第 14 回 「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
主 催：まちづくり月間実行委員会、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、新潟市
事務局：財団法人都市づくりパブリックデザインセンター

■趣

旨

年に開通し、中心市街地をつなぐ重要な架け橋とし

これからのまちづくりにおいては、そこに生活し

て新潟市の発展を支えてきました。
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できる貴重な水辺空間として市民の憩いの場となっ

には、まちの歴史や環境に配慮しながら、その都市

ており、萬代橋と一体となって、新潟を代表する景

固有の品格を備えた洗練された表現と演出が求めら

観を形成しています。

れ、その魅力が都市に活力を呼び戻し、新たな賑わ

萬代橋周辺地区の右岸側は、商業施設が集積して

いを伴って、まち全体が活性化していくことが期待

いる万代シティを含んだエリアになります。川沿い

されます。

にはマンションや商業施設が立ち並び、その周囲に

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

は事務所、共同住宅や一般住宅、駐車場などが見受
けられます。

しい整備構想とまちのデザインについて広く一般か

左岸側は、古町地区に近接した信濃川沿いのエリ

ら提案を募り、まちづくりに対する国民の関心を高

アになります。川沿いにはホテルやマンションが立

めるとともに、活力ある美しい景観を備えたまちづ

ち並び、周囲は事務所、一般住宅、商業施設や駐車

くりの実現に寄与することを目的として、平成 10

場が多く見受けられます。

年度より毎年実施しています。

近年、対象地区では、新潟の都心部に位置する住
環境に優れた地域として、数多くの高層マンション
建設が進んでおり、萬代橋ややすらぎ堤が創り出す

■対象地区
対象地区は、全国公募に応募された候補地の中か

自然や文化を感じる景観との調和の面で問題となり

ら新潟市中央区の「萬代橋周辺地区」（約 62ha）を

つつあります。また、中心市街地を形成する萬代橋

選定しました。当該地区は、新潟市の中心市街地の

周辺の更なる活性化・にぎわいの創出に向け、良好

一郭を成し、古町地区・万代地区・新潟駅周辺地区

な空間を活用・保持する取組やルール化、都心部と

を結ぶ都心軸上に位置しています。

萬代橋・やすらぎ堤における移動利便性・回遊性の
向上、萬代橋周辺に訪れやすい環境の整備などが、
今後のまちづくりの課題となっております。

萬代橋（表面を御影石で仕上
げた六連アーチの橋梁）

河口側より信濃川上流左
岸側を望む

信濃川右岸の緑地

信濃川左岸のやすらぎ堤

対象地区の位置

■募集内容
１．対象地区の現況と課題
対象地区の中央に位置する現在の萬代橋は昭和 4

２．対象地区に関するまちづくり方針等

こと。

（１）まちづくり方針
「新・新潟市総合計画」及び「新潟市都市計画基

４．応募図書

本方針（都市計画マスタープラン）」では、対象地区

上記の募集内容に即して、対象地区の計画方針、

を含む古町・白山周辺地区、万代周辺地区、新潟駅

市街地整備、河川空間の活用、景観コントロール、

周辺地区を、新潟市の商業業務・国際交流・文化・

実現化方策などをＡ２サイズのパネル２枚に表現し

行政の中心となる「都心」として位置づけています。

たものと、提案の要旨をＡ４サイズ１枚にまとめた

今後、中心市街地のリニューアルや低未利用地の

ものを応募図書として提出を求めたものです。

解消、各種事業の展開などにより、まとまりのある
質の高い市街地づくり（コンパクトなまちづくり）

■スケジュール

を行い、日本海側の拠点都市にふさわしい都心機能

応募登録

平成 23 年 9 月 12 日（月）

など広域拠点性の向上を目指します。
また平成 19 年に策定した新潟市景観計画では、

～10 月 7 日（金）
現地説明会 平成 23 年 10 月 12 日（水）

「水辺と田園が光る四季美しいまち・にいがた」を

質疑応答

平成 23 年 10 月 28 日（金）

基本理念に掲げ、本対象地区を含む信濃川本川大橋

作品提出

平成 24 年 1 月 5 日（木）

下流沿岸地区を特別区域に指定しています。その特

～ 1 月 11 日（水）

別区域の方針には、萬代橋を活かした景観づくりや

審

査

平成 24 年 1 月 24 日（火)

