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事業の目的

商店街実態調査
平成30年度中小企業庁委託調査事業

事業の目的

駅から最も近いにも関わらずシャッターを閉じるお店が多い商店街において、空き家、空き区画を活用することにより地域を活
性化することを目的とする。

事業内容

対象の三軒家中央商店街、三泉商店街は、１階が店舗、２階が住宅である「店舗併用住宅」で構成されているが、シャッターを
閉じるお店が多い。全国的に見ても１階は閉じているが２階に住んでいる、あるいは空いているが貸したくないと言われてい
る。そこで、所有者の実態把握と、一部のみ貸してもらう意向があるかどうかを把握し、空き家活用につながるための普及啓
発、事業を実施した。

具体的な事業内容

① 空き家活用セミナーの実施（対象：空き家所有者）

② 大正区の魅力を伝えるまち歩きツールの報告とWSの開催（対象：対象エリアに興味を持つ所有者・住民・移住者・創業者）

③ 空き家、空き区画の所有者アンケート、ヒアリングの実施（対象：三軒家商店街、三泉商店街オーナー）

④ 空き家、空き区画への入居を促すイベント「のきさきあるこ 」の実施（対象：大正区内空き家利用者）

⑤ 空き区画のプランの提示（対象：大正区内空き家利用者）

⑥ HPでのセミナーやイベントの報告による活動の周知と需要の掘り起こし（対象：主として空き家所有者）
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活動エリア

活動エリアの場所 大正区、港区を中心とした大阪市内

活動エリアは大正区、港区を中心とした大阪市内である。ただし、空き家、空き区画の所有者アンケート・ヒアリングの実
施、空き家、空き区画への入居を促すイベント「のきさきあるこ」の実施、空き区画プランの提示については、大正区内
の三軒家中央商店街と三泉商店街である。

大正区、港区の特徴

中小の工場が立地しその廃止や休業により、大正区では人口が減少している（２３区内１位）。少子・高齢化が進み、
空き家が多い。

長屋や戸建てが多く、老朽化している。

商店街はかつて工場労働者により賑わいがみられたが、区内の商店街の多くが衰退している。大正駅からも最も近
い商店街であっても、シャッターを下ろしたお店が半分以上である。
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構成事業者及び役割分担（実施体制）

構成事業者名 担っている役割

川幡 祐子
(一社）大正・港エリア空き家活用協議会

事業全体の統括、セミナーの企画、セミナー講師、相談会に
おける相談員担当。のきさきあるこ実施。

水谷 光佑
（株）クル

のきさきあるこ総括、セミナー講師。

三浦 研教授 研究室
京都大学大学院工学研究科建築学専攻

三泉商店街アンケート・ヒアリング総括、のきさきあるこ実
施。セミナー講師。

西村 匡史
(一社）大正・港エリア空き家活用協議会

相談会における相談員、空き物件値付け。

弘本 由香里
(一社）大正・港エリア空き家活用協議会

セミナー企画、司会進行、相談会における相談員。

岡 絵理子教授 研究室
関西大学環境都市工学部建築学科

まち歩きツール企画運営、セミナー講師。

大正区役所、港区役所 広報支援。
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実施内容 ①空き家活用セミナーの開催

空き家活用セミナーの開催

オーナーを対象とし、「空き家をどうする？解決のヒントが見つかるセミナー」と題し、活用するために解決しなければな
らない課題別のセミナーを計７回開催した。セミナー終了後に個別相談も実施した。

１０月１日：今ならまだ間に合う財産の引き継ぎ方〜相続と家族信託〜 参加人数１３名、個別相談１名

１０月２日：がんばる家主の空き家活用術 参加人数１７名

（→下図参照：老朽空き家を引き継いだオーナーが斬新な企画により空き家解消した事例を紹介）

１０月９日：空き家活用術〜異業種から参入・民泊の作り方〜（→実際の民泊再生物件会場で実施。）参加人数２１名

１０月１１日：空き家の片付け、不用品処分依頼のコツ 参加人数１２名

１０月１７日：空き家活用に役立つ制度の紹介 参加人数１２名、個別相談１名

（→市役所住宅政策担当が使える制度を説明）

１０月２６日：賃貸空き家の入居率アップの方法と契約の工夫

参加人数３４名、個別相談１名

１１月１日：空きスペース貸しませんか？〜調査結果と貸し方提案〜

参加人数１６名

10/2開催の「がんばる家主の
空き家活用術」の中の再生事
例（ビフォー：住宅）

（アフター：店舗）事業収支
か大幅アップした。
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実施内容 ①空き家セミナーの開催

