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１．はじめに 
 

１．１ 調査の目的 

 

中心市街地に立地する低未利用の既存建築物を再生し活用することは、中心市街地の活性化

に不可欠である。 

本業務は、空きビル活用及びリニューアルにより、中心市街地の活性化を図った事例を収集・

調査することにより、その成功要因を特定し、整理した上で、中心市街地活性化に取り組む都

市に情報提供することにより、中心市街地活性化の着実な推進を図ることを目的とする。 
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２．中心市街地の空きビル活用及びリニューアル事例の収集 
 

２．１ 空きビル活用及びリニュ－アル事例の収集方法 

 

１）事例収集の対象と抽出の考え方 

 

事例収集の主な対象は、活用及びリニューアルされる前の建物用途が以下に示すものとする。 

 

① 大規模店舗（撤退したデパート、スーパー、大規模商業ビル、再開発ビル） 

② 空洞化したテナントオフィスビル 

③ 不要になった自用オフィスビル（店舗統廃合後の銀行など） 

④ 公共施設（廃校跡地等を含む） 

 

 

  抽出する事例については、以下の考え方に基づき行うこととする。 

 

   ≪商業系の施設≫ 

○ 従前とは異なる用途（医療・福祉施設や公共施設等）に再生するなど特徴が見られ

る事例 

○ 商業系から商業系への利用転換でも、百貨店からテナントビルへの業態転換や、大

手事業者から地元事業者への転換など特徴が見られる事例 

 

   ≪その他の施設≫ 

○ 小規模な商業ビルや廃校となった学校、閉鎖になった工場など、中心市街地で想定

される施設に再生された事例 
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２）事例収集の方法 

 

事例収集にあたっては、以下に示す国土交通省の既往調査やデータベース、文献やメディア

情報のみならず、他省庁や関連機関によって整備された資料やデータなど多様な情報ソースを

活用して空きビル活用やリニューアルの事例を幅広く収集する。 

また、中心市街地の活性化に取り組む認定市においては、中心市街地の活性化の状況を確認

できるデータが経年的に把握されており、空きビル活用の取り組み事例とその取り組みの効果

を合わせて把握することが可能であることから、事例とその分析に必要な関連データを効率よ

く収集・整理するため、過年度調査で作成されたデータベースや内閣府によるフォローアップ

調査の資料も効果的に活用する。 

 

① 中心市街地活性化基本計画データベース 

・事業欄をチェックし、事業として完了しているものを抽出。 

・当該事業が評価されているかをフォローアップ調査から確認。 

・事業効果を事例だけでなく、関連した中心市街地活性化のデータの収集・整理も合わせて実施。 

② 国土交通省の過年度の調査報告書や事例集等 

・過年度調査報告書、事例集等に取り上げられている事例から空きビル活用やリニューアル

事例を抽出。 

≪調査報告書≫ 

・民間主体によるまちづくり活動の促進方策検討調査（H21） 

・中心市街地活性化に関する制度の円滑な運営のための検討調査（H21、H22） 等 

≪事例集等≫ 

・暮らし・にぎわい再生事業事例集 

・まちづくり会社等による収益事業の実践ヒント集 

・まちづくり会社の設立・活動の手引き Q&A      等 

③ 内閣府のフォローアップ調査 

④ 既存データベース等や文献・メディア情報の活用 

・他省庁や関連機関（経済産業省、総務省等）によって整備された既存のデータベースや事

例集等。また、中心市街地活性化に関する事例を取り扱った既往文献やメディア情報も活

用して収集。 

≪事例集≫ 

・総務省地域活性化事例集 

・新がんばる商店街 77 選（経産省） 

・各都道府県による空き店舗活用事例集  等 

≪ポータルサイト≫ 

・街元気まちづくり情報サイト 

・まちなか再生ポータルサイト 

・地域づくり百科            等 

≪報告書・文献等≫ 

・中心市街地における民間事業等の取組の成功要因調査研究（H19 経産省） 

   ・商店街活性化に係る事例調査研究（H18 経産省）   等 
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２．２ 空きビル活用及びリニューアル事例の収集結果 

 

  ２．１-２）で示した国土交通省等の既往調査やデータベース、文献やメディア情報等から収集した事例について以下に示す。なお、以下の事例について、実際に既存建物のリニューアル等を行って再生したかどうかな

ど、未確認の情報を一部含む。 

① 大規模商業施設の活用及びリニューアル事例（95 事例）（1/4）（一部、未確認情報を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．建物概要（改修前）

1：百貨店 ウォーク 青森県 八戸市 Rec(レック） 1：大規模商業施設 ファッションビル

1：百貨店 さくら野百貨店福島店 曽根田ショッピングセンター（MAXふくしま） 1：大規模商業施設 スーパー（ダイエーエイト）、シネコン、ハローワーク 平成22年10月 中活計画

1：百貨店 鎌倉三越 神奈川県 鎌倉市 ブックオフ 1：大規模商業施設 大型書店
2000年に閉鎖された松竹大船撮影所に隣接する「松竹ショッピングセンター（松
竹所有）」の一角を構成していた。閉店後はブックオフの大型店舗が入居。

1：百貨店 吉祥寺三越 東京都 武蔵野市
ヨドバシ吉祥寺
専門店ほか

1：大規模商業施設

地下2階～3階 駐車場
地下1階～地上5階　ヨドバシカメラ
6階　タワーレコード、ABCマートほか
7階　ユニクロ
8階　レストランフロア

旧・近鉄百貨店東京店の営業権を継承。2001年6月に大塚家具とともに開店。
2006年5月7日に閉店し、営業期間はわずか5年。名取、武蔵村山に次いで3番
目の三越短命店舗となった。]その後、ヨドバシ建物に譲渡され、改修を経て現
在のヨドバシ吉祥寺となる。なお、三越伊勢丹HD傘下の伊勢丹吉祥寺店も2010
年3月14日で閉店し、これで三越・伊勢丹ともに吉祥寺から撤退した。

1：百貨店 武蔵村山三越 東京都 武蔵村山市 イオンモールむさし村山ミュー 1：大規模商業施設 専門店 平成18年11月

2006年11月18日、武蔵村山市に完成した郊外型の超大型ショッピングセンター
「ダイヤモンドシティ・ミュー（現・イオンモールむさし村山ミュー）」内に開店。
三越史上初の郊外型百貨店で『Hand In Hand －手に手をとって』をストアコンセ
プトとし、周辺環境と共存を図るスタンスではあった。しかし、7億円の赤字が発
生したため、2008年12月に突如として撤退を発表し、2009年3月1日に閉店。営
業期間わずか2年半。名取に次いで2番目の三越短命店舗となった。跡地は
「ノースタワー」となり、ノジマなどが出店

1：百貨店
くらしきシティプラザ東ビル
（旧倉敷三越）

岡山県 倉敷市 くらしきシティプラザ東ビル 1：大規模商業施設 商業施設、社会福祉施設(ファミリーサポートセンター) 平成20年3月 天満屋が建物を改修し、自らが核テナントとして出店、管理運営。

1：百貨店 ダイエー柳川店 岡山県 岡山市 柳川いちば（わたなべ生鮮館運営） 1：大規模商業施設 スーパーマーケット
トポス時代は2棟のビルから出来ていたが、柳川いちばになると、柳川筋沿いの
中央会館ビルのみの営業となり、裏通り部分は解体された。

1：百貨店 福山そごう 広島県 福山市 福山ロッツ 1：大規模商業施設 専門店
福山ロッツ（天満屋系不動産会社設立の専門店ビルへ変換。メインテナントとし
て、ファイブフォックスなど）

1：百貨店 コトデンそごう 香川県 高松市 高松天満屋 1：大規模商業施設 百貨店

1997年4月に開店。2001年1月、民事再生法の適用を申請の上で、同年4月に閉
店。同社への債務保証が影響し、親会社である高松琴平電気鉄道も同年12月
に民事再生法の適用を申請（連鎖倒産）した。同店の跡地には2001年9月に高
松天満屋が開店した。なお、コトデンそごうは2003年夏に清算を完了している。

1：百貨店 いよてつそごう 愛媛県 松山市 伊予鉄高島屋 1：大規模商業施設 百貨店

2000年12月で親会社が廣島そごうとの提携を解消。その後半年間は社名を変
えずに営業を続けたが、2001年6月「伊予鉄百貨店」（通称：ローズナード伊予鉄
百貨店）に社名変更、同時に高島屋ハイランドグループと提携。2002年3月1日
に現社名となる。旧そごうグループで破綻を免れた唯一の企業。

1：百貨店 鹿児島三越 福岡県 鹿児島市 商業施設マルヤガーデンズ 1：大規模商業施設 ショッピングセンター 平成22年4月

顧客やテナントなどすべてが有機的につながり合う「ユナイトメントストア」を標
榜。このため、各フロアにコミュニティスペースである「ガーデン」が配置されてお
り、地域のコミュニティ（NPO法人や民間団体など）が活動できる場所を提供して
いる。
テナントの目玉として、全館にわたり総合プロデュースを手がけたナガオカケンメ
イが率いるデザインセレクトショップD&DEPARTMENT PROJECT KAGOSHIMA
by MARUYA、2フロアで約1,300坪という南九州 大級の規模と蔵書数を誇る
ジュンク堂書店鹿児島店、そして天文館地区として約4年ぶりの復活となる映画
館（Gardens Cinema）などが入居

