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１１１１....    開催開催開催開催趣旨趣旨趣旨趣旨    

 

中野駅周辺は、現在、警察大学校等跡地の再開発や駅北口の整備が進められており、

中野区の新しい顔として大きく変わりつつあります。中野区においては、中野駅周辺を「東

京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点」と位置づけ、東京の新たな顔となるべく、まち

の将来像の検討が進められています。 

中野サンプラザは、そんな中野駅直近に位置し、昭和 48 年の開業以来、全国の幅広い

お客様に親しまれている“まちのシンボル”です。そして将来的には、中野駅周辺まちづくり

の核として、隣接する中野区役所敷地とともに再整備することが予定されています。広域的

な集客力を強化し、まちの回遊の要、にぎわいをつなぎ広げる活力の場として、中野駅周辺

まちづくりをリードすることが期待されています。 

中野サンプラザの所有会社、株式会社まちづくり中野２１では、この度、先に述べた中野

区役所敷地を含めた一体的な再整備を検討するにあたり、中野駅周辺まちづくりのアイデ

アを募集します。中野駅周辺全体のまちづくりの観点から検討を進め、まちがどうあるべきか、

どういうまちにしたいか、そんな発想の中からこの地の姿を考えてみたいと思っています。 

あなたの想像力を目一杯働かせて、中野駅周辺のまちづくりを描いてください。 

全国の皆様からの積極的なご提案をお待ちしております。 

 

 

２２２２....        主催及主催及主催及主催及びびびび事務局事務局事務局事務局    

    

1.主催 株式会社 まちづくり中野２１ 

（中野サンプラザの土地・建物所有会社で中野区が１００％出資する株式会社。中野

サンプラザの不動産の賃貸のほか、都市開発、都市計画に関する企画、調査及び監

理等の事業を営む法人） 

2.後援 中野区 

3.事務局 中野駅周辺まちづくりアイデア募集事務局 

（所在地）〒112-0014 東京都文京区関口 1-23-6 プラザ江戸川橋ビル 201 号 

財団法人 都市みらい推進機構 開発調査部内 

URL：http://www.toshimirai.jp/nakano_idea/index.html 

TEL：03-5261-5625  FAX：03-5261-5629 

E-mail：nakano_idea@toshimirai.jp 
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３３３３....    応募資格応募資格応募資格応募資格    

年齢、国籍を問いません。 

①個人または個人を代表者とする共同提案での応募に限ります。 

法人・企業名等での応募はできませんが、企業内等のグループの場合、所属企業

名等を付して応募することは可能です。 

②同一個人・同一グループでの複数応募はできません。 

グループで応募する場合は、その構成員（代表者及び共同提案者）は、一つのグ

ループのみでの応募としてください。 

③審査委員、審査委員が自ら経営する組織等の職員及び事務局関係者は応募でき

ません。 
 

４４４４....    使用言語等使用言語等使用言語等使用言語等    

日本語 

①応募者は、日本語でアイデアを提出してください。 

②文書等は読みやすいように配慮してください。判読不能の場合は、応募を受け

付けない場合もあります。 
 

５５５５....    提案対象区域提案対象区域提案対象区域提案対象区域    

①中野駅周辺（中野駅を軸に、中野二丁目、三丁目、四丁目、五丁目全域を含む約

110ha）を提案対象区域とします。  

②この地域は、中野区が平成 21 年度に策定した「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン

Ver.2」の計画対象区域と同一です（参考資料参照）。 

◇ 提案対象区域（図の点線内） 
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６６６６....    提案内容提案内容提案内容提案内容    

 

中野駅周辺のまちづくりは、中野区が策定した「中野駅周辺まちづくりグランドデザインＶ

ｅｒ.2」において、まちづくりの基本目標が定められており、①中野の地域経済やまちの活性

化、②まちの個性の発揮と求心力、集客力の向上、③働き・楽しみ・住みたくなるまちの実現、

④防犯・防災性能が高く環境と調和するまちの実現、この４つの目標を目指したまちづくりが

求められています。 

提案内容は提案対象区域における今後のまちづくりのためのアイデア、デザイン、イメー

ジとし、基本的にこの目標に沿ったものとしてください。 

 

