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This paper aims to clarify continuous participation of university lab. members on community development project named 
Maitamon Project which has been achieved on collaboration between university and local community.  The results as follows; 
1) The promotion system of lab. member is composed of the generalization section by graduate student/researcher, the CG 
making section by graduate student/researcher and the modeling and researching section by graduate student/undergraduate 
student. 2) Contents of work are the CG making and the modeling and the material to rouse the image to local community. 
3) Method of participation of undergraduate student/graduate student who changes place in a few years supports mentioned 
promotion system.
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1. はじめに

　近年、大学と地域が連携し、地域再生・コミュニティ再生

に取り組む事例が増加し、「まちなか研究室」や、大学発の

NPO 組織、地域へのまちづくり支援等が取り組まれている。

しかし、単発イベントの実施に終わる場合や本質的な問題解

決に至らない場合も多い。また、学生が関わる場合の継続性

の限界や就職の場を確保できない実態等、課題は多くある。

　本研究では、大学と地域の連携・協働の取り組みの中、大

学が地域再生を目指し、コミュニティづくりを行うプロジェ

クトに着目し、プロジェクトの推進において大学と大学研究

室が果たした役割や研究室メンバーの継続的な関与の内容を

明らかにすることを目的とする。特に、大学研究室が地域を

先導する際にとった手法と、それを実施した研究室メンバー

の作業内容、推進体制、入れ替わりのある大学院生や学部生

の関与方法に着目する。

　研究の方法は、舞多聞みついけプロジェクトに関する資料

の収集と、プロジェクトを実施した神戸芸術工科大学齊木研

究室（以下：研究室）へのヒアリングにより行った。

2. ガーデンシティ舞多聞プロジェクトの概要

　「ガーデンシティ舞多聞」は、神戸市垂水区に位置する公営

ゴルフ場（1960-1996）跡地の新規住宅地開発プロジェクトで

ある ( 図 1）。事業期間は 2002 年から 2015 年で、全体計画の

規模は約 108ha、計画人口約 8,400 人、計画戸数約 2,600 戸

となっている。第一工区となった「みついけ地区」は、その

中の約 6ha、平均約 220 坪の宅地 68 区画と街区公園、コミュ

ニティ施設等で

構成されている

（図 2）。他に第

二工区の「みつ

いけ南地区」、最

終工区の「てら

いけ地区」があ

る。

3. 舞多聞みついけプロジェクトの特徴と経緯、推進体制

　ガーデンシティ舞多聞は、「21 世紀の新・田園都市」を目

標に、周辺のニュータウンも含めた地域再生と新しいコミュ

ニティづくりを行っている。プロジェクトの特徴は、研究室

からの計画提案、周辺地域住民への周知・啓発活動、入居予

備軍（舞多聞倶楽部）の登録と近隣コミュニティグループづ

くり、地区・住居デザイン協定づくりと運用、コミュニティ

支援を行っている。プロジェクトの経緯を図 3 に示す。舞多

聞みついけプロ

ジェクトでは以

下の 4 つの段階

が見られる。基

礎調査・舞多聞

マスタープラン

（以下：舞多聞

MP）の作成から

周辺地域住民へ
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 図 2. みついけ地区の位置図

図 1. 舞多聞位置図
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の意向調査までの「基礎調査・MP 作成期」、公開講座を通し

た周辺地域住民を対象とした周知・啓発を行った「周知・啓

発期」、入居希望者を中心に向こう三軒両隣コミュニティを形

成する「コミュニティ形成期」、入居抽選後に空間デザインに

ついて議論した「地区・住宅デザイン作成期」である。

　また、事業実施は都市再生機構（旧都市基盤整備公団。以下：

都市機構）であるが、研究室からの各種計画等の提案と地域

住民の協力によって推進されている（図 4）。

図 3. 舞多聞みついけプロジェクトの経緯と 4つの段階

全体の流れ西暦 舞多聞地区全体 舞多聞倶楽部 みついけ地区 研究室主要メンバー
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9月(1)公開講座★

