能を効果的かつ
効率的に集約するとともに、ここからりんご並木ま
での街並みを歩くこと自体が楽しくなるようなもの
とすることが求められています。

■募集内容
１．対象地区の現況と課題
飯田市の中心市街地は、段丘の突端部に飯田城が
築かれて以降、碁盤目状に広がる典型的な城下町と
して発展してきました。整然と落ち着いた佇まいか
ら 「 信 州 の 小 京都 」 と も呼 ば れ ま し た が、 昭 和

対象地区の鳥瞰

JR 飯田駅

２．対象地区に関するまちづくり方針等
（１）まちづくり方針

③提案全体の基本的な配慮事項
リニア時代を見据えて、飯田市では対外的に目指

飯田市では、土地利用基本方針(都市計画マスター

す地域像として「小さな世界都市」と「多機能高付

プランに相当)において、将来都市構造を「拠点集約

加価値都市圏」としています。提案に当たっては、

連携型都市構造」としています。これまで周辺町村

この考えを尊重することを配慮事項としました。

との合併を繰り返し形成された飯田市の歴史的経緯
を踏まえ、それぞれの地区に地域拠点を設け地域機

４．応募図書
上記の募集内容に即して、対象地区の整備構想、

能の集約化を図るとともに、中心市街地は中心拠点

主要な提案空間のデザインイメージ、実現化方策な

として都市の中心機能の充実を図ることとしていま

どをＡ２サイズのパネル２枚に表現したものと、提

す。リニア駅周辺については、県の南の玄関口とし

案の要旨をＡ４サイズ１枚にまとめたものを応募図

て広域的な駅利用圏域が形成されることから、広域

書として提出を求めました。

交通拠点として位置付けています。
各種業務や行政などの中核機能や特色ある商業や
居住等の都市機能が蓄積された中心市街地は、都市
の中心としての機能を持ち、いわゆる飯田市の「顔」
であると言えます。蓄積されてきた文化や伝統、社
会資本などの既存ストックを活かすとともに、飯田
市の顔としてふさわしい品格と賑わいのあるまちを
創造するため、それらの機能の充実を図ります。
（２）都市計画
対象地区の「飯田駅・りんご並木周辺地区」は、
殆どが商業地域に指定されていますが、飯田駅西側
については、近隣商業地域に指定されています。ま
た、対象地区全域が準防火地域に指定されています。

３．提案募集の内容
本競技は、上記の現況・課題及びまちづくり方針
等を踏まえた上で、対象地区の魅力を高め、地域全
体を活性化するための拠点整備、回遊性の向上、良
好な景観形成を図るための都市デザイン、その整備
手法について、次のような提案を求めたものです。

■スケジュール
応募登録

平成 26 年 9 月 8 日（月）
～10 月 6 日（月）
現地説明会 平成 26 年 10 月 17 日（金）
質疑応答
平成 26 年 10 月 17 日（金）
～10 月 24 日（金）
作品提出
平成 27 年 1 月 16 日（金）
～ 1 月 22 日（木）必着
審
査
平成 27 年 2 月 27 日（金)
表
彰
平成 27 年 6 月（予定）

■応募件数・応募者の属性
事前の応募登録数が 53 グループあり、最終的に提
出された応募作品数は 32 でした（応募者の属性は円
グラフを参照）
。
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①JR 飯田駅周辺に備えるべき機能と都市デザイン
の面的整備の提案
JR 飯田駅周辺の区域では、面的整備の提案を求め
ます。リニア駅周辺との役割・機能分担を明らかに
したうえで、この地域の個性や特性に配慮し、グロ
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ーバル化に適応した、中心市街地の玄関口としてふ
さわしい機能とデザインの提案を求めました。
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②駅周辺とりんご並木間の動線の選択と修景の提案
飯田市民の心のシンボルであるりんご並木を核

応募者（職業別）
総数 32 グループ

に、歩いて楽しめるまちとして回遊性をもたせるた
めに、JR 飯田駅周辺の区域からりんご並木までの間
の動線について提案を求めました。
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■審査委員会及び結果