10/9開催セミナーの会場となった民泊 10/9開催セミナーの会場となった民泊

10/1 会場風景 10/26会場風景
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実施内容 ②大正区の魅力を伝えるまち歩きツールの報告とWSの開催

まち歩きの際に与えられ
た地図（聞き取りで探し
て行くためあえて情報が
少ない）

左 下調べの際は自転車を利用した
左下 学生の発表の様子
右下 参加者全員で「どんな場面で使えるか」
「どんなミッションがありそうか」を出し合っ
た。

大正区の魅力を伝えるまち歩きツールの報告とWSの開催

地域の魅力を伝える手法を伝えるため、関西大学工学部建築学科岡研究室と共同で、１２月１０日に「まち歩きを遊
んで学ぼう＠大正区」を開催。地域の魅力を発見するツールを提案した。教育関係者、まち歩きのガイド、地元まちづ
くりの担い手などが集まった。

ガイドがあらかじめ準備したまちの見どころを見て歩くのではなく、グループに情報の少ない地図を渡し、時間を区
切って参加者にミッションが与えられ、これを聞き込みなどで探していくゲーム感覚のまち歩き。まちの人とコミュニ
ケーションをとり、自ら答えを見つけることで、まちに主体的に関わる新感覚のまち歩きツールを開発し、報告した。

報告の後、このツールを使ってどんなプログラムが考えられるか、参加者とともに考えた。
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③30分ごとにミッションが出される

ミッションが届き、それらのクリアを目指す

合計11個

実施内容 ②大正区の魅力を伝えるまち歩きツールの報告とWSの開催

大学生が考えた大正区のまちあるきのミッション
これが参加者に３０分ごとにラインで送られてくる。
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店主の方と大正区についてお話ししてみる
ラジオ体操中のおばあちゃんに
オススメの店を教えてもらう

暖簾に惹かれて入店

大正区は陸の孤島だ！

「地元っぽい店でご飯を食べよ」の
ミッションで街に繰り出す参加者たち
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実施内容 ③空き家、空き区画の所有者アンケート、ヒアリングの実施

20代
1人

40代
3人

50代
9人

60代
15人

70代
21人

80代
16人

回答者の年齢

住んでいない
27件
40%

物置として
利用してい

る
12件

物置として利
用していない
20件

在庫置きに
している
9件

住んでいる
41件
60%

商店街での居住状況

左 半分以上シャッターが閉まり、通行路に
なっている。

右 聞き取り調査の様子

空き家、空き区画の所有者アンケート、ヒアリングの実施

京都大学三浦研究室、株式会社クルと協働で三軒家中央商店街、

三泉商店街の建物を占有している方（所有者、借家人）を対象に、

間貸し、のきさき貸しの意向があるかどうかの調査を実施した。

聞き取りができた物件の多くでは、店主の高齢化が進み、こどもは

すでに世帯分離した年代が多かった。こどもは別の仕事についていて、

現店主の代で商売を終えると回答する方が多かった。

また、貸すことについては否定的な意見も多かったが、駅から遠い「三

泉通商店街」で貸してもいいという意向がやや多かった。貸したくない

という理由は「わずわらしい」「貸して退去せずに居座った例を見ている

ので嫌だ」「すでに１階も居住用に使っていて貸すスペースがない」など。
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実施内容 ③空き家、空き区画の所有者アンケート、ヒアリングの実施

【アンケート、ヒアリング結果から得られたこと】

高齢者にやさしい商店街であること

商店街のコミュニティは、今なお残っていることがわかった。

かつて賑わいのピークであった時代には、クリスマスやお盆の飾り付け、セールの準備などを助け合っていた。

配達用トラックを商店街で購入し共同で宅配サービスをしていた。

商いを通じてお互いに助け合った間柄はいまも残っていて、いまは店は閉めたが住んでいる方、営業中の方など様
相は変わったが、それでも顔をあわせるとお互いをあだ名で呼び合い、井戸端会議をする様子が見られた。中には、
ちょっとした用事を頼んだりする様子も目撃した。