◇応募にあたって 

ハガキ・Ａ４判・パネル（Ａ１判）の応募部門を設けています。提案内容のボリュームに応じ

て応募してください。 
 

【ハガキ応募の部】 思い付いたイメージを気軽に表現して提案してください（コンセプトな

ど言葉のみによる提案も可能です）。 

【Ａ４判応募の部】 アイデアをイメージしやすいよう図やグラフ・表などを用いて、できるだ

けビジュアルに表現
．．．．．．．．

するとともに、テーマ、セールスポイント、その背景を文章で簡潔に

記載してください。 

【パネル（Ａ１判）応募の部】 Ａ４判応募の部における記載内容に加え、より表現力を増し

たものとし、文章によりコンセプトを的確に説明したものとしてください。 

 

◇参考 

［［［［提案提案提案提案をををを受受受受けたいけたいけたいけたい内容例内容例内容例内容例］］］］    

下記のような点について、どれか一つをとりあげても（部分提案）、複数あるいは全体論と

して提案（全体提案）いただいても結構です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野区役所中野区役所中野区役所中野区役所・・・・中野中野中野中野サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ地区地区地区地区のののの再整備再整備再整備再整備のありのありのありのあり方方方方    

〇中野区役所・中野サンプラザ地区を活用したこんなまちづくりをしたい。新たな建物

や広場はこんな形がよい。 

中野駅中野駅中野駅中野駅・・・・駅前広場駅前広場駅前広場駅前広場・・・・周辺地区周辺地区周辺地区周辺地区のののの一体性一体性一体性一体性、、、、連続性連続性連続性連続性のあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくり    

○中野駅と周辺地区をつなぐには、こんな整備がよい。一体的な景観を生み出すには

こんな取り組みがよい。 

中野駅周辺中野駅周辺中野駅周辺中野駅周辺のののの公共施設配置公共施設配置公共施設配置公共施設配置のののの考考考考ええええ方方方方    

○行政機関の窓口はこうしたら便利だ。こんな文化・スポーツ施設なら使ってみたい。 

そのそのそのその他他他他    

○今は中野駅周辺にはない機能（施設）も含めて、こんな機能が、こんな場所にあった

らよい。 

○こんなイベントや活動が、こんな場所でこんなふうにできたらよい。 

○中野駅周辺がこんなふうになったら住んでみたい（住みやすい）。 
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■参考資料 

 

 
《《《《東京都東京都東京都東京都》》》》    
・東京の都市づくりビジョン（平成 21 年 7 月改定） 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kanko/mnk/ 

・東京都都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（東京都市計画、平成 16 年 4 月） 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/master_plan/master01.htm 

 

《《《《中野区中野区中野区中野区》》》》…………（（（（公式公式公式公式ホームホームホームホームページページページページ    http://www.city.tokyohttp://www.city.tokyohttp://www.city.tokyohttp://www.city.tokyo----nakano.lg.jp/nakano.lg.jp/nakano.lg.jp/nakano.lg.jp/））））    

 

【中野区の基本構想に関する情報】 

○中野区基本構想（平成 22 年 2 月改定） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d010251.html 

 

【中野駅周辺地域や地区整備に関する最近の情報】 

○中野駅周辺まちづくりの概要 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/163000/d006786.html 
 
○中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver.2（平成 21 年 10 月） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/163000/d004403_d/fil/GD1.pdf 
 
○中野駅地区整備基本計画（平成 22 年 3 月） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/163000/d004405_d/fil/002.pdf 
 
○警察大学校等跡地地区のまちづくり 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/163000/d006787.html 
 
○区役所・サンプラザ地区整備の基本的方向（平成 23 年 3 月） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/163000/d012648_d/fil/001.pdf 

 

【関連するマスタープランに関する情報】 

○中野区都市計画マスタープラン（平成 21 年 4 月改定） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/502000/d004362.html 
 
○中野区みどりの基本計画（平成 21 年 8 月改定） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/502000/d006686.html 

 

【参考データ・調査成果等】 

○「数字で見る中野」（中野区統計書等） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/nakano/figure/index.html 
 
○中野区用途地域図・都市計画概要図（ＷＥＢサービス） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/502000/d002074.html 
 