審査委員会での審査の結果、下記の入賞作品が選

１．審査委員会
委員長

西村幸夫

東京大学教授

委

石川幹子

中央大学教授

岸井隆幸

日本大学教授

高見公雄

法政大学教授

藤本昌也

建築家

武政

国土交通省市街地整備課長

員

２．審査結果

功

牧野光朗

飯田市長

新井

建築家

優

定されました。
※飯田市長特別賞は飯田市により選定されました。
○国土交通大臣賞（1 点）
······ 賞状及び賞金 50 万円
（大成建設株式会社）
石田武、川﨑泰之、半澤武夫、尾﨑洋甫、
西野康弘、赤垣友理、飛田裕也、平賀順也、
黒江由美、井村六美
○まちづくり月間全国的行事実行委員会会長賞（1 点）
······ 賞状及び賞金 25 万円
（株式会社 森本組）
水谷祐司
○(公財)都市づくりパブリックデザインセンター理事長賞（1 点）

審査方法等の確認：審査を始めるに当たって、審査の内
容・方法等について確認されました。

······ 賞状及び賞金 15 万円
（東京理科大学理工学部建築学科）
伊藤香織、
丹羽由佳理、中畑昌之、飯田遼平、
小田健人、草谷悠介、栗田純吾、栗田恵、
神田夏子、西山貴史、權田貴之
○奨励賞（2 点） ········· 各賞状及び賞金 10 万円
［奨励賞１］

第一次審査：審査委員が各作品を一通り閲覧したうえで、
一回目の投票が行われ、有望作品として十数
点あげられました。

（戸田建設株式会社）
森永壮太郎、宮澤秀輔、大屋綾乃、四方一樹
［奨励賞２］
（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
大鶴啓介、忽那知輝、河合孝哉、栗林慧介、
中島健太郎
○飯田市長特別賞（1 点） ······· 賞状及び記念品
（有限会社 みすゞ設計）

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。

松下重雄、宮澤正輝、宮戸洸一、岩崎遊、
山田隆、中家博之
○審査委員会特別賞（1 点） ····· 賞状
（東京大学工学部社会基盤学科景観研究室）
小粥慶子、佐井倭裕、樋口直也、小出ひかり

■入賞作品の概要
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。

入賞作品の概要は次頁以下の通りです。詳細は（公
財）都市づくりパブリックデザインセンターのホー
ムページ（下記ＵＲＬ）をご覧ください。

http://www.udc.or.jp

応募者 ：

国土交通大臣賞
テ ー マ：
主な提案：

「飯田再興物語

（大成建設株式会社）
石田武、川﨑泰之、半澤武夫、尾﨑洋甫、西野康弘、赤垣友理、
飛田裕也、平賀順也、黒江由美、井村六美

～人とまちを繋ぐりんごの輪～」

再興に奔走する三人衆（ヨソモノ、ワカモノ、バカモノ）、飯田の魅力に目覚めた人達（タズネビト、
ソダチビチト、スミビト）を登場人物として飯田再興物語を提案する。彼らは、地域に眠っている物
的、人的な資源を外部の人の力を借りて有功に活用していこうと考えた。また、身の丈にあった規模
でまちづくりを行うことやリニアの開業時期を見据えて戦力をつくった。

【再編の取組み】
①新たな人の流れ：平面移動と乗り継ぎ経路短縮化に
こだわった駅前再編
②市民サービス提供：多世代が集い交流する場の創出
③産業・観光振興：人材育成・地域活性化のしくみづくり

審査講評
要綱が求める課題に応え、提案性、デザイン性ともに良く、
全体に破綻なく纏まっている完成度の高い力作であることが
評価された。まち全体の環境構造をりんご並木道、中央公園、
駅周辺、通り町通りの四つでまちの大きなスクエアゾーンの
視覚的イメージを作り出し、この全体空間像、構造をベース
にした様々なアーバンユニットを格子状に埋め込む手法を展
開している。
「リンゴの輪（緑のベルト）
」で街を囲むという
コンセプトが従来漠然と考えられていた街づくりの方向性に
明確な輪郭を与え、市街地の将来を感じさせる都市像となっ
ており、緑の輪が都市を取り囲むという発想、そしてその輪
の一部として駅があるという考え方に共感を覚える。また、
飯田駅周辺の提案もしっかりなされており、駅前の広場や大
型商業施設、中央公園とのリンク等も優れ、グリッド型の都
市構造に、駅と通り町を結んだたことも評価された。但し、
実現方策の部分で、飯田市がこれまで積み上げてきたまちづ
くりの取り組みについて全く触れられておらず、はじめから
組織を立ち上げるような提案には疑問が残った。