顔なじみのお客さんも一定数いて、会話を楽しむようにゆっくり世間話をして、買い物をする光景が見られた。

店側も高齢者の嗜好に合わせた商品、小ぶりサイズのラインナップなどの工夫をし、シャッター前には休憩用のベン
チがあるなど高齢者にやさしい場所となっている。

新規出店の兆し

駅から近い三軒家中央商店街では、新しい業態がいくつか出店していた。

最も多かったのは民泊やゲストハウス。商店街内にもその近辺にも見られた。外国人観光客が歩いている光景も見
られた。

猫カフェ、エクステの店なども見られた。新規出店者からは、「空きスペースを借りて新規出店者が増えればいいの
に」という意見が聞かれた。

のきさきを借りて限定日に商売をする店の存在

三泉通商店街では、軒先を借りて、週に数日、出店するケースが見られた。紀州の野菜、果物、加工品（梅干しなど）
の出店と、たい焼きや和菓子を売る出店で、いずれも賑わっていた。
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実施内容 ④空き家、空き区画への入居を促すイベント「のきさきあるこ」の実施

空き家、空き区画の
活用意向アンケート

物件の集中する
エリアにおける

のきさき市（のきさきあ
るこ）の開催

• 利活用意向のある物
件の抽出

• のきさき貸しの承認
• 商店街の承認
• 出店者の募集・広報
• 保険所の承認

利活用可能空き家
の拡大

出店者の募集

• のきさきあるこの来客数の確認
• 需要の確認

空き家、空き区画への入居を促すイベント「のきさきあるこ」の実施

【実施背景】活用意向のある場所で社会実験を

商店街での新規出店の兆し、のきさきや空きスペースを貸してもいいという方々のご好意を受け止め、商店街での潜在
的な購買需要はあるのか、また、人出が多ければ、今後、商店街内でスペースを借りてお店をやりたいという方が出てく
るのではないか。そんな思いから、まずは社会実験として軒先を借りてマルシェを開催してみようということになった。

時期は、学生の強い想いに動かされ、準備期間２ヶ月半というタイトなスケジュールではあるが、11月29日30日に開催
することになった。

【実施に向けて】開催場所、開催期間を決め、マルシェ名を「のきさきあるこ」に決定

「雨風をしのげるアーケードが特徴であり、どことなく暗い雰囲気も照明や建築の工夫で、雰囲気のあるものに作り変え
られるのでは」、「のきさきを借りて歩いて楽しい空間を演出したい」、「日頃は通行経路としての利用が中心になってし
まっているが、違うお店がきたらどれぐらい人が来るか見たい」という学生の思いが詰まったネーミングになった。

【実施に向けて】役割分担の決定

学生がこれをもとにロゴ、ポスター、店舗配置計画、屋台の設計施工を担当。

一社）大正・港エリア空き家活用協議会では、保健所の手続き、出店者募集、軒先がし所有者との調整を行った。フェイ
スブック、インスタグラムでの広報は大学、一社）大正・港エリア空き家活用協議会で実施した。
株）kuruは全体アドバイスとサポートを担った。
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屋台制作に地元企業が全面協力

屋台の設計を大学側で進め、骨組みには木材を利用することになり、地元材木事業者に協力を依頼した。骨組み加工の
相談をするうち、材料調達だけでなく、施工方法のアドバイス、材料加工の場の提供など、多大な協力をいただいた。

ロゴ入りの天幕、共通看板、ポスター製作も並行して学生が行った。

実施内容 ④空き家、空き区画への入居を促すイベント「のきさきあるこ」の実施

学生設計・施工の屋台
軽量で組み立てやすいように工夫した

上 工場の一画を借りて加工
下 地元木材事業者に木材接合のア
ドバイスを受ける学生たち

学生製作のポスター
区役所にはバス停留所ごとに、出店
者は手まきで配布いただいた。
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実施内容 ④空き家、空き区画への入居を促すイベント「のきさきあるこ」の実施

＊設営当日は並べ方を若干変更した。
出店者写真

出店者は地元店舗が参加。

出店者募集には、他のマルシェイベント等を参考に募集要項を
作成。フェイスブックでの告知とともに、口コミで知り合いに声を
かけた。１０店舗の出店目標としたが、最終的には１２店舗の
出店があり、８割は地元大正区のお店であった。

「集い」「たまる」イートインやベンチも配置。

出店者の配置計画には、屋台の配置の他に、商店街を通る人
たちが賑わいや楽しい雰囲気を感じるため、イートインスペー
スを作り、屋台と屋台の間にはベンチを配する計画とした。

商店街も全面協力、出店者も広報支援

「のきさきあるこ」の開催を計画した直後に、商店街に相談に行
い、すぐに承認をいただいた。商店街振興組合事務所のトイ
レ、水道、ベンチ、テーブルの貸し出し、広報などで協力をいた
だいた。