  ※提案対象区域の用途地域や都市施設等の都市計画決定状況がご覧になれます。 
 
○中野区政策研究機構の研究成果 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d003988.html 

    

《《《《そのそのそのその他他他他》》》》    
・中野サンプラザホームページ 

http://www.sunplaza.jp/index.html 
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７７７７....    応募応募応募応募部門部門部門部門・・・・仕様等仕様等仕様等仕様等    
 
部 門 ハガキハガキハガキハガキ応募応募応募応募のののの部部部部    ＡＡＡＡ４４４４判応募判応募判応募判応募のののの部部部部    パネルパネルパネルパネル（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ1111 判判判判））））応募応募応募応募のののの部部部部    

○提案の対象 
１) 区域全体に対する「全体提案」 
２) 一部ゾーンに対する「部分提案」 

○提案の対象 
区域全体に対する「全体提案」 
（ただし、区域全体に対する提案（考

え方等）を示したうえで、一部ゾー
ンに対する提案も可です） 

○基本内容 
・アイデアをイメージしやすいよう図やグラフ・表などを用いて、できる
だけビジュアルに表現するとともに、テーマやセールスポイント、その 

提案 
内容 
等 

○基本内容 
・思い付いたイメージを
気軽に表現して提案し
てください。 

(コンセプトなど言葉のみ
による提案も可能です)。 

背景等を文章で簡潔に記
載してください。 

・より表現力を増したものとし、文章によ
りコンセプトを的確に説明したものとし
てください。 

応募数 同一個人・同一グループでの複数応募はできません。また、１枚につき１アイデアとしてください。 

①形式・サイズ 
○A4 判形式 
（210 ㎜×297 ㎜） 

なお、用紙は片面で使用
してください。 

①形式・サイズ 
○パネル形式 [A1 判] 
（594 ㎜×841 ㎜） 
○文字 14 ﾎﾟｲﾝﾄ以上 

②表現等 
図面等を用いて、できるだけビジュアルに表現してください。

彩色・表現等は自由です。 
提案理由、コンセプトなど、適宜、説明文を入れること。 
「部分提案」の場合は、提案の場所及び理由を記入し、説明文

を適宜入れること。「全体提案」の場合は、提案理由、コンセプト
など、適宜、説明文を入れること。 

仕様 

①形式・サイズ 
○通常ハガキ 

（100 ㎜×148 ㎜） 

②表現等は自由です。 

コンセプトなど言葉
のみによる提案も可
能です。 

③その他 

紙質は自由です。 

③その他 

紙質は自由です。 

パネルは、裏打ちなどは自由ですが、
厚さは 10mm以内としてください。 

その他 

・他者が著作権等を有し、使用にあたって許可及び届出または対価が必要となるものを使用
する場合の処理は、応募者自身で行ってください。 

・アイデアには応募者が特定できる内容の記載やサインを入れないでください。 
・また、応募アイデアを、応募者自身がすでに商標登録等の措置をされている場合は、その

旨を明記してください。 

 
 

８８８８.  .  .  .  賞及賞及賞及賞及びびびび賞金賞金賞金賞金    

賞及び賞金は、次のように設定します。 

◇ 賞及び賞金 

部門 賞 賞金 

ハガキ応募の部 入選 １０点 各５千円 

Ａ４判応募の部 入選 １０点 各１万円 

パネル（Ａ1 判）応募の部 入選 ５点 各５万円 

①賞及び賞金の配分は審査委員会（ｐ10 をご参照下さい）の判断で変更する場

合があります。ただし、賞金総額の上限は４０万円とします。 

②賞金は税込で、受賞者に直接、日本円で支払います。入選者が未成年の場合

における賞金の受渡し方法は、保護者の方と相談させていただきます。 

③賞金に係わる公租公課等は、受賞者が負担するものとします。 

※ 本アイデア募集の受賞は、今後の中野駅周辺まちづくりの検討におけるアイデアの採用
や、計画への反映などを約束するものではありません。 
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９９９９....        質疑質疑質疑質疑    