④都市骨格づくり：町割りを発展させた「つなぐ」
「回遊する」
都市軸の形成
⑤まちなか更新：活力があり、歩いて楽しいまちづくりを住民
主導で実践

まちづくり月間全国的
行事実行委員会会長賞

応募者 ：

（株式会社 森本組）
水谷祐司

テ ー マ：
「Linear front HILLTOP
-丘の上を結ぶ-」

主な提案：
飯田で育まれた水引きのように「丘
の上」の街を結ぶことにより、人々が
集う中心市街地を提案する。
・バッテリー式 LRT の整備
中心市街地を周回する LRT 路線を整
備し、JR 飯田線に乗入れ、中央リニア
新幹線の長野駅（仮称）に連絡。定時性
に優れ、環境負荷が少ない LRT により、
リニアからの人の流れを結ぶと共に、高
齢者などにも暮らしやすい街をつくる。
・歩車分離と通りのゾーニング
中心市街地内の自動車の通る幹線を
絞り込み、その他の通りを歩行者中心の
通行に制限する。それにより、通りごと
の位置付けや土地利用の方向性を明確
にする。通り町と三州街道を主要な自動
車幹線とし、中央通り・本町・松尾町は
歩行者中心の通りとする事で中心市街
地の来訪者と定住回帰を促進する。
・各エリア、通りの整備
（JR 飯田駅前、中央通り、本町、松尾町、
知久町・ユニー通り、裏界線、りんご並
木市民大学）

審査講評
広域的な視点で都市を捉え、対象地区の計画に落とし込んでい
く力量や都市デザイン作法として極めてオーソドックスに誠実に
解いて提案しているところが評価された。全体の人、車等のアク
ティビティ構造のあり方をリニアとの関係も含めて押さえ（ＬＲ
Ｔの提案）
、その通りの性格に応じて機能と空間のあり様を構想し
ていく手順を踏んでいるために、全体としてバランスのとれた提
案となっている。また、交通に関しては、リニア駅と中心市街地
との連携やリニア開通による人の流れに着目し、バッテリー方式
ＬＲＴにより市街地全体をネットワークさせる計画となっている
。中量の輸送手段を城跡から駅さらにリニアに結ぶ提案を基礎に、
交通構造を明確にした提案であるが、更にこれらは他の交通機関
（電動バスなど）に置き換えても成立するものであり、全体とし
てバランスの良い提案となっている。但し、デッキはこの場所に
は相応しくない。デッキの妥当性、バリアーフリー、デザインな
ど駅周辺への提案にさらなる工夫が欲しかった。裏界線への提案
やリンゴ並木大学の実現性にも課題を残し、更に、この案につい
ても近年の飯田市による取り組みの評価や連続性が配慮されてい
ない点には疑問が残る。

(公財)都市づくりパブリック
デザインセンター理事長賞
テ ー マ：

応募者 ：

（東京理科大学理工学部建築学科）
伊藤香織、丹羽由佳理、中畑昌之、飯田遼平、小田健人、草谷悠介、
栗田純吾、栗田恵、神田夏子、西山貴史、權田貴之

「足を止める駅・ゆっくり行く道

遅い交通・狭い圏域・待つ時間を豊かさに転換する 」

主な提案：

リニア新幹線の利便性を享受しつつも、対極にある遅い交通（徒歩、自転車、電気バス等）・狭い圏
域（伊那谷社会文化圏）・待つ時間（電車やバスの待ち時間）を見直し、豊かさに転換するような中心
市街地づくりを提案する。

「足を止める駅」

：駅複合施設とプラザを中心とした「足を止める駅」では、学びや出会いの機能を加えることで、結節点と
して足を止め、待つ時間を楽しむ場とする。

「ゆっくり行く道」:自動車を排除したプラザからりんご並木へと遅い交通で導く「ゆっくり行く道」にはシェアドスペースと
歩行者街路を設ける。
「新しい中央公園」:「新しい中央公園」は、市民や市民管理の公園として 3 つの生活付けし、市民だけでなく、都市圏の人々
や観光客がともに楽しめる空間をつくりだす。

審査講評
JR 飯田駅周辺整備ついての提案が魅力的で、都市デザイン的
構想が優れているところが評価された。広場、駅舎関係の建築群
の空間構成が東南に開ける街との一体感を作り出し、人にやさし
い駅の玄関となっている。駅前広場を取り囲む建築デザインや駅
前広場を車の通行のないプラザとし歩行系空間にする提案など、
駅舎のデザイン及び駅前プラザのデザインが秀逸である。また、
駅の近くに農園を置くといった発想は今日的であり好感が持て、
中央公園をアクティブに活用する提案も興味深い。通りに関して
は、中央通りと通り町に挟まれた松尾町をゆっくり歩く歩行者専
用道として新たなポテンシャルを掘り起こしつつ、街路を人と車
の道に分けながら安全安心、歩きやすい生活のみちを作り出すこ
とを試みていて、よくまとまっている点も評価でされた。但し、
駅前のバスの処理には無理が生じており、バス広場に対するさら
なる検討が欲しかった。また、広場に展望塔を設置する提案にも
疑問を感じる。更に、改善して欲しいのはプレゼンテーションで
ある。リンゴのイメージか、紙面全体が強い赤系の色として構成
されており、色の選択には吟味の跡がうかがえるものの、明らか
に彩度が強すぎて、せっかくの内容が伝わり難かった。