6月舞多聞倶楽部設立
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11月入居者募集

4月現地調査
　（小玉研、学科助手NY）

3月(1)緑地管理WS

6月(2)緑地管理WS

12月(3)緑地管理WS

5月 (4)緑地管理WS

住宅デザインヒアリング

8月(1〜6)グループWS★

11月(7)グループWS
10月現地見学会

2月(1)コミュニティWS★

3月(1)個別ヒアリング

5月(2)個別ヒアリング
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5月(2)コミュニティWS
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9月(4)コミュニティWS

12月入居者抽選

1月デザインWS
2月入居者決定
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　実施団体採用

9月みついけ親睦会

1月親睦餅つき会

5月自治会設立総会

3月まちづくり館完成

98年ゴルフ場跡地売却

3月都市計画決定
（土地区画整理事業等）

96年公団計画作成

4月都市計画変更
（みついけ：中層→低層）

12月みついけ造成決定

5月みついけ計画決定
（宅地：58戸）
10月みついけ計画変更
（宅地：58戸→68戸）

10月ゴルフ場跡地基礎調査
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図 4. 舞多聞プロジェクト全体の推進体制
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在も開催されて

い る（2009/03

現在）。公開講座

は、田園都市に

ついての知識を

深めてもらうこ

とや、舞多聞プ

ロジェクトの理

念や事業計画を理解してもらうことを目的としている。公開

講座（2003/09 〜 2004/06）の実施体制を表 3に示す。公開講

座では、参加者のイメージを深める為に 1/200 スケールの地

区・住宅模型（図 7）や CG 等が活用された。公開講座のプレ

ゼンテーションで使用された CG は研究員 JJ、1/200 模型 (大

きさ約 1400 × 2000mm) は院生や学部生が作成した。

4-4. グループワークショップ

　前項の公開講座の後、最小のコミュニティ単位となる向こ

う三軒両隣のグループ（約 6 世帯）を形成する為にグループ

ワークショップが開催された。舞多聞倶楽部の会員相互のコ

ミュニケーションからお互いの個性や傾向を把握し、敷地の

4. 大学研究室からの提案の実施体制

　舞多聞みついけプロジェクトの 4 つの段階を取り上げ、研

究室からの提案とその実施体制について記す。

4-1. 舞多聞マスタープラン

　舞多聞 MP は、2001 年 9 月に「新田園都市国際会議」が開

催され、その直後に研究室が都市機構から研究業務の委託を

受け作成された。舞多聞 MP の作成体制は、教授が全体の計画

を立案し、プレゼン

テーション CG の作

成を院生 JJ、旧ゴ

ルフ場の地形・自然

環境の基礎調査を大

学院生が行った（表

1）。作成された舞多

聞 MP に掲載された

CG を図 5に示す。

4-2. アンケート、パンフレット（2003/4）配布

　2002 年 11 月に「みついけ地区」が第一工区目に決定した。

その後 2003 年 4 月に、入居者を募集する前段階として舞多聞

地区の周辺ニュータウンを中心にアンケートとパンフレット

の配布を行った。アンケート／パンフレットの実施体制を表