①アイデア募集に関する事項についてのみ質問をお受けします。質問は、ファク

シミリ又は電子メールによるものとします。下記１）及び２）の要領で事務局

にお送りください。 

１１１１））））本要項本要項本要項本要項ｐｐｐｐ13131313 のののの質問票質問票質問票質問票（（（（別紙別紙別紙別紙１１１１））））にににに記入記入記入記入したしたしたした上上上上でででで「「「「ファクシミリファクシミリファクシミリファクシミリ」」」」によってによってによってによって送付送付送付送付    
    

中野駅周辺まちづくりアイデア募集事務局 

FAX 番号 03-5261-5629 
 

２２２２））））本本本本アイデアアイデアアイデアアイデア募集募集募集募集ホームページホームページホームページホームページ（（（（下記下記下記下記 URLURLURLURL））））にににに設設設設けたけたけたけた質問用質問用質問用質問用メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスにににに直接直接直接直接

送信送信送信送信    
 

中野駅周辺まちづくりアイデア募集ホームページ 

URL http://www.toshimirai.jp/nakano_idea/index.html 
 

②質問の受付期間は、平成 23 年 12 月 13 日（火）午後５時（必着）までです。（日

本時間） 

③質問に対する回答は、「質問回答書」として本アイデア募集ホームページに適宜

掲載します。回答を掲載する際、質問者の氏名等は公表しません。 

④質問に対する回答は、募集要項の追加または修正とみなし、募集要項と同等の

効力をもつものとします。 

⑤全ての質問に回答するとは限りません。アイデア募集実施上必要と認めたもの

についてのみ回答します。 

なお、下記の事項に該当する質問にはお答えできません。あらかじめご承知お

きください。 

①参考資料に対する質問 

②すでに同様の回答が公開されている質問 

③本アイデア募集の応募に関すること以外の質問 

④判読不能な質問 

 
 

11110000....        アイデアアイデアアイデアアイデア提出方法提出方法提出方法提出方法    

①アイデア受付期間は、平成 23 年 11 月 14 日（月）から平成 24 年 1 月 16 日（月）

までです。 
 

※ 消印（または輸送依頼日）、送信日時が締切日以内であれば有効とします。 

※ ただし、原則として締切日から７日が経過した 1 月 23 日（月）をもって受

付を終了します。 
 
②アイデアは、「本要項末尾のアイデア提出票（別紙２）」を添えて事務局に提出

してください。※「ハガキ」による応募の場合は、ハガキに必要事項をご記入

ください（ｐ14、15 をご参照下さい）。 
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③アイデアの提出は、次のいずれかの方法により行ってください。 
 

◇ アイデア提出方法 

部 門 ハガキハガキハガキハガキ応募応募応募応募のののの部部部部    ＡＡＡＡ４４４４判応募判応募判応募判応募のののの部部部部    パネルパネルパネルパネル（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ1111 判判判判））））応募応募応募応募のののの部部部部    

・ハガキの郵送 
・ハガキを封筒に入れ

て郵送 
・電子メールに添付し

送付 

・Ａ４判用紙を封筒に入れ
て郵送（または輸送代行
業） 

・電子メールに添付し送付 

・郵送（または輸送代行業） 
※電子メールによる提出

は、受領しません 
提出方法 

直接搬入は原則認めません。 
ただし、下記の送付先以外に、中野サンプラザ 1 階ロビー受付に直接提出ができ
るものとします（受け取りのみを行い、お問合せには応じられません）。 