水上や対岸から見て開放感のある景観づくりを進め

表

彰

平成 24 年 6 月（予定）

ることとしています。
（２）都市計画

■応募件数・応募者の属性

対象地区の信濃川右岸側は、商業地域・準工業地

事前の応募登録数が 55 グループあり、最終的に提

域・第２種住居地域に指定され、左岸側は、商業地

出された応募作品数は 37 でした（応募者の属性は円

域・近隣商業地域に指定されています。

グラフを参照）。
北海道
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３．提案募集の内容
本競技は、上記の現況・課題及び新潟市のまちづ

中部地方
8%

くり方針等を踏まえた上で、対象地区のまちづくり
について、次のような提案を求めたものです。
①萬代橋や信濃川を核とした、新たな都市・空間デ
ザインの提案
萬代橋の歴史やそのデザイン、周辺の文化、信濃
川の自然との調和、賑わい創出を意識し、市民や外
から新潟市に訪れる人々にとって、期待感や魅力を

関東地方
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14%

応募者（住所別）
総数３７グループ

新潟県
8%

東京都
42%

神奈川県
14%

感じさせる都市イメージ、ブランド構築を図るアイ
デアや空間デザインを提案すること。
②周辺地区とのつながりを意識した提案

その他
11%

都心軸から信濃川へのアプローチ、萬代橋‐やす

建築設計
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らぎ堤‐西港岸壁‐水上バス乗り場などとの回遊性、
新たな賑わい憩いの空間の創出など、都心軸の魅力

応募者（職業別）
総数３７ｸﾞﾙｰﾌﾟ

を高める機能、空間デザイン、実現化方策を提案す
ること。
③良好な景観形成を行うための提案
信濃川の快適な河川空間の維持保全を図り、周辺
環境と調和の取れた良好な景観形成を図るため、特
に留意すべき項目や整備の方向性について提案する
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■審査委員会及び結果
２．審査結果

１．審査委員会
委員長

西村幸夫

東京大学教授

委

石川幹子

東京大学教授

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

望月明彦

国土交通省市街地整備課長

篠田

新潟市長

員

昭

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。
※新潟市長賞は新潟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
（大成建設株式会社設計本部）
川﨑泰之、平賀順也、黒江由美、荒巻剛哉、
人見 修、真銅博司、石田 武、佐藤菜々子、
福地克之
○まちづくり月間実行委員会会長賞（1 点）
······ 賞状及び賞金 25 万円
（株式会社日建設計プロジェクト開発部門）
山本卓史、伊藤雅人、岡田惇史、申 英玉

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。

○(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） ··········· 賞状及び賞金 15 万円
（新潟大学工学部建設学科［岩佐明彦研究室］
）
岩佐明彦、植松拓人、田邊健人、深澤新平、
亀田浩平、野口剛正
○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。

（工学院大学大学院工学研究科建築学専攻［遠
藤新研究室］
）加藤正紘、花井建太、
橋本奈保子、望月淳史、小林由理
［奨励賞２］
（早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学
専攻［有賀隆研究室］）菊池 明、近藤 望、
菅原宏行、小林俊之、貞富雄太
○新潟市長賞（２点） ···· 各賞状及び賞金 5 万円
［新潟市長賞１］

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。

（株式会社北海道日建設計）
升田大輔、平下貴博、林 匡宏
［新潟市長賞２］
（NPO 法人地域インフラ研究会）
高橋邦夫、高田一博、片岡廣夫、田沢則夫、
上山 寛、田邊 武

■入賞作品の概要
入賞作品の概要は次頁以下に見られる通りです。
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。