また、出店者は大正区内のお店が多かったということもあり、
地元へのチラシ配布や口コミなどの協力をいただいた。
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実施内容 ④空き家、空き区画への入居を促すイベント「のきさきあるこ」の実施

２日間での参加者は約１,000名。閉店時間
を待たず、売り切れる店が続出。

子ども連れの来場者が多く、「子ども向けの
出店メニューやワークショップを増やして欲
しい」との意見も。

自転車の通行と滞留する人とが接触しそう
な場面があった。

次に開催する場合には、区間だけは自転車
通行を禁止するなどの工夫が必要。

潜在的な購買需要は十分にある。

当日は人出も多かったが、客層は高齢者に
限らず若年世帯も多かった。

魅力的な店舗やメニューを用意すれば、購
買需要があることが証明できた。

また、商店街からは来年もやってほしいとの
意向があった。近隣商店街からも参加した
いという意向も聞かれた。

今後継続して行うことで、商店街内の空きス
ペースや間貸しの活用に繋がることを期待
したい。

学生たちの設営の様子 出店屋台の隙間にベンチを設置

早々に売り切れが続出
魅力的なワークショップを
開催し、賑やかさが増した
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実施の内容 ⑤空き区画のプランの提示

イートインに貸し出していただいた空き物件は、所有者が貸す意向を示され、
採寸と改修プランを提案した。

住所：大阪市大正区 三泉商店街内 （駅から徒歩１５分）

構造：木造１戸建２階

家賃：11万円/月

現状（ビフォー）： １階 元店舗、トイレ、 ２階 キッチン、６畳和室

再生後（案）アフター：

１階は、バー兼ダイニングレストランなど飲食店

２階は、宿泊施設

＜立地特性＞

大阪まで１２分、新今宮まで５分であり、大阪の中心拠点までに近い位置に
ある。

近くの飲食店は、立ち飲み屋や居酒屋などがある。

「タグボート大正」が駅前にでき、若者にも注目のスポットになりつつある。

周辺には民泊やゲストハウスが増えつつある。

一方で下町情緒が残り、どこかのどかな雰囲気がある。

＜再生例の内容＞

再生例としては１階を飲食店に、２階を４人定員の宿泊施設とした。

２階を宿泊施設とすることで、飲食経営の収支を改善する足しになる。

外国人観光客だけでなく、京セラコンサートに遠征する日本人をターゲット
にする。
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実施の内容 ⑥ HPでのセミナーやイベントの報告による活動の周知と需要の掘り起こし

空き家活用意向のある所有者の問題解決の糸口になり、特に大正エリアの空き家活用需要を堀り起こす道筋につな
げるため、実施した内容をHP上で広く発信した。
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事業実施にあたっての特徴や工夫

空き家活用セミナーに関しては、所有者が空き家を活用する前段階として講じないといけない内
容のうちから、特に重要なテーマを過去の相談等から洗い出し、第一線の専門家に講師を依頼し
た。また、活用事例についてはできるだけ大正区にあるような戸建てや長屋建の事例を出しても
らい、実際の長屋を民泊に再生した会場でセミナーを開催した。さらに、今後、一層の増加が予
想される市場に流通する賃貸住宅の空き家は、管理実績のプロから空戸解消のノウハウを伝授
してもらった。

広報に関しては、区役所に依頼して、港区内、大正区内の公共施設等に配布し、また広報誌にも
掲載いただいた。

大学と連携することで、イベントを短期間で実現することができた。また、実施内容については、
学生のセンスや新しい価値観を盛り込むことができ、イベントの手法やデザインは従来のものと
は異なった新しいアウトプットができ、結果として若年層のニーズに合致したイベントを実現でき
た。

空き家、空き店舗に調査した結果、空いているにも関わらず、ほとんどのオーナーは、売却や賃
貸に前向きとは言い難い状況であった。空いていても困っていないオーナーがほとんどだった。さ
らに、誰しもがこのエリアで商売をしてももう流行らないと思っている現状もあった。そこで、このエ
リアで購買意欲があることを証明し、空き家の活用意欲をオーナーから引き出す必要があった。
出店者集めからPRまで私たちメンバーで行い、また、大正区や地元企業（木材卸）まで巻き込
み、のきさき屋台「のきさきあるこ 」として取り組んだ。メニューも現在の商店街では購入できない
品目を意識して集めた。（結果、大勢の方が来場。大正エリアのポテンシャルを再認識し、商店街
の既存店や会長からも継続的に実施して欲しいとの声もいただいた。）
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事業で得られた成果