応募アイデ
アの提示等 

ハガキ裏面にアイデア
を記入してください 

A4 判用紙は片面で使用して
ください。 

パネルに加え、PDF＊化し
た提案データを CD に入れ
添付してください。 

＊ＰＤＦ：Adobe Systems 社によって開発された電子文書のためのフォーマット。PDF 文書の作成は同社のソフトウェア（Adobe 

Acrobat）が必要。詳しくは Adobe Systems 社ホームページ（http://www.adobe.com/jp/）参照。（以下同じ） 

 
※電子メールによる提出の際には、下記に注意してください。 

・「アイデア」及び「本要項ｐ14 のアイデア提出票（別紙２）」を各々ＰＤＦ形

式に保存し、添付してください。 

・電子メールによる提出は「ハガキ」及び「Ａ４判」に限ります。「パネル（Ａ

1 判）」をＰＤＦ形式に保存し添付された場合、受領することができません。 

・ＰＤＦ形式により提出されたアイデアは、事務局が保有するプリンターによ

って通常使用する用紙に出力し、審査します。このことをあらかじめご承知お

きの上、応募してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

④アイデアの損傷が著しく、審査にたえない場合は再提出を求めることがありま

す。 

⑤アイデア受理後、主催者はその保管に万全を期しますが、天災その他の不可抗

力の事故による破損には責任を負いません。 

⑥応募されたアイデアは返却しません。 

⑦応募にかかわる一切の費用は応募者の負担とします。 

⑧アイデアの郵送等に必要な料金は、応募者の責任で確認してください。 
    

アイデアアイデアアイデアアイデア送付先送付先送付先送付先：：：：中野駅周辺中野駅周辺中野駅周辺中野駅周辺まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりアイデアアイデアアイデアアイデア募集事務局募集事務局募集事務局募集事務局    

（所在地）〒112-0014 東京都文京区関口 1-23-6 プラザ江戸川橋ビル 201 号 

財団法人 都市みらい推進機構 開発調査部内 

（メールアドレス） nakano_idea@toshimirai.jp 

ハガキハガキハガキハガキ応募応募応募応募のののの部部部部 パネルパネルパネルパネル（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ1111 判判判判））））応募応募応募応募のののの部部部部 ＡＡＡＡ４４４４判判判判応募応募応募応募のののの部部部部 

① ハガキ裏面に応募アイデアを

作成 

② ハガキ表面に必要事項を記

載後、署名・捺印（ｐ15 参照） 

③ ハガキを事務局に送付 

（「郵送」か「メール添付」による） 

① Ａ４判の応募アイデアを作成 

② アイデア提出票（別紙２）に必

要事項を記載後、署名・捺印

（ｐ14 参照） 

③ 応募アイデア・アイデア提出

票を事務局に送付（「郵送（輸

送代行業）」か「メール添付」に

よる） 

① パネル（Ａ1 判）の応募アイデ

アを作成 

② アイデア提出票（別紙２）に必

要事項を記載後、署名・捺印

（ｐ14 参照） 

③ 応募アイデア・電子データ

（PDF 化し CD に格納）・アイデ

ア提出票を事務局に送付（「郵

送（輸送代行業）」による） 

図１ アイデアの提出方法 
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1111１１１１....    知的所有権及知的所有権及知的所有権及知的所有権及びびびびアイデアアイデアアイデアアイデアのののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい    

 

下記の事項をあらかじめご承知及び同意の上、応募してください。 

 