国土交通大臣賞
■コンセプト：NIIGATA Central park
〇「川が舞台、人が主役」

■応募者 ：川﨑泰之 他 8 名
（大成建設株式会社 設計本部）

（セントラルパークをつくり２つのまちを１つのまちに）

■主な提案
(1)セントラルパークの整備・・・萬代橋の周辺を「セントラルパーク」として整備し、これを中心に、従来信濃川に向き合っ
て成熟してきた新旧のまちを一つの魅力的なまちとして再生し、川を舞台とした市民の誇れる新潟ブランドをつくる。
(2)個性あふれる「縁凸」でまちと川をつなぐ・・・まち巡りの歩行者ネットワークと信濃川の結節点に新たな水際拠点「縁凸
（えんでこ）」をつくり、これを媒体として両岸の４つのまちの表情（個性）がセントラルパークに滲み出るようにするこ
とで、新旧のまちが引き立て合う新潟らしい地域性豊かな都心が形成される。
(3)人が主役となる川を楽しむ・・・萬代橋や縁凸を中心に四季折々人々が楽しめるイベントを行い、「川が舞台、人が主役」
となる場づくりを行う。

■審査講評
都市の分析からエリアの提案まで
バランス良く仕上げられており、計
画密度、完成度、アイデア、表現力
等において高く評価できる。
特に河川敷の沿道空間づくりに建
築がどう関わるかの具体的な提案
（連続するペデストリアンデッキ手
法）がなされており、都市の活動が
川へ出て行く仕掛けとして良く考え
られている。
またランドスケープデザインにお
いては緑群空間として河川空間を形
成していく手法が過剰なデザインと
ならずに提案されたことにも好感が
持てる。
古町と万代を上手くつなげてお
り、また他門川ひろば、渡し舟、大
円寺運河等のアイデアが豊富であ
る。これらの提案はいずれも具体性
があり実現可能性が高い。
欲を言えば、冬の状況について更
なる工夫等の提案がなされるともっ
と素晴らしかった。

まちづくり月間実行委員会会長賞
■コンセプト：『テアトル萬代』
〇萬代橋を中心として「港」と「大河」そして「都心軸」が

■応募者 ：山本卓史 他３名
（株式会社 日建設計 プロジェクト開発部門）

出会う場所

■主な提案
(1)萬代橋を中心として両岸に“気になる場所”すなわち“新潟の表舞台となる「テアトル萬代」”をつくる。そこには橋や川
を見渡すことのできる劇場の客席のような空間を設える。
(2)周辺のまちの“いいところ”とつないで絆を強める。このためデッキネットワークや LRT の駅からのアプローチを設えると
ともに、歩道拡幅＋街路樹により信濃川沿いの緑空間をまちに引き込む。
(3)市民が主体となってシンボル空間を育てていく。このため、まちづくり協議会やまちづくり会社等を設立し、プロジェクト
の具体化やエリアマネジメントを推進する。

■審査講評
萬代橋の中心から円弧を描く秀逸
な発想でまとめられ、川と街の施設
で中庭的水面を構成しようという点
や進化のプロセスを意識している点
が高く評価できる。
萬代橋を主役に、河川空間の一部
を中心的空間へと意識的に作り出し
ており、ステージによる見る・見ら
れるの関係が動くという提案は面白
い。
三代橋、他門川公園等の斬新なア
イデアや運輸局跡地をビルボートプ
レイス２と交換して広場空間とする
等ユニークな発想で多様な提案をバ
ランス良く纏めている。段階整備等
の実現性にも工夫が見られる。
欲を言えば、スケール面から考え
てもう少し各施設間の連携を強める
工夫があればもっと素晴らしかっ
た。

（財）都市づくりパブリックデザインセンター理事長賞
■コンセプト：やすらぎ堤がやってきた♪♪
〇水辺をまちに引き込み、まちを水辺に引き出す

■応募者 ：岩佐明彦 他５名
（新潟大学工学部建築学科 岩佐研究室）

■主な提案
(1)【LRT(BRT)】新交通が街中を貫く・・・LRT(BRT)は万代地区の中心を貫き、まちなかの演出装置として機能する。
(2)【やすらぎウォーク】やすらぎ堤を引き込む・・・既存のペデストリアンデッキの改修と新設によって、やすらぎ堤から万
代地区へつながる歩行者空間を形成する。
(3)【やすらぎ広場】水陸の公共交通を結節・・・陸運局跡地を LRT(BRT)、バス、舟運の結節点とし、やすらぎウォークと交
差した屋内型まちなか広場とする。
(4)【やすらぎ通り】都心軸を緑の軸に・・・LRT(BRT)の交通分担分で車線減少させ、緑地帯（やすらぎ通り）をつくる。
(5)【やすらぎ公園】分断道路を公園に・・・やすらぎ堤とまちを分断する道路を歩行者に開放する。
(6)【橋詰デッキ】水辺を活かした回遊性・・・萬代橋橋詰からデッキを経由し、やすらぎ堤に接続する。