1：百貨店 西武百貨店函館店 北海道 函館市 パボッツ函館 4：娯楽施設 パチンコ店、ボウリング、インターネットカフェ、居酒屋、カラオケ店 平成17年12月
平成15年　西武百貨店函館店　閉店
平成17年　複合娯楽施設「パボッツ函館」開業

1：百貨店 八王子西武 東京都 八王子市
グランド東京八王子ビル
八王子温泉やすらぎの湯（ホテルグラン
スパ併設）

4：娯楽施設 温泉施設、パチンコ店
平成11年9月
（温泉掘削の許可）

1：百貨店 大手町デパート 岡山県 玉野市 サテライト津山 4：娯楽施設 競輪場車券売り場
旧大手町デパート　平成3年～平成11年　高島屋津山店
平成13年　玉野競輪場車券売り場（サテライト津山）開設

1：百貨店 福岡天神三越 福岡県 福岡市 シダックス福岡天神クラブ 4：娯楽施設 カラオケ店 平成18年
2000年ごろ（現・シダックス福岡天神クラブ）。西鉄福岡天神駅に福岡三越出店
後は三越ティファニー館として暫く営業していた。B1階～7階まであったが末期
は4フロアのみの営業。

1：百貨店 こもろ東急百貨店 長野県 小諸市 有料老人ホーム「あすか小諸」 6：医療・福祉施設 老人ホーム 跡地は有料老人ホーム「あすか小諸」として利用されている

1：百貨店
きたみ東急百貨店
（まちきた大通ビル）

北海道 北見市
北見市役所分庁
北見パラボ（SC)

10：公共施設

地下1階、食品スーパーほか
地上1階～3階、化粧品、衣料品
4階～5階、市役所窓口、
6階、飲食店、市民ギャラリー、映画館

平成23年8月

平成19年　きたみ東急百貨店 閉業
平成19年　まちづくり北見大通ビル開業
平成20年　名称「まちきた大通ビル」、愛称「パラボ」改称
平成23年市役所の窓口関係の部署を移転
現庁舎は北見赤十字病院改築移転のため解体される。

1：百貨店 新潟県 長岡市 ながおか市民センター 10：公共施設 市民サービスセンター、男女平等推進センター、保育園等 平成13年 中活計画

1：百貨店 おかや東急百貨店 長野県 岡谷市 イルフプラザ 10：公共施設
カネジョウ直営店・専門店（衣料・食料・化粧品・薬局ほか）、生涯学習活
動センター、子育て支援館「こどものくに」、レストラン街

平成14年
平成9年　おかや東急百貨店 開業
平成14年　おかや東急百貨店 撤退
平成15年　地元の老舗百貨店カネジョウ、生涯学習センター

建物（施設）名称
建物用途
の分類

所在地 建物（施設）名称
建物（施設）用途

（例：家電量販店＋食品スーパー）
建物用途
の分類

２．リノベーション概要

その他特記事項
ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
完成年

※既往調査等から情報を収集できなかった項目については、空欄となっている。
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 ① 大規模商業施設の活用及びリニューアル事例（95 事例）（2/4）（一部、未確認情報を含む）

１．建物概要（改修前）

1：百貨店 金沢三越 石川県 金沢市 11：教育施設 東進衛星予備校など

1930年、武蔵ヶ辻に開店した三越金沢店は1935年に撤退。この建物を利用して
地元資本の「丸越」が開店。現在の金沢名鉄丸越百貨店（めいてつエムザ）の
ルーツとなった。
1990年、金沢駅前の再開発ビル「ヴィサージュ」の1、2階に開店。しかし、小規
模店舗であったため売り上げが伸び悩み1999年に撤退した。撤退直後、BOOK
OFFとTSUTAYAがテナントとして入居したが、TSUTAYAへ入店するためには
BOOK OFF店内を通る必要があったため、売り上げが伸び悩み、テナントが東
進衛星予備校に交代した。

1：百貨店 丸正百貨店ビル 和歌山県 和歌山市 フォルテワジマ 11：教育施設
教育文化施設(大学施設、博物館等)、商業施設、オフィス、温泉、診療
所、事務所、レストラン

平成19年3月

公益施設（教育文化施設：和歌山大学関連施設、和歌山県立医科大学みらい
医療推進センター（平成21 年度開設予定）、島精機ニットミュージアム、カル
チャーセンター、おもちゃミュージアム（平成21 年度開設予定））、商業施設、オ
フィス

2：ショッピングセンター ダイエー星置店 北海道 札幌市 北雄ラッキー星置駅前店 1：大規模商業施設 スーパーマーケット 平成14年4月

～平成10年　ダイエー星置店　（株）北海道ＪＲダイエー
平成10年～平成12年　ダイエー星置店　（株）ダイエー
平成12年～平成14年　ディー・ハイパーマート星置店　（株）ディー・ハイパー
マート

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー八戸店 青森県 八戸市 チーノはちのへ 1：大規模商業施設 衣料・雑貨テナント、シネコン、オフィスほか 平成15年9月
昭和55年～平成15年　イトーヨーカドー八戸店
平成15年　テナントビル『チーノはちのへ』、映画館『八戸フォーラム』開業
平成18年7月　リニューアルオープン

2：ショッピングセンター 名取三越 宮城県 名取市 イオンモール名取エアリ 1：大規模商業施設 専門店街 平成19年2月
名取市のショッピングセンター「ダイヤモンドシティ・エアリ」（現・イオンモール名
取エアリ）内に開店。2009年3月1日閉店。営業期間わずか2年という三越 短命
店舗となってしまった。跡地は専門店街として再オープン。

2：ショッピングセンター ジャスコ秋田店 秋田県 秋田市 秋田フォーラス 1：大規模商業施設 衣料・雑貨・映画館 昭和62年12月

昭和49年 ジャスコ秋田店
昭和60年 パレドゥー
昭和62年 秋田フォーラス

2：ショッピングセンター
ダイエー鶴岡店
（庄交モール）

山形県 鶴岡市 エスモール 1：大規模商業施設 ショッピングセンター（専門店ビル） 平成14年10月

ダイエー鶴岡店閉店翌日よりリニューアル工事に入り、約２ヶ月の工事期間を経
て、複合型テナントビルとしてリニューアルオープン。
建物には引き続き庄内交通バスターミナルが併設されており、 バス案内・発売
窓口を備えた鶴岡市の路線バスの拠点となっている。

2：ショッピングセンター ダイエー元木店 山形県 山形市 元気市場たかはし 1：大規模商業施設 食品スーパー 平成15年

ダイエー元木店は、当時周辺に大きなスーパーもなく営業条件はそう悪くもない
と思われたのだが、現実には周囲の小売店に客を奪われていた。閉店後、ダイ
エーのライバルとなっていた肉のたかはしを中心とした周囲の小売店が入り、
「元気市場」として再出発。

2：ショッピングセンター ジャスコ宇都宮店 栃木県 宇都宮市 カルマーレ宇都宮 1：大規模商業施設 飲食店ほか

2：ショッピングセンター ダイエー久喜店 埼玉県 久喜市 クッキープラザ 1：大規模商業施設

地下2階は駐車場
地下1階から4階に飲食店、生鮮館、雑貨などのテナントが入居、
5階は塾、託児所、東京ガスほか
桧家住宅の本社移転（6階）

平成21年11月

平成19年　日本中央地所がビルの区分所有権を取得
平成20年　日本中央地所から桧家住宅に売却される
平成21年　桧家住宅の本社移転、地下1階から4階に飲食店、生鮮館、雑貨など
のテナントが入居

2：ショッピングセンター ダイエー浦和店 埼玉県 ローソン 1：大規模商業施設
株式会社一徳の運営していた店を譲受して開店（他に小岩、吾嬬、中目黒店が
同時開店）。現在は一部がローソンになっている。

2：ショッピングセンター ジャスコ八千代台店 千葉県 八千代市 くすりの福太郎、東進ハイスクールなど 1：大規模商業施設
八千代台駅西口に存在していた。現在はくすりの福太郎、東進ハイスクールな
どが入るビルとなっている。

2：ショッピングセンター セイフーアウトレット店 東京都 江戸川区 ジーユー 西葛西店 1：大規模商業施設 衣料品 ユニクロ西葛西店→ユニクロがホームズ葛西店に移転しジーユーになる。

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー恋ケ窪店 東京都 国分寺市 ドイト恋ヶ窪店 1：大規模商業施設 ホームセンター 暫く空き店舗だったが、2011年6月24日に、ドイト恋ヶ窪店に改装オープン

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー富士吉田店 山梨県 富士吉田市 Q-STA 1：大規模商業施設 ショッピングセンター 平成18年3月

2：ショッピングセンター ダイエー櫛形店 山梨県 南アルプス市
メガセンタートライアル南アルプス店、ら
んらんらんど

1：大規模商業施設 ショッピングセンター

跡は、スーパーセンタートライアル→メガセンタートライアル南アルプス店になっ
ている。ダイエー撤退後、約4年の間空家状態であった。なお、ダイエーグループ
のアミューズメント「らんらんらんど（株式会社ファンフィールド）」は現在も営業中
である。