（著作権等の帰属等） 

①応募アイデアの著作権・意匠権等の知的財産権（以下「著作権・意匠権等」と

いう）は、応募者に帰属します。したがって、応募者が応募アイデアについて

著作権・意匠権等に関する権利の取得または然るべき保護を必要とするときは、

自らの責任においてその手続をするものとし、応募アイデアについて権利の登

録状況、使用実績・第三者への利用許諾の有無及び内容を応募時に明記してく

ださい。 

②株式会社まちづくり中野２１が応募アイデアについて応募者の権利の設定登録

等の手続が必要と認めるときは、応募者は、当該手続に協力するものとします。

但し、当該権利の帰属、登録等の手続に必要な費用、その他の事項は株式会社

まちづくり中野２１と応募者との協議の上決定するものとします。 

③応募アイデアの著作権・意匠権等が第三者に侵害され、株式会社まちづくり中

野２１において当該第三者に対し、侵害の差止及び、または損害賠償を行う必

要性があると認めた場合、応募者は株式会社まちづくり中野２１の費用負担で

株式会社まちづくり中野２１に協力するものとします。 

（著作物の引用等） 

④応募者が、他者が著作権・意匠権等を有している著作物等を応募アイデアの中

で引用し、本アイデア募集に応募し、第⑥～⑨項に基づいて、株式会社まちづ

くり中野２１が当該応募アイデアを使用することにより、当該他者との間で著

作権侵害等のトラブルが発生した場合の責任は、全て応募者が負うこととしま

す。したがって、他者が著作権・意匠権等を有する著作物等を応募アイデア中

に引用する場合、必要に応じて、当該著作権・意匠権等の利用許諾、対価の支

払、著作者人格権の不行使の同意等の然るべき手続きは、応募者自身で行って

ください。応募者が然るべき手続きを得ないで、株式会社まちづくり中野２１

が第三者に損害賠償責任等を負った場合は応募者に求償します。下記第⑥～⑨

項に関しても同様の取り扱いとします。 

（著作者人格権の不行使） 

⑤応募者は、第⑥～⑨項に基づく株式会社まちづくり中野２１による応募アイデ

アの使用に対し、著作者人格権の行使をしないものとし、応募アイデア中に引

用された著作物の著作者に著作者人格権の行使をさせないことを前提にします。

また、応募者は、応募アイデア中に第三者の著作権・意匠権等が含まれる場合

は、当該第三者から第⑥項～⑨項に関して許諾を得ることとします。 
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（応募アイデアの使用等） 

⑥応募者には、株式会社まちづくり中野２１及び中野区が、応募アイデア及びそ

の著作権・意匠権等の全てまたは一部を、中野駅周辺まちづくりの検討及び、

整備事業等（以下、｢中野駅周辺まちづくり等｣という。）において無償で使用す

ることを許諾していただきます。 

また、提案内容を含め応募アイデアの内容を一部改変して中野駅周辺まちづ

くり等に無償で使用することも許諾していただきます。 

⑦株式会社まちづくり中野２１及び中野区が、中野駅周辺まちづくり等の実施、

広報活動等で使用を必要とする場合、種々の媒体を通して無償で応募アイデア

を使用することを許諾していただきます。 

⑧応募アイデアは、適宜、展示やアイデア集の発行などの方法により、公開(電子

メディアによる公開も含みます)することを予定しています。 

⑨株式会社まちづくり中野２１が、前３項の場合のほか、応募アイデアを審査、

記録等のために複製することを許諾していただきます。 

（同意事項） 

⑩応募者（グループでの応募の場合はグループの構成員全員）は、このアイデア

募集に応募することによって、募集要項に記した事項に同意したものとみなし

ます。 

 
 

11112222....    失格失格失格失格    

以下の事項に該当するアイデアについては、審査対象から除外します。また入

選発表後でも、入選を取り消し、賞の返却を求めることがあります。 

①アイデア提出票（別紙２）、または、ハガキ表面の記載内容に明らかに虚偽があ

るもの 

②応募アイデアに応募者を特定できる記載があるもの（審査において匿名性を確

保するため） 

③提出期限内に提出されなかったもの 

④すでに発表された論文、アイデアと同一または類似のもの、あるいは著作権・

意匠権等知的所有権の侵害であることが明確となったもの 

⑤その他、当募集要項の内容に明らかに違反するもの 

 
 

11113333....    入選発表及入選発表及入選発表及入選発表及びびびび表彰式表彰式表彰式表彰式    

①審査の結果は本アイデア募集ホームページに掲載し、受賞者には直接連絡しま

す（平成 24 年 3 月上旬予定）。審査結果についての問い合わせには応じません。 

②表彰式は審査結果発表後に行うことを予定しています（平成24年3月18日（日）

予定）。 

③入選アイデアは、サンプラザ１階ロビー等において展示いたします。 

④表彰式に出席される場合の交通費は受賞者の負担となります。 
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11114444....    審査審査審査審査及及及及びびびび審査審査審査審査委員委員委員委員    

