第 24 回（2021 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、さいたま市
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

募集内容

本競技では、以下のとおり、
（1）は約 30 年後の 2050 年を

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

見据えた将来像や都市デザインのコンセプトについて、（2）

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

について、提案を求めました。（以下、文章は募集時のまま）

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
がら、その都市固有の品格を備え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おり、今年度で第 24 回目を数えます。

対象地区

今年度は、埼玉県の行政、商業・サービス業の中心地であ

る「浦和駅周辺地区」
（約 94ha）を対象地区に選定しました。

当地区の主な特性として、現状は、地区内に行政、商業の 2

つのゾーンが広がっており、また、県を代表するような文化・
教育施設を有しています。最近では、住みたい街として、教
育環境の良さや落ち着きのあるまちの雰囲気等から人気とな
っています。

は 10～20 年後の中間目標時点での都市デザインの実現手法
(1) 都市戦略となる都市デザインコンセプトの提案

令和 3 年度秋に作成するビジョンの骨子を参考にしな

がら、まちが果たす役割と、そのための都市戦略となる
以下の 2 点について、都市デザインのコンセプトとなる

アイデアをご提案ください。
①

都市性能（まちが提供する価値につながる）

社会の変化を見据え、都心のまちとしての標準装備

の視点と、浦和駅周辺地区のまちの魅力をさらに磨く
個性特出の視点から、実装すべき都市性能のアイデア
を提案してください。
②

まちの魅力をさらに磨くゾーン

①でまちの魅力をさらに磨く個性特出の視点から

整理した都市性能のうち、象徴する場が必要と考える
性能について、ゾーンを設定し、そのゾーンのコンセ
プトを提案してください。

現在のまちのイメージに「県都」や「文教都市」が

ありますが、既存の都市性能だけでなく、Society5.0

社会をまちに実装するため、創造革新につながるアイ
デアを求めます。

(2) 都市戦略を具体化する都市デザインの提案

対象地区は、古くから県都としての中枢機能を維持・

更新しながら現在に至っています。社会の変化と主要な

施設の老朽化等を目前に控え、
「都市のリ・デザイン」と、
そのために「都市をアップデートし続ける」具体的な実
現手法について、マネジメントの観点も考慮しつつ、以
下について提案してください。
＜JR 浦和駅の周辺エリア＞

昭 和 56 年 竣 工 の 西 口 駅 前 広 場 を 中 心 と し て 、

Society5.0 社会に対応し変化していく必要があります。
駅前広場等の「辻広場」と、さくら草通り等の「ネット

ワーク」を活かし、市のシンボルとなるようなエリアの
デザインと実現手法のアイデアを提案してください。

提案にあたっては、以下の点について、ご留意ください。
（ア） JR 浦和駅の周辺エリアは就業地、商業地や都心

居住地であるため、平日の昼、夜又は休日により、
まちの利用者が大きく変化します。そこで、ヒ

ト・モノ・情報のニーズ、ハレの日等に合わせて、
柔軟に変化が可能な空間のデザインが求められ
ています。

（イ） ウォーカブルエリアの創出や、人にやさしい多様
な交通モードの導入に向けて、空間機能や交通
機能をアップデートし続けるため、駅前広場や

街路空間の大胆な再構築が必要と考えています。
特に駅前広場は、周辺の民間施設と連携しなが

ら、再構築するアイデアを提案してください。な
お、実施中の市街地再開発事業「浦和駅西口南高

砂地区」は、提案の前提として考慮してください。

（ウ） JR 浦和駅の高架化によって、駅構内に幅員 25ｍ
の東西連絡通路が整備され、駅東西市街地の一

体化が図られました（平成 25 年 3 月に完成）
。

本競技で対象とする範囲は、JR 浦和駅の西口で
すが、まちの発展には東口とのつながりが重要
と考えています。

また、同様に、道路の南北軸である中山道の東側
は商業ゾーン、西側には行政ゾーン、国道 17 号

線があり、さらにその西側（対象地区外）には閑
静な住宅街と緑の拠点があります。南北軸を境
に異なるゾーン間のつながりが重要と考えてい

ることから、鉄道や道路の周辺の検討では、ゾー
ンをつなぐ観点についてご配慮ください。

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、実現化方策等を表現した A2 サ

イズのパネル 2 枚の提出を求めました。

スケジュール
■応募登録期間
令和 3 年 10 月 1 日（金）～令和 4 年 3 月 1 日（火）
■オンライン説明会（Zoom ウェビナーにて実施）
令和 3 年 11 月 5 日（金）13：30～14：30

