
リノベ＠大正区 
Hirao Renovation Project 



消滅可能性都市 



リノベ＠大正区 



 リノベーション ： 
 既にあるものの可能性を発見し、単に建物を改修するだけでなく、 
 新しい使い方や価値観を創造し、建物を改変していくこと。 

After 
靴の販売メーカーのオフィス、
兼ショールーム 



平尾商店街 

大正駅 

平尾バス停 

大正橋バス停 

おきなわフードや伝統芸の 

発信基地・平尾商店街 



平尾商店街とその周辺地域に定住する住民・商店を増やす 

まちづくりキャンプ 
（遊休不動産の活用） 

定期市 
（テナントの誘致） 

& 

Purpose 

Method 



②実店舗への 
テナント出店希望者の 

呼び込み 

①定期的な 
のきさき市の開催 

③不動産流通支援 

④まちづくりキャンプによる 
商店街のリノベーション 

⑤商店街や地域の空き家の 
リノベーション提案 



まちづくりキャンプのしくみ 

遊休不動産 
オーナー 

  
 レクチャー１：大正区、平尾の状況 
 レクチャー２：リノベビフォー・アフター 
 レクチャー３：事業収支 
 レクチャー４：新しい働き方、経営の仕方 
 レクチャー５：募集の仕方 
 

リノベ工事、 
テナント募集 

プレゼン 
テーション 

 レクチャー６： 
ＤＩＹワークショップ 

受講生 

講師 

実践化 



地元 
商店街 

池田知子 

（広告） 

大阪市大 

（横山研） 京都大学 

（高田研） 

馬場正尊 

（建築家） 

川幡祐子 

（大正区） 

地元企業 

（大阪パレッ
ト工業など） 

丸順   
不動産 

リノベ達人 
（講師） 

リノベーションスクール
講師兼ディレクター 
リノベ住戸・店舗設計、 
建築アドバイザー 

不動産の流通化支援 
（広報、あっせん等） 

全体ディレクション 

会計 
地元商店街との調整 
のきさき市アドバイス 
広報・実施支援 

空き家調査、リノベ住戸
設計、建築アドバイザー 

空き家調査、リノベ住戸・店
舗設計、建築アドバイザー 

セルフリノベーションの 
支援 

まちづくりキャンプのサポーター 



まちづくりキャンプに向けた取り組み 



  

７６戸 

平尾商店街 

第２回シンポジウム｜空き家調査報告 





 

Before 



大正区 



実際の案件や場所を対象に、 

それぞれのテーマに分かれ、 

実践的に事業や空間のプランニングを行う。 

まちづくりキャンプとは？ 

3日間で、 

まちづくりや地域再生のメソッドを 

実践的に学び、考え、次の一歩につなげる場。 



まち歩き 

街の人に、もっと街を好きになってもらうためのまち歩き。 
店や空き家の背後にあるストーリーを踏まえて紹介することで、そ
の街を好きになるきっかけを与える。 

関心をつくる 

トークプログラム 
マインドを 
つくる 

街のこれからのゴールイメージを共有する。 
建築、リノベーションの事例、メディア戦略、マーケティング経営、事業収支、
DIY、実際に街で活動する人やお店の声など、 
まちづくりに必要なマインドを、多角的に伝える。 

実践する 

本気のセルフリノベ 

商店街倉庫を舞台に３日間のセルフリノベーション 

商店街再生戦略 

街への可能性を示す 

小さなカフェプランニング 

自宅や小さな店舗で始められる飲食の事業計画を立てる 

新しいカルチャーと実践者を育てる 

リノベーションプランニング 

商店街の課題抽出から解決策まで一貫して考え
る 

実際の空き物件を舞台に事業計画を提案 

ワークプログラム 



ワークプログラム 

コース1  商店街再生戦略コース   ：参加者５名 

コース2  小さなカフェプランニング ：参加者４名 

       コース 

コース3    リノベーションプランニング：参加者７名 

      コース 

コース4    本気のセルフリノベコース ：参加者14名 



トークプログラム 

Central East Tokyo 地域再生の道筋（スピーカー：馬場正尊、大我さやか）  

大阪沖縄の歴史を知る (スピーカー：仲村隆男） 

地域再生のシンプルなメソッド   （スピーカー：加藤寛之） 

手づくりの暮らし        （スピーカー：久米真理、川幡祐子、小正茂樹） 

自分の街をもっと好きになろう！ー空堀町でのトライアル  （スピーカー：梅山晃
佑） 手づくりの暮らし        （スピーカー：久米真理、川幡祐子、小正茂樹） 

小さなお店のつくり方ー大正区のリアルプレイヤーラウンドトーク 
  （ゲスト：三上賢治（アバロンスパイラル）×奥谷宮（ho-ho）×大城由美（プラ
リ））   
  ナビゲーター：小山隆輝） 公開プレゼンテーション 
審査員：大正区長、馬場正尊、木下斉、泉英明、平尾商店街代表他 
ナビゲーター：中川和彦 （スタンダードブックストア）  