2 に示す。全体計画は教授が行い、パンフレットに記載する

イメージ CG の作成を院生 JJ、アンケートとパンフレット（図

6）の作成を助手 NT、院生 JJ が行った。また、アンケート／

パンフレットは約 45,000 部配布されたが、その他の院生と学

部生でポスティングと地元婦人会の協力により配布された。

4-3. 公開講座

　前項のアンケートの回答者を中心に入居者予備軍として「舞

多聞倶楽部」を設立し、2003 年 9 月に舞多聞倶楽部の会員を

対象にした公開講座が開催された。公開講座は、継続して現

表 2. アンケート／パンフレットの実施体制

表 3. 公開講座の実施体制

 図 7.1/200 の地区模型 (約 1400 × 2000mm）

提案種別
期間
提案内容

アンケート／パンフレット配布
2003/04 配布数 約 45,000 部
全体計画 教授

院生 JJ
助手 NT
助手 NT、院生 JJ
院生、学部生、地元婦人会
院生、学部生

CG 作成
アンケート作成
パンフレット作成
アンケート配布
パンフレット配布

 図 5. 舞多聞 MP 掲載 CG

図 6. パンフレット

提案種別
第 1回 開催日
提案内容

提案内容

提案内容

提案内容

提案内容

提案内容

提案内容

提案内容

提案内容

研究室メンバーの役割

公開講座（2003/09〜2004/06）
2003/09 参加人数 29 組 38 人

第 2回 開催日 2003/10 参加人数 30 組 38 人

講師 齊木
「レッチワースと新・田園都市」テーマ

講師 小玉
「エコロジカル住宅と新・田園都市」テーマ

第 3回 開催日 2003/11 参加人数

19 組 28 人

22 組 28 人

22 組 36 人

講師 木村
「マッキントッシュの美しいデザインと

　新・田園都市」

テーマ

第 4回 開催日 2003/12 参加人数
講師 川北

「コミュニティデザインと新・田園都市」テーマ
第 5回 開催日 2004/01 参加人数

講師 齊木
「街並のデザインとガーデンシティ」テーマ

65 組 107 人第 6回 開催日 2004/02 参加人数
講師 齊木

「定期借地権を活用した

　コミュニティづくり」

テーマ

119 組 179 人第 7回 開催日 2004/03 参加人数
講師 川北、甲斐、葉山、今野、齊木

「ガーデンシティ舞多聞の未来と夢」テーマ

78 組 119 人第 8回 開催日 2004/05 参加人数
講師 齊木

「新・田園都市とガーデンシティ舞多聞」テーマ

108 組 181 人第 9回 開催日 2004/06 参加人数
講師 小玉、齊木、木村

「理想とする住宅のデザイン」
研究員 JJ

院生、学部生
他の研究室院生

テーマ
CG 作成

助手 NT、院生 MT・NM資料作成
模型作製

提案種別
期間
提案内容

舞多聞マスタープラン
2001/09〜2001/11
全体計画 教授

院生 JJCG 作成

表 1. 舞多聞マスタープランの作成体制

表 4. グループワークショップの実施体制

提案種別
期間
提案内容

グループワークショップ
2004/08〜2004/11 参加人数 111〜159 人／回
全体計画 教授

研究員 JJ
院生、学部生
助手 NT、院生 MT、研究員 NM
院生、学部生

CG 作成
模型作製
資料作成
会場運営

（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No.  8, 2009 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 8, May, 2009 

 

