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実践教育プログラムで地域活性化建築プロジェクトを体験
ＴＵＩＮＳ

• 事業の企画

• 敷地建物の調査

• 管轄行政ヒアリング

• 企画設計・デザイン提案

• 地域住民とのワークショップ

• 近隣説明会実施

• リノベーション工事

• 事業運営

• 運営プロモーション

• 事業結果報告



地域の人々との協働の有意義性① ＴＵＩＮＳ

学生にとって（多くが住宅関連の地元民間企業に進む）

• 一連の建築プロジェクトを体験
• 地域の方々との意見コミュニケーションとる必要性から、コミュニ
ケーション能力を養う

• 地域の問題とその解決方法を体験して考える機会
• 新しいビジネスや地域活性化を体験して考える実践の場



地域の人々との協働の有意義性②
ＴＵＩＮＳ

教育機関にとって

• 地域を実践フィールドとして、直接的に地域活性化に貢献できる
• 地域を理解し、地域に役立つ人材の育成に直接的効果
• ユニークな教育プログラムで大学の個性を発揮

• 若い学生が地域で活動ずるので、直接的に活性化につながる
• 新鮮な若い学生の感性や提案が役に立つ
• 研究報告がまとめられることにより、今後の活動に役立つ

地域の人々にとって



最近の地域の人々との協働
ＴＵＩＮＳ



「ゲストハウス絲」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

カーサ小院瀬見（循環型農村の構築や地区の活
性化を目指して活動しているグループ）

建物調査 図面おこしレベルを用いて測量



「ゲストハウス絲」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

地域の人（クライアン
ト）と打ち合わせ

行政ヒアリング 地域の人々とのワーク
ショップ

計画図作成 近隣説明会リーフレット作成 近隣説明会



「ゲストハウス絲」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

機織り機復元工事スタート近隣挨拶

床解体工事 雨どい撤去 漆喰塗



「ゲストハウス絲」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

間仕切り壁塗装工事

竣工（エントランス） 竣工（寝室）竣工（水廻り）

北陸中日新聞



「ゲストハウス絲」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

竣工（機織体験コーナー） 竣工（地元の食材・工芸品コーナー）

北日本新聞竣工（ダイニング）



「ゲストハウス絲」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

機織体験コーナーの
パネル

学生が作成した麻布の歴史

学生が機織機マニュアル 麻布のについて聞書き



「ゲストハウス絲」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

学生が福光観光マップ

学生が作成した福光の歴史

公民館へマップ設置

ギャラリーへパネル展示



「ゲストハウス絲」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

内覧会案内リーフレット作成 ゲストハウス絲HP

内覧会でのアンケート



「ゲストハウス絲」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

建設工事費用 事業経費予測

収支 種別 項目 費用

支出 建築工事 外装工事 847,000¥                

内装工事 1,567,500¥             

設備工事 1,925,660¥             

電気設備工事 385,000¥                

産業廃棄物処分 151,800¥                

4,876,960¥             

家具・家電 エアコン工事 275,000¥                

ベッド3台 151,800¥                

カーテンなど 42,900¥                  

冷蔵庫 22,000¥                  

491,700¥                

その他 ホームページ作成 330,000¥                

330,000¥                

5,368,660¥             

収入 1,975,000¥             

3,393,660¥             イニシャルコスト

建築工事合計

家具・家電合計

その他合計

支出総合計

南砺市起業家育成補助金

事業収支（支出） 事業収支（収入）

月額 年額

リネン ¥2,850 ¥34,200

電気 ¥5,500 ¥66,000

水道(5月～10月無料) ¥3,800 ¥22,800

家賃 ¥22,000 ¥264,000

火災保険 ¥1,333 ¥16,000

賠責保険 ¥1,500 ¥18,000

インターネットサーバ

通信費

ホームページ ¥1,250 ¥15,000

灯油 ¥5,800 ¥23,200

町内会費 ¥666 ¥8,000

消耗品

合計 ¥49,699 ¥527,200

¥5,000 ¥60,000

支出

月額 年額

6月まで予約なし ¥0 ¥0

7月-9月宿泊 ¥33,600 ¥100,800