応募者 ：

奨励賞
テ ー マ：
主な提案：

「法被のまち

（戸田建設株式会社）
森永壮太郎、宮澤秀輔、大屋綾乃、四方一樹

～いいだらしさと出会う舞台～」

飯田には江戸時代から続く取組があり、それぞれに表徳・法被・神社を持っている。また飯田には年
間 40 以上の祭りがあり、各町には祭りを通して培われてきた豊かな歴史や文化、人のつながりがある。
それらはまちごとに特色があり、その一つひとつが“いいだらしさ”である。この計画では“いいだ
らしさ”を飯田の最大の魅力として表出させることを提案する。

【主な取組み】
①駅前からりんご並木への通りを賑わい ②“まち舞台”と“大舞台広場”を中心
にまちの特色や魅力を創出します
ある歩行者空間とします
C．各町の特色を育む“まち舞台”を
A．歩行者がまちを自由に往来できる
つくります
交通ルールを設定します
D．各町の文化や祭りの拠点となる“大
B．歴史を繋ぐ堅通りをまちの賑わい
舞台広場”をつくります
の軸として設定します

審査講評
飯田の文化に着目した提案、飯田市街地に残る町組とその
象徴である「法被」からの着想はユニークであり、伝統を法
被という媒体を通して発掘したことが評価された。
青森の刺し子のように古いまちの布地に新しい糸を重ねて
新しいまちを作り出す手法を提案し、縦の「通り」ではなく
「横丁」で区切り、縦軸に対してこれを横断する横軸に新し
い機能、アクティビティを付加させ街を再生させる試みはユ
ニークであり、面白い。但し、自動車動線が不足している点
が残念である。駅前の大舞台広場は若手らしい迫力があり、
好感が持てる。街は楽しさ、活き活きとした生活、それが感
じることができた。
全体的な提案は、インパクトがあり、絵も上手く、内容も
しっかりしているが、プランとしては成立していないのでは
ないかとおもわせる所もある。しかし、プレゼンテーション
のレベルも高く、ぜひこの取り組み姿勢で今後とも活躍して
いただきたい。

③多種多様な文化や自然を持つ飯田を世界
にアピールします
E．季節の祭りや植生や生活をまちに取り
込みます
F．“いいだ祭り”を提案します

奨励賞

応募者 ：

（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
大鶴啓介、忽那知輝、河合孝哉、栗林慧介、
中島健太郎

テ ー マ：
「飯田・丘の上スタイル」

主な提案：
飯田の持つ歴史と自然の資源を「纏
め」、
「繋ぎ」、
「紡ぐ」ことで、再び飯
田の中心市街地に求心性を取り戻す。
そんな飯田・丘の上スタイルの提案で
ある。
【まちづくり方針】
中心市街地に求心性を取り戻すため、
スケール毎に 4 つの目標を設定し、それ
を達成する 3 つの手法を提案する。それ
ぞれのプロジェクトはこれらの掛け合
わせで位置づけられる。
■4 つの目標
・近隣との繋がりを再強化し、住みたく
なる中心市街地を実現します
・「住む・憩う・働く」の一体化を目指し
た機能集約を行います
・豊かな自然を活かしたまちづくりを行
います
・長野の南の玄関口として、国内外の来
訪者に向けて整備を進めます
■3 つの手法
・纏める→都市機能を集約することで賑
わいをつくります
・繋げる→都市機能を集約したものをつ
なげることで回遊性を生み出します
・紡ぎ→歴史や自然の資源を表出させる
ことで愛着を促します