■審査講評
川を街を引き込むというコンセ
プトで全体を構成し、やすらぎ堤の
緑が街中にまでやって来るように空
間を仕組むという視点が素晴らし
く、また河川空間と街との連続性を
高めるために河川敷の公空間とそれ
につながる建築群で一定のルールを
提案していることが高く評価でき
る。
やすらぎ広場を交通結節点とし、
人がたまる空間とする提案に好感が
もてる。またやすらぎウォークの実
現性も感じられる。
グラフィックの表現力には好感が
持てるが、2 枚目のパネルにおいて、
パースを中心として個々の空間イメ
ージが描かれているが、ややスケー
ルオーバーの感があり、少々残念で
ある。また古町側の提案がもう少し
あるともっと良かった。

奨

励

賞

■コンセプト：萬代知新

■応募者 ：加藤正紘 他４名

〇故き新潟萬代の記憶を学び温め、新しい未来の萬代を知る

（工学院大学大学院工学研究科建築学専攻 遠藤新研究室）

ことで、まちと人は受け継がれていく

■主な提案
地区を 4 つのエリアに分け、それぞれの特徴に合わせた街と川との繋がりを計画する。
(1)商業地区のつながり・・・万代シティ周辺の商業エリアにおいては、再開発による歩行者デッキ網を整備し、デッキによ
る河川空間へのアクセス強化を図る。市街地と河川を結ぶ賑わいの回遊空間を創出する。
(2)古町へのつながり・・・古町エリアにおいては、信濃川へ結ぶ小路を整備し、小路沿いに新たな界隈を創出する。
(3)島のつながり・・・街中から信濃川へ人々を導く新たな動線として３本の通りに役割を持たせる。その動線に沿って開発
等を行い、通りに対して表を向けた空間を連続させる。
(4)河川敷のつながり・・・朱鷺メッセとやすらぎ堤を結ぶ河川敷空間を整備。河川敷に賑わいと人を導く。

■審査講評
セオリー通りに地区の現況課題、資源等を詳細に把
握・分析し、河川との関係、道との関係、街区との関係
を詳細に読み解きながら丁寧に一つ一つの答えを出して
積み上げていく提案手法は、現場によく足を運んでいる
姿勢が現れていて好感が持てると同時に、これからの市
民が求めるヒューマンなまちづくり手法として高く評価
できる。一方で、骨太な提案作品と比較してややパンチ
力に欠けた点は残念である。
提案が比較的難しい古町側についても小路の活用や新
たな小路整備など、アイデアを工夫している。表現技術
にはやや発展途上的な感はあるものの、寧ろ頑張り感が
伝わってきて好感が持てた。
これからも新潟の街づくりに関心を持って、将来更な
る提案を期待したい。

奨

励

賞

■コンセプト：河が育む農縁

■応募者 ：菊池 明 他４名

〇「農」を活かした都市と農村の共発型まちづくり

（早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻 有賀隆研究室）

■主な提案
５つの「縁」（４つのゾーニングとそれらを繋ぐ交通体系）の提案
(1)都市と農村を繋ぐ縁（農村との交流）
・・・地産地消を通した自給率の向上による自立型都市の創造、アグリツーリズムに
よる農業の活性化と PR など、信濃川を介してのものや人の行き来により、都市と農村の関係を再構築する。
(2)ひととひとを繋ぐ縁（地域コミュニティ）・・・農を都市の中に組み込み、農のある都市居住生活を実現する。
(3)新潟と他都市を繋ぐ縁（他地域連携）
・・・本地域を、他地域連携のビジョンを担う地域として位置づけ、農を通した国際
交流活動や世界へ発信して行く農の研究施設を誘致する。
(4)来訪者と新潟を繋ぐ縁（観光）
・・・本地域を、新潟観光の入口として位置づけ、ツアーの一環として農業体験や食文化に
触れる機会を提供する。
(5)地域内を繋ぐ縁（交通ネットワーク）・・・環境負荷の少ない快適な交通ネットワークを形成する。

