
応募要項



ソトノバとは 「ソトを居場所にイイバショに！」
　ソトノバは、ソトやパブリックスペースを豊かにすることを目指したメディアプラットフォームです。「ソトを居
場所に、イイバショに！」をコンセプトに、2015年11月にパブリックスペース特化型WEBマガジンとして活動を
開始しました。

 近年、パブリックスペースが注目されるなかで、制度や実践の課題と共に、「パブリックスペースの情報」にも
課題があるのではないかと気づきました。

　具体的な課題としては、❶事例収集をする際に、事例の情報がWEBに公開されていない、❷制度の情報は省
庁によって発信されており、俯瞰された情報はない、❸地方分権が進む中で、自治体が指定するものも多く、国
も一括に情報を網羅して公開していない、❹活動をする際に、発信するメディアがない、❺世界のアイデアや事
例が日本で普及していない。
　これらの情報の課題が解決されれば、実務検討のブレイクスルーもしやすくなり、パブリックスペースを使っ
ていい世論や雰囲気（ムーブメント）をつくっていくことで、都市やパブリックスペースは豊かになっていくのでは
ないか。そんな問題意識からソトノバは始まりました。

ソトノバ：http://sotonoba.place

ないか。そんな問題意識からソトノバは始まりましないか。そんな問題意識からソトノバは始まりまし



ソトノバ・アワードとは 日本初のソト空間全般の表彰プロジェクト！

ソトノバ・アワードとは、
日本初のソト（屋外）空間全般を対象とした表彰プロジェクトです。

日本のソトやパブリックスペースを豊かに楽しく活用するケースが
増えている中で、議論に値するもの、一定の成果を挙げたもの、これ
からの展開が期待されるものなどの事例を表彰するために、2017
年にソトノバが創設しました。

2021年度で5回目の開催となります。
詳細・応募はこちら：
https://sotonoba.place/sotonobaaward2021

たくさんのご応募、お待ちしております。

ソトノバ・アワード 公式ロゴ



審査員 ソトノバ審査員が審査！

ソトノバ審査員：
　泉山 　塁威（一般社団法人ソトノバ共同代表理事／日本大学助教）
　石田 　祐也（一般社団法人ソトノバ共同代表理事／ishau代表）
　小澤 　亮太（一般社団法人ソトノバ共同代表理事／HOC代表）
　田村 康一郎（一般社団法人ソトノバ共同代表理事／QUOLディレクター）
　荒井 詩穂那（一般社団法人ソトノバ理事／首都圏総合計画研究所）
　西田 　司  （ソトノバ・パートナー／オンデザインパートナーズ代表／東京理科大学准教授）



応募資格・審査対象 審査対象はソト空間全般！

◯応募資格
・利用者、およびプロジェクトの関係者（所有者、運営者、設計者等）
※自薦他薦は問いません。ただし、他薦の場合は関係者との了解・調整の上、ご応募ください。

◯審査対象
・審査対象は、屋外空間（ソト）であり、パブリックスペースです。
・ソトノバが捉えるパブリックスペースは、
公民の敷地を問わず、ソト（屋外）の空間を対象としています。
人々の居場所となり、アクティビティの生まれる、誰もが使える自由空間としてのパブリックスペースです。

・法的位置づけや空間区分、公民の所有は問いません。
・原則、現在もアクティビティのあるものとしますが、利活用実験など一時的なものは
  応募締切から過去２年間までに実施されたものとします。

◯登録費
部門A・Ｂ・Ｃ
・30,000円（早割）、35,000円（一般）

部門D
・3000円（早割はありません）



Ａプロジェクトデザイン｜PROJECT DESIGN
地域やパブリックスペースの課題解決、魅力向上のために、プロジ
ェクトに対するアプローチやプロセスに創意工夫が見られるもの
cf）プロセスデザイン、ビジョニング、仕組みづくり等

B 場のデザイン｜PLACE DESIGN
先進的なパブリックスペースの整備やプレイスメイキング等、実際
の空間を介して新しい価値を生み出す創意工夫が見られるもの
cf）ハード整備、プレイスメイキング等