古いまちづくりOSに革新的なアプリは乗らない（スピーカー：木下 斉） 



タイムスケジュール 

2.5時間 

1時間 

4時間 

4時間 



コース1  商店街再生戦略コース 

チューター 

加藤 寛之 
サルトコラボレイティヴ 代表 

大正区・平尾商店街を舞台に、商店街の現在の課題、状況を明らかにした上で、商店街を
再生するためのビジョン、仮設、具体的なスキームやツールを組み立て、リアリティのある戦
略をプランニングする。最後に商店街振興組合に対してプレゼンテーションを行う。  



 



コース2  小さなカフェプランニングコース 

チューター 

吉野 智和 
エクスクラメーションスタイル 

代表 

大正区・平尾エリアに増え始めている小さなお店。自宅で始められる小さなカフェの企画と
事業計画を行う。参加者自身の自宅または希望出店店舗を舞台として、事業のビジョン、ビ
ジネスプラン、デザイン、事業収支計画など地域に根ざしたカフェプランニングを行う。  



 



平尾の人情が見えるカフェ 

ベーグルカフェ コース２提案 



コース3  リノベーションプランニングコース 

チューター 

小山 隆輝 
丸順不動産 代表 

大正区・平尾エリアにある元理髪店の空き物件を対象に、まちの新しい魅力となるリノベー
ション事業を構築する。事業企画・リーシング計画・事業収支計画・リノベーションプランニン
グ・PR戦略などを構築する。最後に物件所有者や銀行（リノベーション事業投資に対して融
資する）に対してプレゼンテーションを行う。  



 



賃貸スペース 貸し農園 
オーナー 

地元・大正区
の不動産会社 

ショップ
オーナー ショップ

オーナー 

ショップ
オーナー 

一括借り上げ 

賃  貸 

空き家の賃貸化計画 コース３提案 



コース4  本気のセルフリノベコース 

チューター 

中山 雄介 
SHU建築  代表 

平尾商店街の空き倉庫を舞台に、新しい商店街の顔となる象徴的な場をDIY で作り上げる。 

空間の使い方やアイデアを膨らませながら、ちょっとしたコツや工夫で空間を魅力的に輝か
せるためのスキルや見せ方を修得する。自ら作り上げる経験を通して、ものづくり・空間づく
りの喜びを実体験する。  



Before コース４ 



After コース４ 



 



トークプログラムの様子 



まちキャンプおよび3度のシンポジウムで参加者計550名 
（区外・府外を含む）が地域に訪れた 

商店街倉庫が魅力的なスペースにつくり変えられた 

商店街でベーグルカフェ出店を希望する参加者が現れた 

空き家の賃貸化に向けた事業を立ち上げ 

多方面でのメディア露出により地域イメージを広く発信 

商店街の意識が変化 

まちキャンプの成果を見学に来る人が現れた  

リノベ＠大正区の成果 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 



リノベ＠大正区に参加・協力いただけた地域関係者は、 
限られた商店街店主・地域住民のみに留まった。 

リノベ＠大正区の課題 

より多くの地域住民を巻き込むことができれば… 

得られた成果【 事業・空間・アイデア 】を地域が広く共有し、 
主体的に発展していくことが可能である。 

今後の地域活性化のキーポイント 



地域の魅力や課題を的確に捉えることが必要であったため頻繁に足
を運び、地域や行政の方々と議論し、徐々に信頼関係を築けたことが
円滑な連携に作用したと思われる。 
 
連携（空き家調査・倉庫工事）が地域の商売や暮らしの迷惑にならな
いようプロジェクトの進め方を適宜修正していった。 

地域連携を効果的に進めるポイント 

連携の要となるキーマンとの信頼関係を築く 

・ 
 
 
 