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー塩尻店 長野県 塩尻市 ウイングロードビル 1：大規模商業施設 商業施設、カルチャーセンター
長野県塩尻市の市街地再開発事業で建てられたビルに塩尻店出店。市が改装
し｢ウィングロード｣として、イトーヨーカドーの時から入っていた専門店が並ぶ。な
お、3階は市のカルチャーセンターになった。

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー浜松駅前店 静岡県 浜松市 かじ町プラザ 1：大規模商業施設
複合商業施設
6階 ホテルセンチュリーイン浜松、4階 エクセル浜松、
その他は空きフロア

平成21年

2：ショッピングセンター ダイエー沼津店 静岡県 沼津市 マックスバリュ東海沼津南店 1：大規模商業施設 スーパーマーケット

ヤオハン→セイフー→ダイエー→閉鎖→マックスバリュ東海沼津南店）
マックスバリュ東海が2008年2月に建物を取得し、2009年9月5日に再オープンし
た。旧ヤオハンの流れをくむスーパーとしてはおよそ12年ぶりの再オープンとな
る。

2：ショッピングセンター ダイエー三島ショッパーズプラザ 愛知県 四国中央市
ブックオフ／ハードオフ／オフハウス、フ
レッシュバリュー、ソフトバンクショップ、
カメラのキタムラ、ダイソーが入居

1：大規模商業施設 ショッピングセンター

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー小牧店 愛知県 小牧市 アル・プラザ小牧 1：大規模商業施設 専門店街

2：ショッピングセンター ユニー東岡崎ハウジングセンター 愛知県 岡崎市 居酒屋「笑笑東岡崎駅前店」など 1：大規模商業施設 居酒屋など
現在、跡地の建物の富士ビル（現：第二新星ビル）はそのまま、居酒屋「笑笑東
岡崎駅前店」などが入居。

2：ショッピングセンター ハイパーマート彦根店 滋賀県 彦根市
ホームセンターナフコ彦根店、ミドリ彦
根店

1：大規模商業施設 ホームセンター

当初は直営であったが、1999年8月1日に株式会社ダイエー・ハイパーマートに、
さらに2000年9月1日に株式会社ディー・ハイパーマートに移管された。しかし、
約500m先の滋賀県北部 大の大型商業施設、ビバシティ彦根との競合の結
果、閉店した。
現在は、2階がミドリ彦根店、1階がホームセンターナフコ彦根店となっている。ミ
ドリはまだハイパーマートとして営業していた時から(2000年秋頃から)入居して
いる。雪が降りやすい立地のため、ローコストで建設されたハイパーマート仕様
の建物は築年数の割りに(1995年築)外

2：ショッピングセンター ダイエー加古川パークタウン店 兵庫県 神戸市 コープこうべ・ミドリ電化 1：大規模商業施設 ショッピングセンター
加古川駅西側にある「ニッケパークタウン」の核テナントであった。現在はコープ
こうべ・ミドリ電化等が出店。

その他特記事項
ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
完成年

所在地 建物（施設）名称
建物用途
の分類

建物（施設）用途
（例：家電量販店＋食品スーパー）

２．リノベーション概要

建物用途
の分類

建物（施設）名称

※既往調査等から情報を収集できなかった項目については、空欄となっている。
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① 大規模商業施設の活用及びリニューアル事例（95 事例）（3/4）（一部、未確認情報を含む）
１．建物概要（改修前）

2：ショッピングセンター ダイエー姫路店 兵庫県 姫路市 ボンマルシェ大手前店 1：大規模商業施設 スーパーマーケット
その後「姫路ひろめ市場」として運営していたものの、開店（2003年4月28日）か
ら1年半足らずで閉鎖。その後、株式会社銀ビルストアーのボンマルシェ大手前
店が出店。

2：ショッピングセンター ダイエー西大和店 奈良県 北葛城郡 KINSHO西大和店等 1：大規模商業施設 スーパーマーケット 跡地にはスーパーマーケットKINSHO西大和店等が入っている。

2：ショッピングセンター ジャスコ高島店 岡山県 岡山市 ザグザグ本社 1：大規模商業施設 ドラッグストア本社
1979年開店。ジャスコとしては珍しい居抜き出店であった。→ふじうら高島店→
2005年9月ザグザグ本社になっている。

2：ショッピングセンター プラザファイブ 長崎県 山鹿市 プラザファイブ 1：大規模商業施設 商業施設、テナントミックス・リーシング

2：ショッピングセンター 大分サティ 大分県 大分市 セントポルタビル 1：大規模商業施設 １F：食品スーパー、２F：歯科医院、学習塾、託児所等、地下１F：駐輪場（1,000台） 平成22年10月 ３F以上は解体

2：ショッピングセンター ダイエー倉吉サンピア店 鳥取県 倉吉市 マルワ倉吉店 1：大規模商業施設 スーパーマーケット
元々はFC店舗。1995年に直営化。
建物は、マルワ渡辺水産が取得し、生鮮食品スーパー「マルワ倉吉店」となって
いる。

2：ショッピングセンター ジャスコ上市店 富山県 中新川郡 3：業務施設 アルプス農業協同組合の事務所と後述する数軒のテナントに

駅舎はJA主導のショッピングセンターをメインとした駅ビルとなっているが、現在
はアルプス農業協同組合の事務所と後述する数軒のテナントに留まる。
かつては食品スーパー・書店・レコード店などの物販や食堂街・ゲームセンター・
パチンコ店のほか、ボウリング場まで存在した。 2階は、ジャスコ上市店として衣
料品・日用品の売り場があった。 3階のホールでは映画の上映イベントが行わ
れたり、学習塾の面接授業が行われていた。

2：ショッピングセンター ダイエーコザショッピングセンター 沖縄県 沖縄市 沖縄市テレワークセンター 3：業務施設 コールセンター 平成11年
郵政省の補助事業「テレワーク等生活情報化推進事業」で、通信網のかなめと
なる共同利用型施設「テレワークセンター」をコザSCに設置

2：ショッピングセンター ダイエー狭山店 埼玉県 狭山市 キャッツアイ狭山店 4：娯楽施設 ゲームセンター
跡地は、キャッツアイ狭山店（旧店舗建物を改装・一部再整備の上使用）、スー
パー銭湯「やまとの湯」狭山店（旧駐車・駐輪場）、キャロムアミューズメント狭山
店（旧駐車場。ただし忠実屋時代のみ使用）となっている。

2：ショッピングセンター ダイエー市原店 千葉県 市原市
ボートピア市原（競輪場外車券発売所
サテライト市原も兼用）、スイミングス
クール

4：娯楽施設 競輪場、スイミングスクールはダイエー閉店前から継続して営業
現在は、競艇場外舟券発売所ボートピア市原（競輪場外車券発売所サテライト
市原も兼用）となっている。同建物内にあったスイミングスクールは現在も営業
続行中。市原警察署裏。

2：ショッピングセンター ダイエー千葉ニュータウン店 千葉県 印西市 4：娯楽施設 パチンコホール、レジャーランド等

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー大和店 神奈川県 大和市 4：娯楽施設 フィットネス&天然温泉施設 オリンピック→フィットネス&天然温泉施設

2：ショッピングセンター ダイエー富士宮店 静岡県 富士宮市 富嶽温泉花の湯 4：娯楽施設 温泉、宿泊施設

2：ショッピングセンター ダイエー堅田店 滋賀県 大津市 ACT堅田（パチンコ店） 4：娯楽施設 パチンコ店

閉店後しばらくの間は放置され、問題になっていたが、2008年7月に、内部を大
幅に改装し平和商事が運営する超大型アミューズメント施設、「ACT堅田」が
オープンした。ACTに改装された際に、ダイエー時代のエレベーター（堅田駅側
にあり、東芝製）は撤去され三菱電機製のエレベーターが建物中央に新設され、
地下1階は使用されなくなった。またダイエー時代売場だった3階は駐車場となっ
ている。

2：ショッピングセンター
ダイエー新庄店
（新庄ショッピングビル）

山形県 新庄市 こらっせ新庄 6：医療・福祉施設
上地域雇用創造推進協議会、こらっせ診療所、介護付適合高齢者専

用賃貸住宅、わらすこ広場/新庄市地域子育て支援センター、まちづくり
会社新庄TCM 買物代行サービスほか、商業施設など

平成20年8月

平成19年にビル運営会社の破産で新庄ショッピングビルが閉鎖。財政難のた
め、新庄市は入札により建物を売却、地元の宮城呉服店が購入したが、その際
に全テナントが撤退。
平成20年にNPO法人や民間会社が協力して大改修を行い、商業施設こらっせ
新庄としてオープン。
市民から要望が大きかった「わらすこ広場」も拡張、特定高齢者専用住宅、
ショッピングフロア、スポーツジム、診療所などを設ける。

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー長沼店 千葉県 千葉市 スマートコミュニティ稲毛 6：医療・福祉施設 シニア向け分譲マンションの付属施設（アクティブシニアのクラブハウス） 平成22年2月1日
シニア向けの大型マンション（スマートヴィッジ稲毛）の入居者専用のクラブハウ
ス「スマートコミュニティ稲毛」（旧イトーヨーカ堂売り場を全面改装）

2：ショッピングセンター ジャスコ信州中野駅前店 長野県 中野市 中野保健センター 6：医療・福祉施設
保健センター、市民交流広場、休日緊急診療所
スイミングスクール