- 29 -



行い、核となる DC 院生／研究員が統括し、提案資料の作成を

行っている。個別の作業は、CG 等のイメージづくり（DC 院生）

や図面作成（DC 院生）、調査／アンケート配布（MC 院生、学

部生等）、行事スタッフ（MC 院生、学部生等）に別れ、作業

セクションの中では院生／学部生の入れ替わりがおきている。

統括するメンバーは研究室に 4〜 6年在籍し、舞多聞プロジェ

クト当初からの理念や経緯を充分把握した上で、作業セクショ

ンの院生／学部生に指示を出している。そのため、メンバー

の入れ替わりがあっても、作業セクションの質が確保されて

いる。また、ガーデンシティ舞多聞プロジェクトに取り組む

様々な専門ネットワークが作られており、研究室との連携が

図られている。そして、みついけ地区へ入居したコミュニティ

と統括メンバーとの密接なつながりが生まれ、各種 WS の実施

の際には、統括メンバーが提案をし、開催・サポートを行っ

ている。さらに、自治会設立や親睦会のサポートも行う非常

に濃密な関係性が生まれている。

6. まとめ

　舞多聞みついけプロジェクトの推進にあたって、以下の点

が明らかになった。

1）研究室メンバーの推進体制

　統括をする専門的能力を持つ院生／研究員と、CG 作成能力

に長けた院生／研究員、基礎調査や模型づくりを行う院生／

学部生の作業セクションに分かれる分業体制を持った推進体

制をつくっている。統括メンバーが複数名在籍し、コミュニ

ティとの濃密な関係をつくることによって、コミュニティづ

くりを先導していると言える。

2）作業内容

　前述した推進体制の元、舞多聞倶楽部の会員や入居予定者

に対するイメージ喚起、地区・住宅デザインを検討するため

の CG や模型・資料を作成している。これら事前段階での質の

高い提案資料により、入居予定者のスムーズな意識変化が起

きている。その結果、住宅建設・入居前からのコミュニティ

意識の形成に寄与したと言える。

3）学生／院生の関与方法

　前述の推進体制によって、1 〜 2 年で卒業／修了する学部

生／院生の入れ替わりを補い、大学研究室が関わる継続性を

担保している。また、MC 院生が DC へ進学したり、研究員と

なり統括メンバーとなることにより、舞多聞プロジェクトの

内容の継続性と、みついけコミュニティとの関係性の維持が

可能となっている。

状況を踏まえた上で 6 世帯で構成される 8 グループが形成さ

れた。グループワークショップの実施体制を表 4 に示す。研

究室メンバーは、CG や模型によるイメージ喚起や、KJ 法によ

る意見の集約等を行った。

4-5. コミュニティワークショップ

　前項のグループワー

クショップで形成され

た 6 世帯単位で入居申

請が行われ、抽選を経

た後に入居が決定した。

入居決定後に具体的な

みついけ地区のデザイ

ンや住宅デザインの

ルールを検討するコミュニティワークショップが開催された。

コミュニティワークショップの実施体制を表 5に示す。また、

コミュニティワークショップで検討された 1/100 模型の写真

を図 8 に示す。コミュニティワークショップで検討され、合

意された内容は建築協定、緑地協定等のデザインガイドライ

ンとなり締結された（図 9）。

5. 大学研究室の推進体制

　4 章で分析した研究室からの提案の実施体制をまとめたも

のを図 10 に示す。研究室では教授が全体の方針決定と総括を
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1)「大学周辺地域まちづくりにおけるまちづくり主体の関係性の変遷と実

態に関する研究　新宿区西早稲田周辺地域を対象として」、内田友紀・
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2)「大学と地域の継続的関わりによる自立型まちづくりの展開プロセスと
方向性（北海道積丹町余別地区）大学と地域の連携による地域再生に関
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リングを実施。

研究室

DC 院生

研究員

統括

資料作成

舞多聞

地区

みついけ

地区

コミュニティ

DC 院生
イメージづくり

DC 院生
図面作成

MC 院生、研究室学部生、
その他学部生

模型づくり

MC 院生、研究室学部生、
その他学部生

調査・アンケート配布

MC 院生、研究室学部生、
その他学部生

行事スタッフ

総括・全体方針 教授 都市機構

神戸市

まちづくり
コーディネーター

建築
ネットワーク

エコ
ネットワーク

グリーン
ネットワーク

HP
ネットワーク

作
業

セ
ク
シ
ョ
ン

図 10. 研究室スタッフの体制

表 5. コミュニティワークショップの実施体制

提案種別
期間
提案内容

コミュニティワークショップ
2005/02〜2005/11 参加人数 38〜76 人／回
全体計画 教授

研究員 JJ
院生、研究室学部生
助手 NT、院生 MT、研究員 NM
院生、学部生

CG 作成
模型作製
資料作成
会場運営

図 8. デザイン検討用の住宅模型

図 9. みついけの各種協定、デザインガイドライン
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