審査講評
都市構造全体を捉えた提案で非常によく考えられている。
盛り込まれた内容は、駅前への合同庁舎の導入、まちなか果
樹園、BRT、アーバンデザインセンターなど最先端感のある
提案である。
リニアの開通に伴うまちの発展プロセスに「カシチュー制
度」
（parking＋果樹園）という面白い考え方をいれ時系列の
プランニングを展開するなどユニークなアイデアが詰まっ
ており、空地を利用した果樹園、広場に再生していく手法が
りんご並木とも連動してまちの性格を新たに作り出してい
る点が評価された。
また、現在「駅裏」と呼ばれるところに酒蔵を設置、合同
庁舎やサテライトキャンパスを入れ、集約化するなど駅周辺
整備について意欲的な提案ではあるものの、駅周辺のイメー
ジ・計画は今一歩の工夫を望みたかった。
二枚のパネルの印象が違うという違和感もあるが、全体的
に優れた提案である。

飯田市長特別賞
テ ー マ：
主な提案：

応募者 ：

（有限会社 みすゞ設計）
松下重雄、宮澤正輝、宮戸洸一、岩崎遊、山田隆、
中家博之

「丘のまちは緑でつながる」
空洞化し人通りが少なくなった飯田の中心市街地を、緑を増やすことで世界に誇れる美しいうるおい
のあるまちにする。綿密な現地リサーチから、飯田の「丘の上」を多くの人が訪れる快適で個性を豊
かな都市にするための提案をする。

【コンセプト】
①既存の都市構造をいかす（回遊性の創出、所有形式を変えて都市を更新する）
②様々な人が集まってまちをつくる（時間軸を考慮したまちづくり、多くの人々を巻き込むプログラム）
【主な提案】
市民が主体的に関わりながら、緑地と建築を同時につくる。駅周辺の面的整備（提案 1）とりんご並木への動線の選択と修景
（提案 2）に共通して、空地を緑化しながら、交流のためのパブリックな空間をつくり出している。地面だけでなく壁面や屋根
面も緑化することで環境負荷を減らしつつ、美しく快適で個性豊かな都市を目指す。
提案 1 「外から訪れる人を迎え入れる緑豊かなまちの玄関口」提案 2 「人々をりんご並木へと誘う多様な緑の歩行空間」

審査講評
飯田市長特別賞は、飯田市のまちづくりの方向性によ
り近い優れた提案に対して贈るものである。
本作品は、まちなかに多くの緑を配置し快適で豊かな
住環境を創出し、居住者も来訪者も歩いて楽しいまちに
しようとするもので、派手な演出こそないものの飯田市
の顔にふさわしい品格と賑わいのある都市デザインを提
案している。
このまち並みを実現させるための手法として、多様な
主体が協働して進める仕組みや、時間軸を考慮して段階
的に進める等、実現性を意識した提案がされており評価
でき る。また、駅周辺の面整備とりんご並木までの動線
の提案という二つの要求にも的確に答えており、さらに、
リニア駅との役割分担やアクセス についても提案され
ており、全体的にバランスの良い作品となっている。

審査委員会特別賞

応募者 ：

（東京大学工学部社会基盤学科景観研究室）
小粥慶子、佐井倭裕、樋口直也、小出ひかり

テ ー マ：
「丘の上でみちくさ
～馬が導く飯田の暮らしと生業のかたち～」

主な提案：
飯田の持つ歴史を紐とくと、そこに
は生業と生活が関わり合ってうまれ
る中心市街地があった。馬が草を食み
ながらゆっくりと歩いていく様子が
「道草」の言葉の由来。馬とともに、
道草しながらゆっくりとまちを歩く
ことで見えてくる新しい飯田の結の
かたちを提案する
【提案】
飯田において歴史的に重要な役割を
担ってきた馬を用いて、飯田の道のあり
方を再編集し、人と商店街。人と道、人
と人の関係を結い直すデザインをする
ことによって、中心市街地にもう一度賑
わいを呼び戻す。
・馬道：商店街を歩馬専用道とすること
で、人と商店をつなぐ
・馬界線：裏界線に馬が日常を運ぶこと
で、人と道をつなぐ
・馬の駅：道でつながる馬と人との拠点
をつくることで、人と人をつなぐ
・飯田駅舎・駅広場：
馬道、馬界線、馬の道の全ての機能を
併せ持つ駅舎と駅前空間で新しい飯田
を象徴する

審査講評
本コンペの要領に必ずしも合致していないが、馬に徹底的
にこだわりアーバンデザインとして提示したことが非常に
ユニークかつよく考えられたアイデアである。「馬が飯田を
結い直す」という発想がとても新鮮であり、全く違う新しい
感性を感じる提案である。
全体の構成を馬にこだわっているが、破綻しておらず、地
方都市として楽しくまじめに取り組んでいてとても良かっ
た。審査委員会特別賞を贈りたい。