平成17年 建物存続、中野市西1、2002年03月20日閉店→中野市中野保健センター 他）

2：ショッピングセンター ダイエーユニード宮崎店 宮崎県 宮崎市 アゲインビル 7：宿泊施設
複合施設（ホテルメリージュ宮崎、アニメイト、宮崎キネマ館、ライブハウ
ス、EXPG、スカイネットアジア航空本社）

2：ショッピングセンター ダイエーむつSC中央店 青森県 むつ市 むつ市役所本庁舎 10：公共施設 市役所 平成21年9月 ヘリポートを設置、2013年度までにはむつ警察署が移転する予定

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー北上店 岩手県 北上市
北上開発ビル
「おでんせプラザ ぐろーぶ」

10：公共施設 飲食店、コンビニスーパー、クリニック、事務所、公共施設、私設美術館
平成12年北上店閉鎖後、北上市生涯学習センター、市民活動団体交流ルーム
などを含む複合ビルおでんせプラザ ぐろーぶ

2：ショッピングセンター 石巻ビブレ 宮城県 石巻市
エスタ
石巻市役所本庁

10：公共施設
1階　スーパーマーケット
2～7階　改修の上石巻市役所が全面移転

平成20年6月

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー白河店 福島県 白河市 コミュニティ施設「マイタウン白河」 10：公共施設 多目的スペース、児童図書コーナー、学習コーナー、レンタルスペース 平成22年3月
白河店閉店後、白河市が土地・建物を取得、改修しコミュニティ施設として全館
オープン。当初は1階に食品スーパーがあったが、現在は多目的スペース

2：ショッピングセンター
ジャスコ渋川店
（旧さとりジャスコ）

群馬県 渋川市 市役所第二庁舎 10：公共施設 市役所

昭和61年～平成15年
跡地は、平成16年市が買い取って建物を第２庁舎として利用している。
旧さとりジャスコ跡地も市が買い取り、市民が利用できる多目的スペース「渋川
ネイブルスクエア」として整備を進めている。

2：ショッピングセンター ジャスコ羽生店 埼玉県 羽生市 羽生市民プラザ 10：公共施設 研修室、染め工房、美術工芸室、音楽教室、イベントホール 平成11年10月

2：ショッピングセンター イトーヨーカドー新潟木戸店 新潟県 新潟市 東区役所庁舎、テナント 10：公共施設 区役所、図書館、地下はテナントフロア予定 平成23年9月

2：ショッピングセンター ダイエー長野店 長野県 長野市 もんぜんぷら座 10：公共施設

商業と公共の複合施設、オフィス（地下1 階、地上2 階、3 階に子育て支
援施設や市民活動支援施設、会議室等、地上4 階に法テラス、消費生活
センター、ながの観光コンベンションビューロー、地上5 階から8 階にNTT
東日本のコールセンター）

平成20年4月

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
完成年

その他特記事項
建物（施設）用途

（例：家電量販店＋食品スーパー）
所在地 建物（施設）名称

建物用途
の分類

２．リノベーション概要

建物用途
の分類

建物（施設）名称

※既往調査等から情報を収集できなかった項目については、空欄となっている。
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① 大規模商業施設の活用及びリニューアル事例（95 事例）（4/4）（一部、未確認情報を含む） 

１．建物概要（改修前）

2：ショッピングセンター ベルビア 長野県 茅野市 ベルビア 10：公共施設
こども・家庭応援施設「こども館0123広場・0123おひさま広場、中高生広
場（CHUKOらんどチノチノ）」、「電脳ひろばBELEC」、「どっこいしょ広場」

平成14年１月

2：ショッピングセンター ダイエー中津川店 岐阜県 中津川市 にぎわいプラザ 10：公共施設 多目的ホール、会議室、市役所の本庁機能を一部移転 平成19年 建物は「中津川市にぎわいプラザ」として利用されている。

2：ショッピングセンター （大規模ショッピングセンター） 静岡県 島田市 しまだ楽習センター 10：公共施設 生涯学習施設（１階から３階までは小売店舗のフロアー） 平成12年 4月

2：ショッピングセンター ダイエー津センターパレス店 三重県 津市 津センターパレス 10：公共施設
津市東分庁舎、中日新聞、会議室、、市民活動センター、津都ホテル、飲
食店、NPO

建物跡地には中日新聞社三重総局などが入居している。

2：ショッピングセンター 明日都浜大津 滋賀県 大津市 明日都浜大津 10：公共施設
市民活動支援センター、子育て支援センター、保育園、地域包括支援セ
ンター、総合保健センター等

平成18年4月
市街地再開発事業建物の再生。少子高齢化の時代ニーズに適応した施設であ
ること、多様な市民の活動の拠点であることや持続可能であることなどをコンセ
プトに再生。

2：ショッピングセンター ジャスコ野田店 大阪府 大阪市 福島区役所 10：公共施設 区役所
ジャスコ発足前の旧シロ野田店でジャスコ発足後は本社が置かれた）大開小学
校を経て、現在は福島区役所
現在は、近隣地にイオン野田阪神店がある。

2：ショッピングセンター ダイエー鳥取駅南店 鳥取県 鳥取市 市役所駅南庁舎、市立図書館等 10：公共施設 市役所、市立中央図書館、フィットネスクラブ、学習センター、地下書庫 平成16年11月 建物は、「鳥取市役所駅南庁舎」となっている。

2：ショッピングセンター ダイエー六ツ門店 福岡県 久留米市 くるめりあ六ツ門 10：公共施設
複合商業施設（食品スーパー、ドラッグストア、100円ショップ、書店、久留
米市立六ツ門図書館）

平成22年7月
飯塚市の不動産会社「ティーティーエス企画」が購入し、複合商業施設「くるめり
あ六ツ門」に。2010年7月にハローデイなどが入店しB2-2Fが開業、レストランや
市立図書館分館などが入居する3-6階は2010年末までに順次開店。

2：ショッピングセンター ジャスコ太宰府店 福岡県 太宰府市
いきいき情報センター、マミーズ太宰府
店

10：公共施設
複合施設（保健センター・生涯学習センター・子育て支援センター・トレー
ニングジム・ショッピングゾーン）

平成10年7月 撤退（現・マミーズ太宰府店＋太宰府市いきいき情報センターの複合施設）

2：ショッピングセンター ジャスコ京都南店 京都府 京都衛生専門学校の校舎 11：教育施設

2：ショッピングセンター ジャスコ御代田店 長野県 北佐久郡 さがみ典礼 12：その他 信州ジャスコ→さがみ典礼。小型店。

3：スーパーマーケット ハイパーマート北広島店 北海道 北広島市 コープさっぽろエルフィン店 1：大規模商業施設 食品スーパー、ダイソー 平成14年11月

～平成12年　ハイパーマート北広島店　（株）ダイエー・ハイパーマート
平成12年～平成14年　ディー・ハイパーマート北広島店　（株）ディー・ハイパー
マート
平成14年　 コープさっぽろエルフィン店　生活協同組合コープさっぽろ

3：スーパーマーケット グルメシティ光星店 北海道 札幌市 ザ・ダイソー東区役所前店 1：大規模商業施設 100円ショップ 平成19年10月

営業期間不明　北海道スーパーマーケットダイエー光星店
平成18年　店舗名称をグルメシティ光星店に改称
平成19年　グルメシティ光星店閉店
平成19年　ザ・ダイソー東区役所前店開店

3：スーパーマーケット ユニーダイイチバルザ静岡店 静岡県 静岡市
スルガ銀行静岡支店、無印良品静岡店
など

1：大規模商業施設 ショッピングセンター

元ユニー呉服町店。衣料のみ扱っていた。後に独立家電専門店（ダイイチバル
ザ事業部運営）に改装する。
現在、跡地は建て替えて、テナントビル「5風来館」。1997年オープン。スルガ銀
行静岡支店、無印良品静岡店などが入居。静岡駅北西約500mに立地した。

3：スーパーマーケット スーパーの空き店舗 高知県 四万十市 いちじょこさん市場（食育プラザ） 1：大規模商業施設
地元野菜、惣菜の市場、惣菜・弁当調理所、高齢者と学生の交流スペー
ス

認定中活計画の事業の一つとして2008年に食育広場（野菜や惣菜の市場）を開
設、当初出品者が少なく苦戦したが、出品者の開拓による品目の増加以降、地
元住民の利用が増え、現在一日200人程度が利用。2011年に県・市の補助を受
けて弁当の調理場や交流スペースを整備し、今後弁当の宅配や新商品開発に
取り組む。

3：スーパーマーケット （スーパー） 長崎県 諫早市 いさはや市場 1：大規模商業施設 地元の物産を販売しながら地域ブランド品を育成する直売所
販売品は、地元生産者が持ち込み生産者の顔が見える安心・安全な産品を販
売。

3：スーパーマーケット ユニー福井さが美 福井県 福井市
北陸銀行福井支店福井駅前出張所ほ
か

3：業務施設 ビル現存、オフィス入居募集中

ほていやの北陸進出1号店。当初のほていや福井店だったが、近隣にほていや
福井ショッピングセンター開店後、ほていや福井呉服寝装センターに改称され
る。さが美移管後、1975年頃同ユニー福井店内に移転する。
跡地の建物はそのまま「加藤ビル」として現存。同ビルの1階～2階を賃借してい
た。現在は大きく改装され、北陸銀行福井支店福井駅前出張所。