10-12月織物 ¥20,000 ¥60,000

収入

11月営業プロモーション

６月営業プロモーション



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

空家と耕作放棄地を有効利用して農業の6次産業化を目指す



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

地元ワイン（アッタラモンニ）

アッタラモンニの歴史 無農薬トマトの粟野さ
んへ取材

年 出来事

きっかけ ぶどうの木を持っていて、趣味でワインを作っていた。

平成5年 所有者が高齢で継続が難しいので有志を集めて本格的に始めた。

平成27年 山ぶどうを地域活性化に繋げるために本格的に栽培を開始した。

平成28年 専門の先生に教えてもらう

平成29年 豪雪で山ぶどうが全滅した

平成30年 山ぶどうワイン「アッタラモーニ」を販売した

令和2年 去年の4倍の1600本を出荷し、精力的に市場に売り込んでいる

令和4年 地元産100％のワインを目指している

主催する山本さんへ
取材

耕作放棄地で栽培する山
ぶどう

きっかけ 粟野秀さんは農業に関する知識を勉強して、趣味で自然栽培を作っていた

平成29年 耕作放棄地だった地面をお借りしてビニールハウスを建た

平成30年 トマトの作付けをはじめた

平成30年 無農薬トマト「粟土舎」を販売した

リーフレット冊子やホームページの作成する

無農薬栽培農家の紹介、販路の共有で販路の拡大する

農産物配送の負担軽減や地域資源活用堆肥製造販売の取り込みなど

今後展望

出来事

無農薬トマトの経緯



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

無農薬米の渡辺さんへ取材

地域の人との打
ち合わせ

間取り調査

無農薬米の経緯 空家の調査

きっかけ 農薬を使うことに疑問を持って、15年程前に自宅用の無農薬米を作っていた

定年後

10数年前 循環型里山を守るために耕作放棄田で、自然栽培による米づくりをはじめた

平成27年 自然栽培米に取り組みはじめた

平成27年12月 「奇跡のリンゴ」の木村秋則氏の指導による「のと里山農業塾」を受講した

平成28年11月

出来事

更に面積を広げ無農薬の田んぼを始めようと決めていた

修了された

CADで図面作成



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

学生が作成したワインバー廻りのイメージ

ワインバー照明イメージ 照明計画

全体インテリアイメージ

外部照明計画



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

汚れを隠すスポット
ライト

照度測定をしながら計画 建具の補修と障子張り

富山新聞北日本新聞



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

障子張りの計画

竣工（学生が提案したワインバー）

ころがしをスタンド
照明に

照明完成



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

西太美地区の歴史・人口動態・観光資源

地元ワインのまとめ 無農薬トマトとお米のまとめ



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

工事項目と費用

竣工（正面）

工事項目 費用

大工 1,710,000

内装 660,000

配管 660,000

電気 210,000

板金 210,000

厨房衛生 610,000

家具 450,000

エアコン 100,000

ワインセラー 80,000

看板 200,000

絵 100,000

照明 300,000

合計 5,290,000

竣工（ホール）

竣工（ダイニング）

竣工（キッチン）



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

営業プロモート（5月）

学生も直接営業プロモート

営業プロモート（11月）秋のイベント（10月）



「ワインバー才川７」プロジェクト ＴＵＩＮＳ

秋の感謝祭の来場者分析

インスタの集計学生が作成したお店の公式
インスタグラム



県境の村「猪谷プロジェクト」 ＴＵＩＮＳ

県境の村猪谷

クライアントとのイ
メージすり合わせ

図面おこし

敷地建物調査



県境の村「猪谷プロジェクト」 ＴＵＩＮＳ

珪藻土施工 漆喰施工内装工事スタート

北陸中日新聞 北日本新聞 富山新聞



県境の村「猪谷プロジェクト」 ＴＵＩＮＳ

猪谷駅周辺調査 地域住民とのミーティング猪谷歴史調査



まとめ ＴＵＩＮＳ

三方良し
• 学生、地域の方々、教育機関 → 環境にも
教育上の創意工夫
• 実際の企画・計画・生産に結び付くプロジェクトは限られる。→ 報道
機関やSNSを有効に活用しながら事業主体を見つけてプロジェクトを立
ち上げている。

担当教員の役割
• 教育者としての側面
• 地域の人々とのネットワークづくりから始まり、地域の人々と学生が協
働できるようにする建設プロジェクトマネージャー

その他
• 地域の人々と大学生が協働して進めていくプロジェクトは、空家問題を
解決する一つのプロトタイプ。→ 情報発信が重要

• コロナ禍の状況下、経営は大変厳しい状況で成り立っていない。→地域
で活用される特色あるレストラン、シェアハウス。

• 地域の人々が学生を育ててくれる。学生はいい顔している。
• 地域理解の活動、パネル製作や報告書作成など協働のノウハウが蓄積