・ 



① 社会科学的な評価、課題抽出への期待 

地域連携のメリット 

・過去の経験を活かした空き家調査の実施 
・客観的なデータ解析による課題抽出 



引用：http://cyclist.sanspo.com 

②高齢化の進むエリアへの新しい価値観の導入と 
 地域資源の再評価 

地域連携のメリット 

「若い人が来て、活気づいてうれしい。」 
「自分たちには考えられない新しい提案をしてほしい」 
「地域の資源がこんな使い方をできると気付きがあり、自信につながった」 



③地域住民による地域づくり参画のきっかけに 

地域連携のメリット 

リノベーションした商店街倉庫は、地域の婦人会や、コース参加生の集いの 
場に。商店街と活用策を検討中であるが、商店街以外の地域住民がこの場所 
をどのように使いたいかを積極的に検討し、アイデアをまとめている。 



④メディアによる波及効果 

地域連携のメリット 

話題性の高い今回の事業によって、TVや新
聞など、波及効果が高いメディアに大きく取り
上げられた。区内はもちろん、他地域に対し
ても大正区の可能性、実践的なまちづくりの
取り組みを伝えることができた。 

読売テレビ かんさい情報ネット ten. 2/12放映  大阪日日新聞 2/1掲載 



コース参加者アンケートより 

参加者の声 

Q１.今回のまちづくりキャンプに参加した動機は何ですか？ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

１.  リノベーションまちづくりに興味があったか

ら 

２.  地元で今回の経験を活かした実践的な活

動をしたいと考えているから 

３.  大正区で行われているリノベーションまちづ

くりに興味があったから 

４.  空き物件をリノベーションし、事業を実施す

ることを考えているから 

５．その他 

・リノベーションまちづくり、地元での活動に活かしたいなど、 
 実践に意欲的な参加者が多かった。 
・区外からの参加者が多かった。 

n=16 



参加者の声 

Q２.まちづくりキャンプ受講後に、 
 リノベーションまちづくりに対しての 
 考え方は変わりましたか？ 

・考え方が変わったという方が8割 
・まちづくりに対して、参加者に考え方、 
 意識の変化を促す効果が高かった 

１.変わっ
た 81% 

２.変わら
ない 6% ３.わから

ない 13% 

１.変
わった 
67% 

２.変わ
らない 

0% 

３.わか
らない 
33% 

Q３.まち歩きなどをして、大正区平尾商店街 
エリアに対してどのようなイメージをお持ち 
になりましたか？ 

・街のイメージを変えるには3日間では 
 なかなか難しいことが分かった 



参加者の声 

まちづくりを行えるのは公的機関だと思っていましたが、地域それぞれの小さな
事業があってこそまちが成り立っていて、実はそれがまちづくりにおいて大切だと
いうことが分かりました。  

Q２. まちづくりキャンプ受講後に、リノベーションまちづくりに対しての 
考え方は変わりましたか？（自由記述・代表例） 

「地域に根差したまちづくり」という漠然とした認識でしたが、お店を通じてその地
域とどういう関係を作り、地域にどういう「良い流れ」を作りたいのかを一人一人
が考え、皆でまちを「経営」していくという、具体的なイメージができるようになった
と思います。  

受講するまで集客イベントをして、たくさんの人を呼ぶ事がまちづくりだと思ってい
ました。  

「自らが実践する」「持続可能なまちづくり」「まちづくり経営」など、 
参加者の意識に確実な意識変化がみられた 



参加者の声 

思う・少し思うが８割を超えた。元々事業をしたい人が参加していること 
もあれば、今回のキャンプで事業をしてみたいと思う人が増えた。 

１.思う 
56% 

２.少し
思う 
31% 

３.思わ
ない 
13% 

４.全く思
わない 

0% 

Q４．今後、空き店舗などを活用して事業を実施したいと思われますか？ 



参加者の声 

事業収支への理解はやや少ないが、他の事業に必要な知識や実践が 
バランス良く経験できた 

Q５．今回のまちづくりキャンプで学ぶことができた知識、技術や経験は何 
   でしょうか？ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