3：スーパーマーケット ユニー飯田銀ビル店 長野県 飯田市 文房具店「キング堂」の事務機器部 3：業務施設 文具店本社
跡地の建物はそのまま、ホテル「ニューギンザ」を経て、現在は文房具店「キン
グ堂」の事務機器部

3：スーパーマーケット ユニー新名センター 愛知県 名古屋市 貸事務所 3：業務施設 貸事務所

3：スーパーマーケット ユニー清正公店 愛知県 名古屋市 貸事務所群(弁当店・名古屋だるま) 3：業務施設 貸事務所

3：スーパーマーケット ユニー名豊店 愛知県 豊橋市 貸しホール、貸しオフィス 5：文化・芸術施設
複合ビル（ショッピングセンター、宴会ホール、6F中部ガス名豊ギャラ
リー）

名豊ビル5階・6階で衣料・生活雑貨のみ販売。のちに6階を閉鎖して5階のみに
なった。現在、5階の跡フロアは貸催事場「名豊イベントホール」（通常は閉鎖）。
6階は改装され、貸展示場「名豊ギャラリー」・事務所フロア。

3：スーパーマーケット ユニー駒ヶ根店（初代） 長野県 駒ヶ根市 ホテルオオハシ駒ヶ根 7：宿泊施設 宿泊施設
西川屋が地元資本の百貨店「ハセガワ」の建物を買収し開店、アルパSCに移転
のため閉店。現在、建物はそのまま大きく改装され、ホテルオオハシ駒ヶ根。地
階は飲食店街となっている。

3：スーパーマーケット ユニー駒ヶ根店（2代目） 長野県 駒ヶ根市 マルトシ（アルパ） 10：公共施設
駒ケ根市保育園・幼稚園アルパ子育て交流支援室、駒ヶ根市駅前ビル市
民サービスコーナー、多目的ホール

建物はそのまま1階に食品スーパー「マルトシ駒ヶ根駅前店」。3階は子育て支援
室および多目的ホールなど。

3：スーパーマーケット ユニー大府店 愛知県 大府市 大府センター 10：公共施設
ショッピング施設
知的障害者通所授産施設

県営アパート住宅の1階、2階で衣料・生活雑貨のみ販売していた小型店。跡地
の建物はそのまま、1階は地元の個人商店主達が協同組合として出資、営業す
る商業施設「大府センター」、2階は貸し事務所となっている。

3：スーパーマーケット プラザファイブ 長崎県 山鹿市 温泉プラザ山鹿ビル 10：公共施設
商業施設、社会福祉施設（福祉交流施設）、地域交流施設（観光情報施
設）

平成22年3月

3：スーパーマーケット マルショク杵築店 大分県 杵築市 杵築市役所 10：公共施設 市役所 平成12年3月
地元商工会等が市に働きかけ、商店街の中央部が空き店舗から市役所という
市民生活に密着した行政機関に生まれ変わったことにより、中心市街地の再生
に寄与

２．リノベーション概要

建物用途
の分類

建物（施設）名称 所在地 建物（施設）名称
建物用途
の分類

建物（施設）用途
（例：家電量販店＋食品スーパー）

その他特記事項
ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
完成年

※既往調査等から情報を収集できなかった項目については、空欄となっている。
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 ② その他の施設の活用及びリニューアル事例（42 事例）（一部、未確認情報を含む） 

 １．建物概要（改修前）

2：商業ビル （複数の空き店舗） 北海道 滝川市 『た・べる』『need it』 2：商業ビル 商店街複数店舗のテナントミックス 事業期間H20～
「チャレンジショップ：ふらっと」の整備とＨＰ等による空き店舗情報発信事業を実
施し、拠点整備と併せ総合的空き店舗対策をパッケージで実施

2：商業ビル （空きビル） 岩手県 盛岡市 2：商業ビル 花屋、ワインバー、美容院、レンタルオフィス まちづくり会社による改修・運営

2：商業ビル （複数の空き店舗） 長野県 佐久市
『おいでなん処』『本町おかず市場』『手
仕事村』『子育て村』『岩村田寺子屋塾』

2：商業ビル 商店街複数店舗のテナントミックス 平成14年～

平成１４年『おいでなん処』地域コミュニティ施設／平成１５年『本町おかず市場』
振興組合直営の地域密着型食料品店舗／平成１６年『手仕事村』チャレンジ
ショップ／平成１８年『子育て村』子育て世代への支援／平成２１年『岩村田寺子
屋塾』学習塾

2：商業ビル （複数の空き店舗） 愛知県 一宮市
『ほんまちサンプラザ』『ちゃらん家』『本
町たいよう保育園』『鉄道模型カフェ浪
漫』『reno』

2：商業ビル 商店街複数店舗のテナントミックス

平成１８年７月：ほ
んまちサンプラザ、
平成１９年７月：ちゃ
らん家

『ほんまちサンプラザ』スペース貸し店舗、ボックスショップ／『ちゃらん家』コミュ
ティハウス／『本町たいよう保育園』２４時間子育て支援施設／『鉄道模型カフェ
浪漫』カフェ／『reno』発達障がい理解の講座や座談会、上方落語家の寄席

2：商業ビル （商店街の空きビル） 奈良県 奈良市 フレッシュマートオーケスト 2：商業ビル 食品系スーパー

2：商業ビル （商店街の空きビル） 奈良県 奈良市 食品スーパー「オーケスト」 2：商業ビル 食料品専門店等、多目的スペース 事業期間H20

2：商業ビル （書店（商業ビル）） 鳥取県 米子市 2：商業ビル 物販、飲食、サービス複合商業施設

2：商業ビル （複数の空き店舗） 山口県 萩市
『萩の台所とれたて市場たまち』『農家レ
ストラン＆居酒屋天蔵』

2：商業ビル 商店街複数店舗のテナントミックス 平成２０年１０月
『萩の台所とれたて市場たまち』農産物直売所／『農家レストラン＆居酒屋天
蔵』地産地消レストラン

2：商業ビル （複数の空き店舗） 香川県 高松市 『ミッドプラザ』『阿讃ええもん屋』 2：商業ビル 商店街複数店舗のテナントミックス
平成２０年１０月：阿
讃ええもん屋

『ミッドプラザ』サテライト型キャンパス（大学講義、シニアを対象とした生涯学習
講義）／『阿讃ええもん屋』野菜・惣菜販売、民芸加工品など販売

2：商業ビル （複数の空き店舗） 沖縄県 沖縄市 屋台村（３店舗） 2：商業ビル 屋台村

2：商業ビル （空きビル） 和歌山県 和歌山市 ブリスぶらくり 6：医療・福祉施設 有料老人ホーム 平成21年6月

2：商業ビル 新大分第６ビル 大分県 大分市 大分第６ビル(wazawaza) 8：産業振興・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設 オフィス（SOHO)、飲食店等

2：商業ビル JAビル 兵庫県 加古川市 愛称「加古川駅南ミニ市役所」 10：公共施設 行政サービスセンター、まちづくりセンター、子育てプラザ 平成16年10月

2：商業ビル （商店街の空きビル） 福岡県 久留米市 六ツ門大学 10：公共施設 生涯学習拠点 平成16年

2：商業ビル （複数の空き店舗） 大分県 別府市 10：公共施設 交流サロン、コミュニティカフェ、多目的スペース、ギャラリー等

3：業務施設 旧ＪＡ遠野本所ビル 岩手県 遠野市 2：商業ビル 商業拠点・情報発信基地（商業関連団体及び市の関連部署） 事業期間H21～
中心市街地の商業関連団体及び市の関連部署が一堂に入居し、地元商業者
等による相談にワンストップで対応可能な体制を構築。

3：業務施設 （空き店舗（旧銀行）） 群馬県 高崎市 シネマテークたかさき 5：文化・芸術施設 ミニシアター（映画館） 平成16年

3：業務施設 JT金沢支社 石川県 金沢市 玉川ことも図書館 10：公共施設 図書館（子供向け）、交流スペース 平成20年11月 図書館の隣接地に整備

4：教育施設 四谷第五小学校 東京都 新宿区 吉本興業東京本部 3：業務施設 事務所 平成20年 10年期限

4：教育施設 練成中学校 東京都 千代田区 ３３３１　Arts Chiyoda 5：文化・芸術施設 アートスクエア（ギャラリー） 平成17年3月 5年の契約

4：教育施設 宝塚音楽学校旧校舎 兵庫県 宝塚市 宝塚市立宝塚文化創造館 5：文化・芸術施設 芸術・文化創造の拠点 事業期間H17～

4：教育施設 原小学校 東京都 品川区 ヘルスケアタウンにしおおい 6：医療・福祉施設 高齢者向け優良賃貸住宅（特定施設）＋保育園 平成21年4月

4：教育施設 旧南中学校 新潟県 山北町 ふるさと体験の宿「交流の館八幡」 7：宿泊施設 ふるさと体験の宿 平成13年4月 平成４年７月に湧出した「山北ゆり花温泉」の利活用

