
2021.1.27 
第８回都市・まちづくりコンクール 

■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 
「響」 
この漢字の意味としては、以下のことが挙げられます。 
①音が長く鳴りわたる 
②広い範囲にわたって音が伝わる 
③他に反応・変化を生じさせること。影響 
④評判が伝わる 
⑤共鳴する 
⑥関係を及ぼす 
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「響」の意味を幅広く捉え、

形態や配置、仕組みなどを包含する都市デザイン、建築、ランドスケープデザインの提案

を募集します。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。あなたの提案がどのような人たちに響くか、あるいはどのような空間

や場所に、エリアに、まちに、もっと大きな何かに…響き渡る素晴らしい作品をお待ちし

ています。 
 
■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、原則として本選審査・講評、および表彰会に出席してください。 
５．応募作品は、本選後に制作する記録作品集に掲載いたします。応募の際に掲載にあた

り協力頂く内容についてお知らせの上、掲載可否をご回答いただきます。 
６．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 
 
■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、応募多数の場合は、本審査への出展を選抜するための事前審査を行います。 
 
■日程 
応 募 締 切 2021 年 2 月 12 日(金) 17 時 
データ提出締切 2021 年 2 月 22 日(月) 17 時 
事 前 審 査 2021 年 3 月 1 日(月) 
事前審査結果通知 2021 年 3 月 2 日(火) 
本選コンクール 2021 年 3 月 12 日(金) 10 時～18 時 
 
■コンクール会場 
・総合資格学院 新宿校（メイン会場） 
※Zoom オンラインによる参加も選択ができます。 
 
■表彰・賞金 
・最優秀賞：１作品・・賞状、トロフィ、及び賞金 30 万円 
・優秀賞：2 作品・・賞状、トロフィ、及び賞金 10 万円 
・総合資格賞：1 作品・・賞状、トロフィ、及び賞金 10 万円 
・審査員賞：●作品・・賞状、賞金 2 万円 
※1 賞金は振込となります。 
 
 
 



■審査方法 
・事前審査：応募作品が 25 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 25 作品により、プレゼンテーションおよび質疑応答を行

い審査します。投票・審議によって上位 8 作品を選出。 
2．最終審査 一次審査で選出された 8 作品のプレゼンテーションおよび質疑応答を行い、

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 8 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。 
 
■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 
＜データ提出期限… 2020 年 2 月 22 日(月) 17 時＞ 
①模型提出・展示は受付けませんが本選プレゼンで模型画像・動画でアピールは可としま

す。 
②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。 
③文字サイズは 10pt 以上としてください。 
④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） 
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、3 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、3 ファイル合計 10MB 程度まで圧縮

してください。圧縮方法がわからない場合は事務局まで。 
◎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。 
 
■審査員・実行委員 ※順不同・敬称略 
・小林 英嗣 （北海道大学名誉教授 日本都市計画家協会会長） 
・小林正美 （明治大学教授 アルキメディア設計研究所主宰） 
・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） 
・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 アプル総合計画事務所主宰） 
・有賀 隆 （早稲田大学教授） 
・猪里 孝司（大成建設㈱ 設計本部 設計企画部）  
・岸 隆司 （総合資格学院学院長） 
 
計 11 名 
 
■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） 
・大成建設株式会社 
・日刊建設工業新聞社 
・日刊建設通信新聞社 
 
■後援（順不同） 
・日本都市計画学会 
・日本建築家協会 
・都市環境デザイン会議 
・日本建築士会連合会 
・GS デザイン会議 
・東京都建築士事務所協会 
 
■参加要請大学（順不同） 
・札幌市立大学    ・日本工業大学    ・関西学園大学 



・北海学園大学    ・日本女子大     ・京都大学 
・北海道大学     ・法政大学      ・京都工芸繊維大学 
・北海道科学大学   ・前橋工科大学    ・京都府立大学 
・室蘭工業大学    ・武蔵野美術大学   ・近畿大学 
・秋田県立大学    ・明治大学      ・神戸大学 
・東北大学      ・ものつくり大学   ・神戸芸術工科大学 
・東北芸術工科大学  ・横浜国立大学    ・滋賀県立大学 
・東北工業大学    ・早稲田大学     ・摂南大学 
・八戸工業大学    ・愛知工業大学    ・奈良女子大学 
・宮城大学      ・愛知産業大学    ・武庫川女子大学 
・足利大学      ・岐阜女子大学    ・立命館大学 
・宇都宮大学     ・静岡文化芸術大学  ・和歌山大学 
・神奈川大学     ・椙山女学園大学   ・岡山理科大学 
・関東学院大学    ・中部大学      ・島根大学 
・慶應義塾大学    ・豊橋技術科学大学  ・広島大学 
・工学院大学     ・名古屋大学     ・広島工業大学 
・国士舘大学     ・名古屋工業大学   ・山口大学 
・埼玉大学      ・名古屋市立大学   ・高知工科大学 
・芝浦工業大学    ・三重大学      ・大分大学 
・東京都立大学    ・名城大学      ・鹿児島大学 
・昭和女子大学    ・金沢大学      ・北九州市立大学 
・多摩美術大学    ・金沢工業大学    ・九州大学 
・千葉大学      ・信州大学      ・九州工業大学 
・千葉工業大学    ・長岡技術科学大学  ・九州産業大学 
・筑波大学      ・長岡造形大学    ・熊本大学 
・東海大学      ・新潟大学      ・熊本県立大学 
・東京大学      ・新潟工科大学    ・久留米工業大学 
・東京藝術大学    ・福井大学      ・佐賀大学 
・東京工業大学    ・福井工業大学    ・崇城大学 
・東京電機大学    ・大阪大学      ・長崎総合科学大学 
・東京都市大学    ・大阪工業大学    ・西日本工業大学 
・東京理科大学    ・大阪産業大学    ・日本文理大学 
・東洋大学      ・大阪市立大学    ・福岡大学 
・日本大学      ・関西大学      ・琉球大学 
※他に都市計画系研究を主体とする四年制大学の学生、院生、またはそれに準ずる専門学

校の学生も可とします。 