C 実験のデザイン｜PILOT DESIGN
期間限定の暫定利用やパブリックスペース活用、社会実験等のな
かで、仮設ならではの実験的な創意工夫が見られるもの
cf）暫定利用、社会実験等

アワード部門 4つのアワード部門を募集！

賞状＋盾

賞状＋盾

賞状＋盾

賞状＋盾

賞状＋副賞

ソトノバ・アワードでは、以下の部門に分けて募集いたします。
後述の審査視点に基づき採点したのち、A-C各部門の優秀賞*に対する横断的評価の上、最優秀者をソトノバ大賞とし
て選出*します。Ｄ部門については優秀賞のみ選出*します。
*応募状況によって、該当なしの部門がでる可能性もあります。

募集部門

ソトノバ大賞

PROJECT DESIGN
OF THE YEAR

SOTONOBA
OF THE YEAR

PLACE DESIGN
OF THE YEAR

PILOT DESIGN
OF THE YEAR

プロジェクトデザイン賞

場のデザイン賞

実験のデザイン賞

PERSONAL PROJECT
DESIGN

OF THE YEAR

わたしのソトノバデザイン賞

D わたしのソトノバ｜PERSONAL PROJECT DESIGN
部門A-D意外の個人的な取り組み、ソトを楽しむ活動
cf）バルコニーテラス利用、個人的な社会実験等、軒先屋台等



②客体的な評価

①主体的な評価

ゆっくりできて
いい場所だね

今度友達連れて
来てみようかしら

共感
Sympathy

独自性
Originality

デザイン性
Design

アクティビティ
Activity

持続性
Sustainability

〈審査チャート〉

５つのソトノバ的審査視点により評価！

ソトノバ・アワードでは、ソトノバのコンセプトである「ソトを居場所に、イイバショに！」を実現する屋外空間を対象に
審査を行います。
● ユーザーやアクティビストが「その空間を居場所だと感じるか、心地よいか」という主体的な評価
●「その空間を使っている人や状態を見て共感・評価できるか」という客体的な評価
両者の評価に対して、つぎの５つの審査視点から公正に審査します。

〈５つの審査視点〉

1.共感｜Sympathy
「いいね、必要だね」と誰もが共感できること
2.独自性｜Originality
地域らしい、もしくは日本らしい
場やコンテンツを備えていること
3.デザイン性｜Design
空間およびプロジェクト全体のデザインが
丁寧になされていること
4.アクティビティ｜Activity
さまざまなユーザーに開かれ、
豊かな活動が醸成されていること
5.持続性｜Sustainability
将来的にも持続可能な仕組みや
運営づくりがなされていること

審査の視点



◯審査： 書類審査 ＋ プレゼン審査
取組みの概要を、活動概要資料（A3版2枚）*にまとめ、提出していただきます。

◯スケジュール
。

提出書類を元に簡単なプレゼンテーションに基づく、公開審査を行います。
全審査員は、前述の審査視点に基づき、専門的観点から提出物をレーダーチャート評価いたします。A-Cの部門毎に最高得
点を獲得したものを部門別優秀賞とし、その中から全審査員による投票によりソトノバ・アワード大賞を決定いたします。