■質疑受付期間
令和 3 年 11 月 5 日（金）～11 月 12 日（金）
■応募図書提出締切
令和 4 年 3 月 15 日（火）17 時必着
■審査委員会
令和 4 年 3 月 29 日（火）
■表彰
令和 4 年 6 月

応募件数・応募者の属性

事前の応募登録数が 74 グループあり、最終的に 55 作品が

提出されました（応募者代表者の属性は円グラフを参照）
。

審査委員会及び結果

(公財)都市づくりパブリックデザインセンター理事長賞
…賞状及び賞金 15 万円

１．審査委員会
［委員長］
西村幸夫
［委

國學院大學新学部設置準備室長・教授、
東京大学名誉教授

員］

石川幹子

中央大学研究開発機構 機構教授、

栗山 康輔/ 土居 正裕/ 南 明日香/ 川江 祐司朗
［株式会社 竹中工務店 開発計画本部］

奨励賞（2 点）

…賞状及び賞金 10 万円

東京大学名誉教授

志波 湧志/ 川島 快

(公財)都市づくりパブリックデザインセンター

［清水建設 株式会社］

高見公雄

法政大学教授

大田 詩織/ 金川 大倫

藤本昌也

建築家

菊池雅彦

国土交通省市街地整備課長

岸井隆幸

理事長、日本大学特任教授

［滋賀県立大学大学院 環境科学研究科 環境計画学専攻］

（代理出席：渡辺春彦 同課企画専門官）
清水勇人

さいたま市長

（代理出席：土屋愛自 さいたま市都市局局長）
（順不同、敬称略、令和 4 年 3 月時点）
【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、

大家 成葉/ 権藤 友菜/ 松田 杏奈/ 山内 祥平
［滋賀県立大学 環境科学部 環境建築デザイン学科］

さいたま市長特別賞

…賞状及び記念品

田中 勇気/ レタンロン/ 櫻本 敦士/ 渡邉 祐大/
大井 彩有里/ 小谷 春花/ 山本 雄一/ 橋元 一成
［戸田建設 株式会社］

有望作品として十数点があげられました。
【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。

【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。

総評
■課題が総合的で、すべてに対して満足のいく答えを描き出
すのは大変だったと思うが、多くの作品が正面からチャレ
ンジしており、提案力に良い印象を持った。

■歴史と文化が重層する浦和のまちに、新しい未来を描くと
いう、むずかしい課題の競技設計であった。結果的に、歴
史と伝統を丁寧に読み込み、革新的都市デザインへと昇華

２．審査結果

させた案が選ばれたことは、未来への布石となるものであ

審査委員会での審査の結果、下記の方々の作品が選定され

ました。

※さいたま市長特別賞はさいたま市により選定

る。丁寧に熟慮を重ね応募されたみなさまの情熱と力に敬
意を表する。

■今回のテーマは結構、難しいものであった。特に浦和駅前
広場周辺の提案については、十分に解けていない提案が多

国土交通大臣賞 …賞状及び賞金 50 万円
砂川 良太
［株式会社 オリエンタルコンサルタンツグローバル］

かったように思われる。土木と建築のさらなる融合が望ま
れる。

■ここ数年の作品には、都市デザインに関する提案の説明が、
あまりにも過剰な“文字言語”で行われ過ぎていないかと感

じている。本競技の最終目標が、都市空間の“価値”を問い、
まちづくり月間全国的行事実行委員会会長賞
…賞状及び賞金 25 万円
石田 武/ 半澤 武夫/ 野島 僚子/ 山崎 ひかり/

その最大化を具体的に表現、提案することにあるとすれば、
何よりも“空間言語”として明解に判りやすく提案すること
に、よりエネルギーを注ぐよう取り組むことが必要と感じ
る。

前山 倫子/ 杏村 潤貴/ 矢口 伊万里/ 長坂 康汰/
木野 朋彦/ 佐久間 萌美/ 西川 陽温
［大成建設 株式会社］

入賞作品の概要

入賞作品の概要・講評は次頁の通りです。

（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）