4：教育施設 高宮学園（予備校） 京都府 京都市 ホテル　カンラ京都 7：宿泊施設 ホテル（29室） 平成22年

4：教育施設 半田小学校 愛知県 半田市 市民参画支援センター 8：産業振興・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設 市民団体活動拠点 平成15年10月 既存の小学校の一部に「同居」する新しい形の活動拠点

4：教育施設 岡山市立出石小学校 岡山県 岡山市 8：産業振興・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設 NPO・市民活動団体事務所等 平成14年４月

4：教育施設 旧堺小学校 北海道 小樽市 10：公共施設 シルバー人材センター、職業訓練センター、看護学院、小学校記念室等 H19年度

4：教育施設 第一小学校北館 栃木県 小山市 ふれあい館 10：公共施設
いきいきふれあいセンター「あゆみ」、]「第一小学校学童保育館」、「地域
ふれあい学習室」

市では高齢生きがい課、生涯学習課、こども課がそれぞれ２教室づつ、計６教室
を改修して活用

4：教育施設 県立高田盲学校 新潟県 上越市 上越市福祉交流プラザ 10：公共施設 会議室、図書室、体育館、障害者就業・生活支援センター等 平成21年4月

5：文化・芸術施設 （娯楽施設） 青森県 弘前市 津軽弘前屋台村 2：商業ビル 様々なテーマの飲食屋台や多目的ホールを備えた新たな商業施設 平成20年9月
本施設は、新たな商業施設として機能のほか、飲食業のノウハウを習得し、将
来的には独立して空き店舗での営業へとつなげるような、インキュベート機能を
有している。

5：文化・芸術施設 （映画館） 石川県 金沢市 香林坊ハーバー 5：文化・芸術施設
文化創造拠点（新たな文化の創造・発信、貸し館として会場を提供、サロ
ンとしての空間の提供）

平成14年度 卵形ステージ（木製）とカフェ厨房設備は新設

5：文化・芸術施設 （映画館） 岐阜県 岐阜市 大衆演劇場「豊富座」 5：文化・芸術施設 演劇場 平成19年12月

6：医療・福祉施設 （病院） 福島県 会津若松市 七日町テナントミックス「アイバッセ」 2：商業ビル テナントミックス 平成14年度

7：宿泊施設 秋田キャッスルホテル 秋田県 秋田市 秋田キャッスルホテル 6：医療・福祉施設 医療モール（ホテル低層部） 平成23年度
ホテル低層部の商業施設のリニューアル、ホテルとの連携による広域からの集
客効果を期待

7：宿泊施設 （ホテル） 青森県 青森市 10：公共施設
１F：チャレンジショップ、交流空間（足湯）、２F：多目的ホール、２～８F：ビ
ジネスホテル

温浴施設・立体駐車場整備とあわせて、隣接する大型空きビル（旧ホテル）の再
生

8：工場・倉庫 松文産業鶴岡工場 山形県 鶴岡市 鶴岡まちなかキネマ 5：文化・芸術施設 映画館（スクリーン数：4）、レストラン 平成22年5月

8：工場・倉庫
埼玉県繊維工業試験場入間支
場

埼玉県 入間市 入間市文化創造アトリエAMIGO! 5：文化・芸術施設 アトリエ、ホール 平成13年2月 改修の概要：AMIGO2及び4は全面改修、その他は内装など一部改修

8：工場・倉庫 （新聞印刷工場） 東京都 港区 TABLOID 5：文化・芸術施設 写真スタジオ、ギャラリー、飲食店、事務所、スポーツ施設 平成22年

8：工場・倉庫 （電子機器メーカー工場） 山梨県 山梨市 山梨市役所 10：公共施設 市役所 平成20年

9：公共施設 秋田市ガス局庁舎 秋田県 秋田市 チャレンジオフィスあきた 8：産業振興・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設 ビジネス・インキュベータ施設 平成15年2月

9：公共施設 市立図書館（分室） 岩手県 水沢市 パステルハウス 10：公共施設 集会所（子どもたちが自由に集える居場所） 平成14年5月 併設している「高齢者パソコンクラブ」との交流

9：公共施設 湯浅町文化福祉センター 和歌山県 湯浅町 湯浅町立図書館 10：公共施設 図書館・文化拠点施設

その他特記事項
建物（施設）用途

（例：家電量販店＋食品スーパー）
建物（施設）名称

建物用途
の分類

2．リノベーション概要

建物（施設）名称所在地
建物用途
の分類

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
完成年

※既往調査等から情報を収集できなかった項目については、空欄となっている。
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３．成功事例の把握及び成功手法の調査 
 

３．１ 成功事例の抽出の視点 

 

１）成功事例の抽出の方法 

 

収集した事例については、空きビル活用における立地特性の違いやタイプの違いなど以下に

示す視点に基づき分類・整理し、それぞれに対応する成功事例を抽出することとする。 

 

〇 事例が立地する都市の特性 

・立地や人口規模等の特性 

⇒都市の立地：三大都市圏※／政令指定都市（三大都市圏以外）・県庁所在都市 

／その他の都市 

⇒都市の人口規模：50万人以上／30万人以上～50万人未満／10万人以上～30万人未満 

／10万人未満 

〇 活用されているビルのタイプ 

・大規模店舗／テナントオフィスビル／自用オフィスビル／公共施設／その他 

〇 空きビル活用等の用途 

・店舗／事務所／SOHO／市民活動の拠点／福祉施設・高齢者施設／公共公益施設 等 

 

   ※三大都市圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、三重県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県、

滋賀県、奈良県、和歌山県 

 

 ≪分類・整理のイメージ≫ 

立地区分 
都市の人口規模 

50 万人以上 30～50 万人 10～30 万人 10 万人未満 

三大都市圏     

政令指定都市（三大都市圏以外） 
県庁所在都市 

    

その他の都市     

 

 

２）成功事例の抽出の視点 

 

成功事例の抽出にあたっては、事例に関する情報が確実に把握できた施設で、その中でもリ

ノベーション内容等を比較し、特に特徴が見られるものを抽出する。 
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３．２ 成功事例の抽出 

 

２）の視点に基づき抽出した成功事例の傾向は以下の通りとなっている。抽出した事例リス

トは次頁に示す。 

 

    ≪空きビルの活用及びリニューアルの傾向≫ 

その他 

（教育施設、商業ビル、工場等）

商業施設（商業ビル） 

医療・福祉施設 
・有料老人ホーム（和歌山市）等 

公共・公益施設 
・市役所（山梨市）     等 

その他 
・事務所（名古屋市） 

・宿泊施設（京都市）    等 

商業施設（ＧＭＳ） 

百 貨 店 

商業施設（ＧＭＳ）、百貨店 
・セントポルタビル（大分市） 

・マルヤガーデンズ（鹿児島市） 

・クッキープラザ（久喜市） 

・温泉プラザ山鹿（山鹿市） 等 

医療・福祉施設 
・有料老人ホーム（小諸市） 

・介護付住宅、診療所等（新庄市）

・介護付住宅（佐野市）   等 

公共・公益施設 
・市役所（鳥取市、渋川市） 

・子育て支援施設（岡谷市、大津市）等

その他 
・事務所（飯田市／キング堂本社）

・温浴施設（富士宮市）   等 

（改修前建物用途） （改修後建物用途）
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 〇 代表的な成功事例のリスト（一部、未確認情報を含む） 

≪Ⅰ．大規模商業施設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪Ⅱ．その他の施設≫ 
２．建物概要（改修前）

Ⅱ-1 愛知県 名古屋市 中区錦2-5-29 2,180,800 50万人以上 2：商業ビル 繊維問屋 2：商業ビル
ゑびすビルpart1（ほか
part2,part3）

飲食店、セレクトショップ等の物販店、ギャラリー 1：建物全体 地上1階～地上4階
(株)長者町まちづく
りカンパニー

(株)長者町まちづくりカンパ
ニー

平成14年5月

Ⅱ-2 愛知県 名古屋市 中区錦2-12- 2,180,800 50万人以上 2：商業ビル 繊維問屋 3：業務施設 Nagoya I.D. Lab１（ほかLab2,Lab3）ベンチャー向け小規模オフィス 2：建物の一部 地上3階～5階 （ビルオーナー） 平成18年4月

Ⅱ-3 京都府 京都市
下京区烏丸通六条下る北
町185

1,382,685 50万人以上 4：教育施設 高宮学園（予備校） 7：宿泊施設 ホテル　カンラ京都 ホテル（29室） 1：建物全体 地上５階、地下１階 都市デザインシステム 平成22年

Ⅱ-4 和歌山県 和歌山市 米屋町3番地 379,003 30万人以上～50万人未満 2：商業ビル （空きビル） 6：医療・福祉施設 ブリスぶらくり 有料老人ホーム 2：建物の一部 ４・５F 医療法人 甃友会 平成21年6月

Ⅱ-5 東京都 品川区 西大井2-5-21 352,468 30万人以上～50万人未満 4：教育施設 原小学校 6：医療・福祉施設 ヘルスケアタウンにしおおい 高齢者向け優良賃貸住宅（特定施設）＋保育園 1：建物全体 地上３階
社会福祉法人こうほ
うえん

社会福祉法人こうほうえん 平成21年4月

Ⅱ-6 愛知県 半田市
勘内町１　半田小学校内
市民参画支援センター

117,427 10万人以上～30万人未満 4：教育施設 半田小学校 8：産業振興・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設 市民参画支援センター 市民団体活動拠点 2：建物の一部 １階から３階の各階３室 運営委員会 平成15年10月