「空き家活用セミナー」関連

計７回開催し、９４名参加

港区民、大正区民だけでなく、その他エリアからも参加もあり、連続して参加する方も数名いた。

リピーターの参加者がおり、会を重ねることで活用意欲が湧き、空き家活用相談につながる例も３件あっ
た。

回を重ねるごとに質疑応答も活発になり、会場全体で問題点を共有し、解決方法を印象付けることができ
た。

民泊人気からか、実際の物件を会場にしたセミナーのプログラムは人気が高く、定員を上回った。

市場流通する賃貸住宅空き家の入居促進のセミナーも人気が高かった。今後、ますます増えるであろう賃
貸空き家対策術として有効な情報を発信できた。

「空き家、空き区画の所有者アンケート、ヒアリング」関連

アンケートに加えて１軒ずつ聞き取りをしたため、居住者の意向や実態が詳細にわかった。

「貸したい」「活用したい」という方がどこにいるか把握ができた。反面、「自分の代ではなんの判断もしたく
ない」という方が大半であることもわかった。活用意欲のあるなしに関わらず、顔見知りになることで、協働
はできないものの活動を承認する態度にかわり、のちの「のきさきあるこ」の実施に繋がった。

「のきさきあるこイベント」関連

２日間で約1,000人の来場を得、予想を上回る参加人数であった。

少子高齢化が進む大正区において、若年層の参加者数の多さは想定以上だった。出店内容を工夫すれ
ば地域の核になるエリアづくりを行うことができ、空き家の利活用がまだまだ期待できるエリアだと認識でき
た。
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事業で得られた成果

利活用形態 売却 賃貸 解体 用途変更による利活用

段階 検討中 売却済 検討中 賃貸済 検討中 解体済 検討中 利活用済

件数 １ １ １１ １ ６

利活用物件数に関する成果

利用用途：高齢者＋外国人シェアハウス(検討中)/ 従前用途：共同住宅/所在地：大阪市住吉区長居

→耐震診断が終わり、現在、設計と見積調整中。

利用用途：港区就労者用シェアハウス(検討中)/従前用途：長屋住宅/所在地：大阪市港区港晴

利用用途：寮(検討中) /従前用途戸建住宅/所在地：大阪市大正区三軒家東

利用用途：民泊、店舗(検討中)/従前用途：長屋住宅（複数） /所在地：大阪市大正区三軒家西

利用用途：シェアオフィス(検討中)/  従前用途：戸建住宅/所在地：東大阪市小若江

利用用途：シェアキッチン、コミュニティ施設(検討中)/従前用途：共同住宅/所在地：大阪市大正区泉尾

→企画内容、スケジュール、体制について打ち合わせ中。
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事業で得られた課題等

「空き家活用セミナー」関連

１回あたりの参加人数が１５名程度のセミナーが６回中４回あり、目標には達しておらず、広
報など集客の工夫が求められる。

大阪市立住まい情報センターなど相談業務を実施する公的機関等とのタイアップを行い参加
者を増やすことを検討する。

「空き家、空き区画の所有者アンケート、ヒアリング」関連

空きスペースを貸す（活用する）意向のある物件が出てきたので、「のきさきあるこ」のような
一時利用から継続的な利用（賃貸）等へどう発展させていくか。

回答を得られなかった空き店舗所有者に、どのようにしてたどり着くことができるのか。区役
所と相談して、所有者へのアポローチ方法を検討する。

「のきさきあるこイベント」関連

「のきさきあるこ」などのイベントを継続的に開催していくために、収益性をどう確保していけば
いいのか。また、地元が主体的に動くにはどうしたらいいのか。

今後、継続開催に向けての仕組みを構築する必要がある。
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今後の活動に向けて

成果の発信についてはHPで行うが、今後、活用事例についての記事をアップする
などして、広く課題を抱える方への情報として発信したい。

「のきさきあるこ」を継続して開催したい。イベントの目的としては、空き家の活用に
よる商店街の活性化であるため、 「のきさきあるこ」イベント中に、再生した物件の
見学ツアーなどを開催したい。

空き家の中でも市場に流通する賃貸住宅の空き家は今後ますます増加すると予想
されることから、今後も空き家活用につながるセミナーを企画したい。

貸す意向のある物件が出てきたことを受け、物件紹介を積極的に行う。ここで借り
手に新しい商売をトライしてもらうことでどの程度需要があるかの社会実験を行い、
空き物件の流通化と借り手のマッチングの数を増やしていきたい。このことによっ
て、結果として商店街も含め地域の活性化を図りたい。