１.建築不動産企画 

２.事業計画の組み立て方 

３.プロジェクトファイナンス 
（事業収支） 

４.空間デザイン 

５.プレゼンテーション 

６.リノベーション施工技術 

７.プロモーション計画  

８.チームビルディング 
（効果的な組織作り） 

９.その他 



１ 

のきさき市「ぐるっと！ナイト」の狙い 

●空店舗の増加、商店街機能の低下が問題⇒空き店舗の軒先活用、イベント定例化 

  各店舗の個性の強化、観光性商店街としての多方面からの集客と回遊性の訴求をはかる。 

●前回２回実施に続いて、第３回目１月３１日（土）は「まちづくりキャンプ」参加者とも交流する。 

●食べ歩きをベースにした、町歩きツアーもレギュラー化して、地元の商店街ファンを増殖する。 

●完成した「大正リノラボ」を今後の集会・イベント・トライアルショップの「サロン」として活用していく。 

平尾ならではのカラフルなＢ４チラシの折り込みと 

大正区役所・町会・沖縄県人会など地元の皆様を中心に、 

駅貼り・バス停留所貼り・ＨＰ告知などの、 

地域密着型広報活動で各イベントを盛り上げました。 

おかげさまで、定期的な開催と集客がはかれており、軒先屋台数も増加しています。
（２０１５年１月３１日は１８店舗／次回は３月予定） 

「ぐるっと！ナイト」は、 
平尾商店街の特性を生かした軒先市とイベントの総称。 

平尾だから実現できる回遊性を生かし、 
周辺の飲食店を巻き込んだ食べ歩き・ 

町歩きツアーのファンづくりをめざして開催。 



２ 

ぐるっと！ナイト販売促進ツール  

①折り込みチラシ 

   

②イベントステージＰＯＰ 

 

       

・折り込みチラシＢ４カラー 
  表面：ぐるっと！ナイト告知 

・折り込みチラシＢ４ ２色  
    裏面:１００円商店街 
  （同時開催しました。） 

・屋台風景（喜たこ） ・屋台風景（どて焼き） ・屋台風景（窯焼きピザ） ・屋台風景（沖縄グッズ） 

・大正平尾  
リノラボ 
（工事風景） 
平尾商店街倉庫改装 



◆ぐるっと！ナイトコンサートライブ 

         タイムスケジュール詳細 

 実施日 ：２０１５年１月３１日（土）１０:００～２０：００ 

 実施場所：サンクス平尾(平尾商店街)ドーム下特設ステージ      

 午前の部：１０:００～１２：００ 

 ＜大正Ｔ１グランプリ ファイナリストライブ＞  ※ステージ展開別途 

  １０：００～栗原拓也    ２０１０年ファイナリスト 

  １０：３０～あいりん    ２０１４年グランプリ 

  １１：００～４６１もんぶらん２０１４年グランプリ審査員特別賞 

  １１：３０～森ゆきこ    ２０１２年準グランプリ 

 司会進行：大木はんすけ（大木こだまさんの弟子さん）   

午後のⅠ部：１５:００～１７：００ 

 １５：００～大正琉球会「沖縄エイサー踊り」   ※ＣＤ持ち込み 

     ３０分～４０分程度  途中休憩あり 

 

 １５：４５～天王寺動物園１００周年記念特別応援企画 

       あにまどーる   ※ステージ１５分 ＣＤ販売誘導 

                ※ステージ展開別途 

       １５分ステージ  ＣＤ販売１６:００～１６：３０ 

 

 １６：３０～(笑)ダンススタジオＪ＆Ｍ 大原先生＆井坂先生  

※ＣＤ持ち込み  

                自己紹介はマイク１本で自社にて 

                ※舞台中央に印が必要 

                ※早変わり用パーテーションもしくは   

                 スペース必要(確認) 

  １７：００～大阪エヴェッサチアダンススクール BT‘S（ビッツ） 

                ※原稿持参 司会にて読み上げる 

                ※１曲ごとにスタートは手を上げる 

       キッズダンス２曲 ガールズダンス２曲 

合同１曲の合計５曲※CD 持ち込み  

                                      

午後のⅡ部：１９:００～２０：００ 

                司会進行：池田知子 

       Ｔ１グランプリ羽地直子＆シークレットゲスト 

       ぐるっと！ナイトな世界へ 

・Ｔ－１グランプリファイナリストライブ 

・あにまどーるステージ風景 

ぐるっと！ナイトステージ風景  

・大阪エヴェッサチアダンススクールライブ ・てるやんパントマイム風景（飛び入り） 

・司会進行風景（ＭＣと大正琉球会） ・（笑）ダンススタジオＪ＆Ｍライブ 



end 