Ⅱ-7 東京都 千代田区 外神田6-11-14 48,260 10万人未満 4：教育施設 練成中学校 5：文化・芸術施設 ３３３１　Arts Chiyoda アートスクエア（ギャラリー） 1：建物全体 地下１階、地上４階 コマンドA（合同会社） 平成17年3月

Ⅱ-8 秋田県 秋田市 秋田市中通1-3-5 322,092 30万人以上～50万人未満 2：商業ビル 秋田キャッスルホテル 6：医療・福祉施設 秋田キャッスルホテル 医療モール（ホテル低層部） 2：建物の一部 1～3階 秋田ビル㈱ 秋田ビル㈱

Ⅱ-9 大分県 大分市 中央町3丁目5-16 471,752 30万人以上～50万人未満 2：商業ビル 新大分第６ビル 8：産業振興・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設 大分第６ビル(wazawaza) オフィス（SOHO)、飲食店等 1：建物全体 4階 新大分土地㈱ 新大分土地㈱ 平成21年1月

Ⅱ-10 岩手県 盛岡市 盛岡市菜園2-6 291,880 10万人以上～30万人未満 2：商業ビル （空きビル） 2：商業ビル 三栄ビル（商業施設） 花屋、ワインバー、美容院、レンタルオフィス 2：建物の一部 2階、3階
MORIOKA 3rings（ま
ちづくり会社）

MORIOKA 3rings
（まちづくり会社）

Ⅱ-11 鳥取県 米子市 四日市町86番地 148,757 10万人以上～30万人未満 2：商業ビル  今井書店本通り店 2：商業ビル 四日市町ＳＫＹビル 衣料品店、輸入雑貨店、美容サロン、デザイン事務所、カルチャース 1：建物全体 １～５F 株式会社スカイ 株式会社スカイ 平成22年

Ⅱ-12 山梨県 山梨市 小原西843-1 37,786 10万人未満 8：工場・倉庫 （電子機器メーカー工場） 10：公共施設 山梨市役所 市役所 1：建物全体
東館：地上２F
西館：地上５F

山梨市 山梨市 平成20年

その他の都市

事例
ＮＯ

所在地 建物（施設）名称
建物用途
の分類

建物（施設）用途
（例：家電量販店＋食品スーパー）

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ施設
の整備主体名

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ施設
の運営主体名

人口分類
建物用途
の分類

１．立地特性

大都市との
位置関係

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ状況
（建物の全部又は一部）

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ箇所
（例：１F～３F)

人口
（H23.4)

建物（施設）名称
ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
完成年

３．リノベーション概要

 三大都市圏内の都市

政令指定都市
（三大都市圏以外）

・
県庁所在都市

※既往調査等から情報を収集できなかった項目については、空欄となっている。

２．建物概要（改修前）

Ⅰ-1 愛知県 名古屋市 中村区井深町 2,180,800 50万人以上 3：スーパーマーケット ユニー新名センター 3：業務施設 貸事務所 貸事務所 1：建物全体 新名古屋高架株式会社

Ⅰ-2 愛知県 名古屋市 中村区亀島2丁目1番地1 2,180,800 50万人以上 3：スーパーマーケット ユニー清正公店 3：業務施設 貸事務所群(弁当店・名古屋だるま) 貸事務所 1：建物全体 新名古屋高架株式会社

Ⅰ-3 千葉県 千葉市 稲毛区長沼町93-1 936,809 50万人以上 2：ショッピングセンター イトーヨーカドー長沼店 12：その他 スマートコミュニティ稲毛
シニア向け分譲マンションの付属施設（アクティブシニアのクラブ
ハウス）

2：建物の一部 1階
株式会社スマートコミュニ
ティ

平成22年2月1日

Ⅰ-4 和歌山県 和歌山市 本町二丁目1 番地 379,003 30万人以上～50万人未満 1：百貨店 丸正百貨店ビル 11：教育施設 フォルテワジマ
教育文化施設(大学施設、博物館等)、商業施設、オフィス、温泉、
診療所、事務所、レストラン

1：建物全体 地下1階～地上7階
和島興産㈱、和歌山大学、和
歌山県立医科大学、各店舗所
有者

平成19年3月

Ⅰ-5 滋賀県 大津市 浜大津4丁目1番1号 334,523 30万人以上～50万人未満 2：ショッピングセンター 明日都浜大津 10：公共施設 明日都浜大津
市民活動支援センター、子育て支援センター、保育園、地域包括支
援センター、総合保健センター等

2：建物の一部 1階～6階 大津市 浜大津都市開発㈱ 平成18年4月

Ⅰ-6 埼玉県 久喜市 久喜中央1-1-20 154,414 10万人以上～30万人未満 2：ショッピングセンター ダイエー久喜店 1：商業施設 クッキープラザ

地下2階は駐車場
地下1階から4階に飲食店、生鮮館、雑貨などのテナントが入居、
5階は塾、託児所、東京ガスほか
桧家住宅の本社移転（6階）

1：建物全体 地下１階地上4階 平成21年11月

Ⅰ-7 三重県 津市 大門7番15号 280,887 10万人以上～30万人未満 2：ショッピングセンター ダイエー津センターパレス店 10：公共施設 津センターパレス
津市東分庁舎、中日新聞、会議室、、市民活動センター、津都ホテ
ル、飲食店、NPO

1：建物全体 ㈱津センターパレス ㈱津センターパレス

Ⅰ-8 岡山県 岡山市 中区清水369-2 689,538 50万人以上 2：ショッピングセンター ジャスコ高島店 3：業務施設 ザグザグ本社 ドラッグストア本社 1：建物全体 ザグザグ本社

Ⅰ-9 鹿児島県 鹿児島市 呉服町6-5 604,133 50万人以上 1：百貨店 鹿児島三越 1：商業施設 マルヤガーデンズ テナント型商業施設 1：建物全体 地下1階地上8階、屋上 丸屋 丸屋 平成22年4月

Ⅰ-10 岡山県 倉敷市 阿知1-7-1 475,040 30万人以上～50万人未満 1：百貨店
くらしきシティプラザ東ビル
（旧倉敷三越）

1：商業施設 くらしきシティプラザ東ビル 商業施設、社会福祉施設(ファミリーサポートセンター) 1：建物全体 地上6階地下1階 天満屋百貨店、倉敷市 平成20年3月

Ⅰ-11 香川県 高松市 常磐町1-3-1 424,388 30万人以上～50万人未満 1：百貨店 コトデンそごう 1：商業施設 高松天満屋 百貨店 1：建物全体 地下1階地上10階、屋上 株式会社高松天満屋 平成13年

Ⅰ-12 大分県 大分市 中央町2丁目5-3 471,752 30万人以上～50万人未満 2：ショッピングセンター 大分サティ 1：商業施設 セントポルタビル
１F：食品スーパー、２F：歯科医院、学習塾、託児所等、地下１
F：駐輪場（1,000台）

1：建物全体
地下1～地上2階
（3階以上は解体）

㈱西原パーキング 平成22年10月

Ⅰ-13 宮崎県 宮崎市 橘通東3丁目1-11 401,658 30万人以上～50万人未満 2：ショッピングセンター ダイエーユニード宮崎店 7：宿泊施設 アゲインビル
複合施設（ホテルメリージュ宮崎、アニメイト、宮崎キネマ館、ラ
イブハウス、EXPG、スカイネットアジア航空本社）

2：建物の一部 地下1階～3階 宮崎商工会議所

Ⅰ-14 鳥取県 鳥取市 富安2丁目138-4 195,328 10万人以上～30万人未満 2：ショッピングセンター ダイエー鳥取駅南店 10：公共施設 市役所駅南庁舎、市立図書館等
市役所、市立中央図書館、フィットネスクラブ、学習センター、地
下書庫

1：建物全体
地下1階地上6階
塔屋2階

鳥取市 鳥取市 平成16年11月

Ⅰ-15 福岡県 久留米市 六ッ門町3-11 302,567 30万人以上～50万人未満 2：ショッピングセンター ダイエー六ツ門店 12：その他 くるめりあ六ツ門
複合商業施設（食品スーパー、ドラッグストア、100円ショップ、
書店、久留米市立六ツ門図書館）

1：建物全体 地下2階地上6階 ティーティーエス企画 平成22年7月

Ⅰ-16 北海道 北見市 大通西2丁目1番地 124,856 10万人以上～30万人未満 1：百貨店
きたみ東急百貨店
（まちきた大通ビル）

10：公共施設
北見市役所分庁
北見パラボ（SC)

地下1階、食品スーパーほか
地上1階～3階、化粧品、衣料品
4階～5階、市役所窓口、
6階、飲食店、市民ギャラリー、映画館

1：建物全体 地下1階地上6階 （株）まちづくり北見 平成23年8月

Ⅰ-17 栃木県 佐野市 佐野市高砂町2800-1 122,229 10万人以上～30万人未満 1：百貨店 十字屋佐野店 6：医療・福祉施設 悠楓園 介護対応型マンション 1：建物全体 地下1階～地上4階 株式会社えむ企画 平成11年9月