中野駅周辺まちづくりアイデア審査委員会（以下、「審査委員会」という。）で、

応募アイデアの部門別に審査します。 

① 中野駅周辺まちづくりアイデア審査委員会 

◇ 審査委員の構成 

区 分 氏名 所属等 

委員長 内藤 廣 建築家・東京大学名誉教授 

委 員 伊藤 信幸 東日本旅客鉄道株式会社 中野駅長 

〃 宇佐美 恵子 織田ファッション専門学校長 

〃 岸井 隆幸 日本大学理工学部教授 

〃 金野 晃 株式会社まちづくり中野２１代表取締役社長 

〃 阪井 清志 中野区副区長 

〃 佐藤 泰義 中野区町会連合会 新井西町会長 

〃 高橋 宏治 中野区商店街連合会 会長 

〃 宮島 茂明 東京商工会議所中野支部 副会長 

五十音順    

② 入選アイデアの選定 

次の部門別に応募アイデアを審査します。 

選定したアイデアには、順位等は付けないこととします。 

◇ 部門別の入選数 

部門 ハガキ応募の部 Ａ４判応募の部 
パネル（Ａ1判） 

応募の部 

入選数 10点 10点 ５点 

※実際の応募数に応じ、審査委員会の判断で変更する場合があります。 

③審査の視点 

「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン ver.2」に定められるまちづくりの

基本目標（①中野の地域経済やまちの活性化、②まちの個性の発揮と求心力、集

客力の向上、③働き・楽しみ・住みたくなるまちの実現④防犯・防災性能が高く

環境と調和するまちの実現）に沿った内容と判断できる応募アイデアの中から、

以下の視点に基づき審査します。 

◇ 審査の視点（案） 

部門 ハガキ応募の部 Ａ４判応募の部 
パネル（Ａ1判） 

応募の部 

審査の視点 

・提案の独創性及び、
斬新さ 

・提案の印象深さ及
び、親しみやすさ 

・提案の独創性及び、
斬新さ 

・提案の印象深さ及
び、親しみやすさ 

・提案の妥当性 

・提案の独創性及び、
斬新さ 

・提案の印象深さ及び、
親しみやすさ 

・提案の妥当性及び、
有用性 
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11115555....    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

    

項目 期間等 
本要項

掲載ペ

ージ 

募集期間（アイデ

ア受付） 
平成 23 年 11 月 14 日（月）～平成 24 年 1 月 16 日（月） ｐ6 

質問受付 平成 23 年 11 月 14 日（月）～平成 23 年 12 月 13 日（火） ｐ6 

質問回答書 

公開 

平成 23 年 11 月下旬からホームページ※に順次掲載予定 

※ 中野駅周辺まちづくりアイデア募集ホームページ 

（http://www.toshimirai.jp/nakano_idea/index.html） 

 

ｐ6 

 

審査結果及び入選

アイデアの公表 
平成 24 年 3 月上旬予定 ｐ9 

表彰式 平成 24 年 3 月 18 日（日）予定 ｐ9 

 

 
 

11116666....    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい    

アイデア募集実施にかかわる個人情報を以下の基準で管理します。 

区 分 方 針 

1．個人情報の内容 
応募者の氏名、住所、メールアドレス、電話もしくはファクシミリ番

号、性別、年齢、職業など、応募者を特定することができる個人情報。 

2．利用目的 本アイデア募集実施に関する事務手続きのみに利用します。 

3．第三者への提供 

法令に基づき開示が義務付けられている場合、個人情報を提供した応

募者の同意ある場合、その他これに準ずる正当な事由がある場合を除

き、個人情報を目的外利用することはしません。 

※事務手続きを進めるにあたり、主催者が株式会社中野サンプラザ及

び財団法人都市みらい推進機構（本アイデア募集の事務局）に、応

募者の個人情報を提供する場合があります。アイデア審査において

審査委員に対し、また中野区が応募作品（著作権及び意匠権等を含

む）を使用するために中野区に対し、個人情報を含めた形で提供す

る場合があります。応募者は本アイデア募集に応募することによっ

て、ここに記した事項に同意したものとみなします。 

4．個人情報の管理 

応募者の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい

等を防止するため、適切かつ合理的なレベルの安全措置を講じます。

また、個人情報の処理を外部へ委託する場合には、漏えいや再提供を

行わないよう契約により義務付け、適切な管理を実施します。 
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11117777....    そのそのそのその他他他他    

①当募集要項の内容について、万一、変更があった場合は、本アイデア募集ホー

ムページに掲載します。 

②審査委員会の決定事項に異議を申し立てることはできません。 

③平成 24年 3月 31 日までの期間、本アイデア募集にかかる事務的な取り扱い、

連絡窓口、各種事務処理については、株式会社まちづくり中野２１から本アイ

デア募集業務を受託した（中野駅周辺まちづくりアイデア募集事務局である）

財団法人都市みらい推進機構が行います。 
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中野駅周辺まちづくりアイデア募集 

質問票質問票質問票質問票    

質問票送付先質問票送付先質問票送付先質問票送付先    ：：：：    中野駅周辺中野駅周辺中野駅周辺中野駅周辺まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりアイデアアイデアアイデアアイデア募集事務局募集事務局募集事務局募集事務局    
    