■審査講評
農と 緑に 特化 し た提 案 には 一 点突 破 の迫 力 が感 じら
れ、その柔軟なアイデアは評価される。農と住宅、緑が
一体となった緑農住区と呼べるような街区の提案等は、
実現性にやや疑問が残るが、これからの人口減少時代の
ニーズを捉えたものとして評価したい。田園環境豊かな
新潟市の特徴をとらえた面白い提案とも言えるが、逆に
提案内容が限定されている感が強くマイナスとなった。
全体的にソフトなまちづくり施策が充実しており、他
門川の舟運拠点の提案も面白い。また鳥瞰パースは力作
であり、地域への密着が感じられとても好感が持てた。

新潟市長賞
■コンセプト：歓待と生新の萬代六景

■応募者 ：升田大輔 他２名
（株式会社北海道日建設計）

■主な提案
(1)萬代ブランド：

MICE（歓待）と LIFE（生新）

(2)萬代デザイン：

ブランド力を高める都市イメージ『萬代六景』の創出

① 一の景「粋」：

新潟ブランドを印象づける川沿いの粋な“情景”

② 二の景「寛」：

賑わい・憩いが線的に展開する寛ぎの“生活景”

③ 三の景「繁」：

緑が繁り、川を感じる歩車共存の“商景”

④ 四の景「交」：

縦横に動線が交錯し、賑わいの溢れる立体的な“交景”

⑤ 五の景「遇」：

萬代エリアを象徴する出会いと交流の“遇景”

⑥ 六の景「艶」：

水辺の都市にふさわしい水際に映える艶のある“夜景”

■審査講評
萬代橋周辺のブランド力を高めるための仕組みに
ついて、６つの視点を組み合わせ「萬代六景」として
上手にまとめており、今後の萬代橋周辺における賑わ
いづくりのために活用できそうな現実性のある提案で
あった点が高く評価できる。
また萬代六景のそれぞれの空間イメージはパースを
用いて分かりやすく描いており、中でも萬代橋西詰広
場の活用イメージには、来街者ほか大勢の人々が楽し
める賑わい空間として魅力的に描かれており強く惹き
つけられた。

新潟市長賞
■コンセプト：水辺劇場都市“にいがた”としての再生

■応募者 ：高橋邦夫 他５名

○新潟はもっと楽しくなる。もっと好きになる。

（NPO 法人 地域インフラ研究会）

■主な提案
水辺劇場都市・・・水辺を中心として人の集まる賑わい空間をつくる
(1)水辺の積極的活用・・・マリーナ、アゴラ、他門川堀再生
(2)積極的な立体都市公園制度の活用・・・緑被率、交通拠点、都市農地（黒崎茶豆・水田・養蜂等）
(3)環境シミュレーション・・・温熱、風環境、構造物の配置・形態、メガソーラー、風力発電
(4)防災（地震、津波、海面上昇、火災）対策・・・防災拠点、ヘリポート、市民の避難
(5)水と土の芸術祭と水辺のライティング・・・アート作品、ライティング
(6)エリアマネジメント・・・都市再生特別措置法、社会資本整備交付金、エリアマネジメント準備会

■審査講評
自然環境との共生を目指して
対象地区における温熱や風環境
のシュミレーション解析に基づ
いた提案が描かれており、現地の
環境条件について、とても緻密に
考えられている点に評価が高か
った。
信濃川沿いの施設整備について
は、大規模な再開発を伴う大胆な
提案であり、実現性にやや問題は
あるものの、水辺を中心として人
の集まる賑わい空間を創出する
ための工夫やアイデアが随所に
見られ、未来の信濃川沿いをユニ
ークかつダイナミックに描いて
いるところが印象に残った。