* 様式は自由とします

審査提出書類：
①活動概要資料〈A3版2枚／pdfデータ*〉

提出書類とスケジュール 3月に公開審査プレゼンの後、各賞決定！

2022年
2月3日

2月17日

2月28日

3月10日
　同日

3月19日

公募・質問受付開始

質問締切　回答公開（適宜）

登録（早割）〆切

登録（一般）〆切
審査書類 データ提出〆切    

公開最終審査会・審査結果発表(オンライン開催）



過去のソトノバ・アワード受賞者（ソトノバ・アワード2017）
ソトノバ・アワード2017大賞
多摩川『川の家』プロジェクト

ファーストスクエアガーデン 宇部まちなかにぎわい拠点マネジメント

左近山みんなのにわ

松山市中心市街地賑わい再生社会実験「みんなのひろば」

ソトノバ・アワード2017準大賞

ソトノバ・アワード2017都心賞 ソトノバ・アワード2017地方賞



ソトノバ大賞
モクタンカン 松山市花園町通り（道路空間改変）

プロジェクトデザイン部門賞

名古屋・栄ミナミ「パークレット」社会実験
URBAN DESIGN賞（西田賞）

第６回横浜運河パレード
FUTURE DREAM賞（野原賞）

EKITUZI

CHALLENGE SPIRITS賞
（ソトノバアワード2017大賞受賞者賞）

八日町みちくさプロジェクト
ソトノバ審査員賞

Tinys Yokohama Hinodecho
場のデザイン部門賞

せんだいヤタイ
家具・ツールのデザイン部門賞

PARK PACK by ULTRA PUBLIC PROJECT
実験のデザイン部門賞

過去のソトノバ・アワード受賞者（ソトノバ・アワード2018）



ソトノバ大賞
吉日楽校

おとがワ！ンダーランド
プロジェクトデザイン部門賞

新豊田駅周辺公共空間活用プロジェクト
熱血広場賞（福岡賞）

移動式焼き場―七輪車プロジェクトー
甦れ！中上健次賞（寺井賞）

YATAI CAFE

萌芽賞
（ソトノバアワード2018大賞受賞者賞）

愛知県岡崎市康生通りパークレット社会実験

ソトノバ審査員賞
手賀沼ヌマベリングプロジェクト

一般投票賞（オーディエンス賞）

過去のソトノバ・アワード受賞者（ソトノバ・アワード2019）



せとかわ
デニム
プロ
ム

eason2

わわわわわわわわわわわ

ソトノバ大賞
ミノワ座ガーデン

移動式あそび場プロジェクト～多世代交流と創造の場づくり～
プロジェクトデザイン部門賞

出張DIY広場
実験のデザイン部門賞

瀬戸内デニムピクニック
私のソトノバ部門賞

運ぶ受付プロジェクト

場のデザイン部門賞
THE　CAMPUS

まちの妖精賞（千代田賞）

過去のソトノバ・アワード受賞者（ソトノバ・アワード2020）

「運ぶ受付」プロジェクト

 　20 2 0 年 4月より鳩山ニュータウンに移住してきた私たちは、空き家増加など縮小していく町にも、育てた野菜
やクラフトを売買するなど、住民が自発的に活動する魅力を感じ始めた。そんな人達の知識や技術を「受け付け、
運び、受け渡す」ことで、住民の魅力を広く伝え、より豊かで多様な関係性を作ることができないか。そんな思い
からこのプロジェクトは始まった。開発から 4 5 年以上の時が経つニュータウン全体を内側から見つめなおし、町
の在り方を再考する。ニュータウン内の人や場所などを経由して物や事、知識や技術の販売や交換が出来るプラッ
ト フ ォ ー ム を 設 計・ 制 作 し 、 参 画 し な が ら 活 動 を 行 う こ と に よ っ て 、 町 全 体 の 在 り 方 を リ ノ ベ ー シ ョ ン す る 。



提出先・お問い合わせ

メール送付先：award@sotonoba.place

一般社団法人ソトノバ
award@sotonoba.place
080－4066－4966

ソトノバ：
http://sotonoba.place

お問い合わせは、メールでお願いいたします。

◯審査 応募書類提出先（〆切：2022年3月10日）

◯応募登録（〆切：2022年2月28日（早割）、2022年3月10日）

◯お問い合わせ

たくさんのご応募をお待ちしております！

審査書類は、メール送付による提出になります。
容量の大きいデータでの提出の場合は、ファイル転送サービスや
クラウドサービス（dropboxやGoogle Driveなど）をご利用ください。

期日までに下記URLにアクセスし、必要事項をご記入の上、登録料をお支払いください。

https://sotonobaaward2021.peatix.com