FAXFAXFAXFAX 番号番号番号番号：：：：03030303----5261526152615261----5629562956295629        
質問者のご氏名  

お電話番号  

メールアドレス  

 

☆質問の締切は平成23年 12月 13日（火）です。（日本時間同日午後５時までに必着） 

※ 記載例のように、本募集要項の項目番号（タイトル）等の表題をつけたうえで「質問内容」

をご記入ください。 

※ 複数の質問をご記入頂いても結構です。 
 

記載例・質問１ ：「３．応募資格」について 

・質問内容：○○○○ 
 

・質問 2 ：「○○」について 

・質問内容：○○○○○○ 

 

質問区分⇒ 
（ハガキ応募の部 Ａ４判応募の部 パネル（Ａ1判）応募の部） 

いずれかに○をつけてください（区分ができない場合は省略可） 

質 問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本票以外の「ＦＡＸ送信状」等は必要ありません。 

別紙 1 

← ご質問の内容等に関し、事務

局から確認の問合せ等をする

ことがありますので、連絡先を

必ず記入してください。 
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中野駅周辺中野駅周辺中野駅周辺中野駅周辺まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりアイデアアイデアアイデアアイデア募集募集募集募集 

アイデアアイデアアイデアアイデア提出票提出票提出票提出票    

☆アイデア提出時にこの用紙も提出してください。ただし、ハガキによる応募の場合は、このア
イデア提出票に代えて、次項「ハガキ表面の記載例」に従って必要事項をご記入ください。 

募集要項の記載事項を承知及び同意し、このアイデアは下記の者が作成し提出したアイデアであ
ることを証し署名、捺印します。 

日付：平成  年  月  日 
 

応募する部門 
Ａ４判応募の部  パネル（Ａ1判）応募の部 

（いずれかに○をつける） 

★代表者 

ふりがな 

氏名 

 

印    

住所  

電話番号    (  ) E－mail  

職業・所属・学校  

★共同提案者 

ふりがな 

氏名 

 

印    

住所  

電話番号    (  ) E－mail  

職業・所属・学校  

ふりがな 

氏名 

 

印    

住所  

電話番号    (  ) E－mail  

職業・所属・学校  

ふりがな 

氏名 

 

印    

住所  

電話番号    (  ) E－mail  

職業・所属・学校  

 
☆応募アイデアの著作権・意匠権等の登録状況、使用実績・第三者への利用許諾等があれば、そ

の内容等についてご記入ください。 

 

 

 

 

＊1       
＜記入上の注意＞ 

・共同提案者が 3 名を超える場合は＊１欄に「以下、添付」と記入し別紙に同じフォームで記入して

ください。 

別紙２ 
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☆☆☆☆ハガキハガキハガキハガキによるによるによるによる応募応募応募応募のののの場合場合場合場合    

アイデア提出票は不要です。ただし、次の事項を記載してください。 

 

・ハガキの表面に、住所、氏名、電話番号、職業・所属・学校を記載してください。 

・また、『募集要項の記載事項を承知及び同意し、このアイデアは上記の者が作成し提出した

アイデアであることを証し署名、捺印します。平成○年○月○日』を記載してください。 

・下の記載例に記入後、該当部分を切り取って、ハガキに貼って頂いても結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ハガキ表面の記載例】 

郵 便 は が き 

住所： 

氏名：                印 

電話番号： 

職業・所属・学校： 

募集要項の記載事項を承知及び同意し、このア
イデアは上記の者が作成し提出したアイデアで
あることを証し署名、捺印します。  

平成  年  月  日 

注）ご記入く
ださい。 

東京都文京区関口 1-23-6 

プラザ江戸川橋ビル 201 号 

(財)都市みらい推進機構  

開発調査部内 

「中野駅周辺まちづくり 

アイデア募集事務局」行 

注）切り取って、
ハガキに貼っ
て頂いても結
構です。 

1 1 2 0 0 1 4 

※応募アイデアの著作権・意匠権等の登録状況、使用実績・第三者への利用許諾
等があれば、その内容等について、必要に応じ、ハガキの余剰スペース等にご
記入ください。 
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中野駅周辺まちづくりアイデア募集要項 
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