Ⅰ-18 沖縄県 沖縄市 中央1丁目32−7 135,363 10万人以上～30万人未満 2：ショッピングセンター
ダイエーコザショッピングセ
ンター

3：業務施設 沖縄市テレワークセンター コールセンター 1：建物全体 地下1階～4階 沖縄市 沖縄市 平成11年

Ⅰ-19 静岡県 富士宮市 ひばりが丘805 134,083 10万人以上～30万人未満 2：ショッピングセンター ダイエー富士宮店 4：娯楽施設 富嶽温泉花の湯 温泉、宿泊施設 1：建物全体
地下1階地上2階
（一部3階）

株式会社　時之栖 株式会社　時之栖 平成14年

Ⅰ-20 宮城県 石巻市 穀町14−1 161,636 10万人以上～30万人未満 2：ショッピングセンター 石巻ビブレ 10：公共施設
エスタ
石巻市役所本庁

1階　スーパーマーケット
2～7階　改修の上石巻市役所が全面移転

1：建物全体 地上7階 平成20年6月

Ⅰ-21 長野県 飯田市 銀座4-5 104,938 10万人以上～30万人未満 3：スーパーマーケット ユニー飯田銀ビル店 3：業務施設 文房具店「キング堂」の事務機器部 文具店本社 2：建物の一部 地下1階、地上2階 キング堂 キング堂

Ⅰ-22 岡山県 津山市 大手町5−10 65,054 10万人未満 1：百貨店 大手町デパート 4：娯楽施設 サテライト津山 競輪場車券売り場 2：建物の一部 2階、3階 平成13年

Ⅰ-23 長野県 岡谷市 中央町1-11-1 52,860 10万人未満 1：百貨店 おかや東急百貨店 10：公共施設 イルフプラザ
カネジョウ直営店・専門店（衣料・食料・化粧品・薬局ほか）、生
涯学習活動センター、子育て支援館「こどものくに」、レストラン
街

2：建物の一部 地上1～4階 岡谷市 平成14年

Ⅰ-24 長野県 小諸市 相生町1-3-3 43,616 10万人未満 1：百貨店 こもろ東急百貨店 6：医療・福祉施設 有料老人ホーム「あすか小諸」 老人ホーム 1：建物全体 地下1階、地上6階
TBCシルバーサービス
株式会社

TBCシルバーサービス株式会社 平成15年

Ⅰ-25 熊本県 山鹿市 山鹿1番地 56,817 10万人未満 2：ショッピングセンター プラザファイブ 1：商業施設 温泉プラザ山鹿 商業施設、テナントミックス・リーシング 1：建物全体
複数の建物による施設
を、一部解体し建て替
え。

山鹿市
共同組合山鹿温泉商店街、区
分所有者（商業施設部分）

平成21年

Ⅰ-26 山形県 新庄市 本町4-33 38,787 10万人未満 2：ショッピングセンター
ダイエー新庄店
（新庄ショッピングビル）

6：医療・福祉施設 こらっせ新庄
上地域雇用創造推進協議会、こらっせ診療所、介護付適合高齢者

専用賃貸住宅、わらすこ広場/新庄市地域子育て支援センター、ま
ちづくり会社新庄TCM 買物代行サービスほか、商業施設など

1：建物全体 地上５階 （有）アドバンビル ㈱宮城 平成20年8月

Ⅰ-27 群馬県 渋川市 石原6-1 84,335 10万人未満 2：ショッピングセンター
ジャスコ渋川店
（旧さとりジャスコ）

10：公共施設 市役所第二庁舎 市役所 1：建物全体 地上１～２階 渋川市 平成19年

Ⅰ-28 長野県 北佐久郡 御代田町御代田2412-1 41,867 10万人未満 2：ショッピングセンター ジャスコ御代田店 12：その他 さがみ典礼　御代田法事センター 2：建物の一部 平成13年

Ⅰ-29 高知県 四万十市 中村一条通2-48 35,992 10万人未満 3：スーパーマーケット スーパーの空き店舗 1：商業施設 いちじょこさん市場（食育プラザ）
地元野菜、惣菜の市場、惣菜・弁当調理所、高齢者と学生の交流ス
ペース

2：建物の一部
まちづくり四万十株
式会社

Ⅰ-30 大分県 杵築市 杵築377番地1 32,412 10万人未満 3：スーパーマーケット マルショク杵築店 10：公共施設 杵築市役所 市役所 1：建物全体 地上4階 平成12年3月

政令指定都市
（三大都市圏以外）

・
県庁所在都市

その他の都市

事例
ＮＯ

大都市との
位置関係

１．立地特性

人口分類

三大都市圏内の都市

３．リノベーション概要

建物（施設）名称
人口

（H23.3)
ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ部分

（例：１F～３F)
建物（施設）用途

（例：家電量販店＋食品スーパー）
ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ状況

（建物の全部又は一部）

建物用途
の分類

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ施設
の整備主体名

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ施設
の運営主体名

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
完成年

建物用途
の分類

建物（施設）名称所在地
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３．３ 成功手法の調査の方法と内容 

 

１）調査の方法 

 

抽出した成功事例の中から、空きビル活用等のタイプの違いや立地特性の違い、サンプル数

のバランスを考慮して、代表的な成功事例を 20 件程度、特定する。 

特定した事例については、ヒアリング調査を行い、成功手法に関するより本質的な部分を引

き出すこととする。また、ヒアリング調査にあたっては、既往資料やメディア情報、市町担当

者への事前ヒアリング等の情報をもとに、市町の担当者、建物の所有者、施設の運営者、中心

市街地活性化を担うまちづくり会社、協力しているコンサルタント等の中から、事情を良く知

る者として も適切なヒアリング対象者を選定し、行うこととする。 

 

 

 ≪代表的な成功事例の特定の考え方≫ 

○ 施設内容に特徴がみられる事例 

⇒ 民間事業者による施設や公共施設などニーズに合わせた多様な主体による利用や多

様な用途による利用が見られる事例 

⇒ 市役所への全面転換や複数の公共施設による利用など、行政による積極的な施設誘

導等により再生した事例 

⇒ 再生事例として特色ある用途など類例の少ない事例 

⇒ 減築や積極的な改修投資など、再生内容に特徴が見られる事例 

 

※その他、特定にあたって留意する点 

⇒ 多様な立地条件の事例を抽出するよう配慮 

⇒ 類似する用途の中でも運営方法や事業内容に特徴がみられる事例を抽出 

⇒ 同様の事例に関しては、事前情報が豊富な事例を優先 
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２）調査の内容 

 

  ヒアリング調査にあたっては、各事例の特徴等にあわせて重点的にヒアリングする項目と、

インターネット等で事前に把握している情報を補足的に確認する項目とに分類して行うことと

する。本調査で把握する情報について以下に整理する。 

 

 

① 建物概要について 

事前に把握した情報を事前に提示し、ヒアリング時に確認、補足的な情報提供を依頼する。 

 

＜改修前の建物概要＞ 

・建物名称 

・建物用途（⇒核店舗の有無：有の場合は業態・施設名称を確認） 

・延床面積（⇒各用途別（商業、業務、住宅等）面積） 

・建物階数 

・建物竣工年 

・建物所有者 

・建物管理・運営組織 

＜リノベーション後の建物概要＞ 

・建物名称 

・建物用途（⇒核店舗の有無：有の場合は業態・施設名称、床面積を確認） 

・リノベーションした部分（⇒建物全体 or 建物一部、増築・減築の有無） 

・リノベーション面積（⇒各用途別（商業、業務、住宅等）面積） 

・建物の利用状況（⇒リノベーション部分、未改修部分） 

・建物開業年（⇒リノベーション工事完成年） 

・建物所有者（権利者数） 

・建物管理・運営組織 

・建物整備主体 
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② リノベーションに至る経緯について 

②以降の項目については、ノウハウや人材、合意形成の場づくり、資金等確保の方法等を把

握することを念頭に、ヒアリングを実施する 

 

＜初期段階＞ 

・空き店舗が出始めた時期や核店舗が撤退の意向を表明した時期とその経緯 

・空き店舗等の解消に向けた取り組み（どの段階でどう動き、どうなったか） 

・空き店舗等の解消で苦労した点や問題点 

・リノベーションを決断した理由（タイミング） 

・建物の入手方法（リノベーション前と所有者が違う場合）  など 

  ＜検討段階＞ 

・事業計画検討の方法 

（ニーズの把握、用途・規模の検討、事業手法の検討、収支予測など） 

・テナント誘致の方法 

・資金調達の方法（行政からの支援等） 

・関係者との合意形成（行政、地元企業、住民等） 

・法律や規制等に関して課題となった点や苦労した点 

・リノベーション内容や手法に関して苦労、工夫した点（どのように思いついたか）等 

 

③ リノベーション後の施設の運営状況について 

・運営状況（稼動状況、利益の状況、利益の取り扱い） 

・運営・維持管理における工夫 

（コスト削減、資産の価値の維持・向上の工夫、テナント管理等） 

・有効に活用するための行政等との連携（支援）や地域との連携 

・事業継続への課題（運営資金の確保等） 

・今後の展開     など 

 

④ その他 

・リノベーションによる中心市街地への効果 

（周辺施設の空き店舗の減少、来街者・通行量の増加、コミュニティ活動の活発化等） 

・今だから思う改善点    など 
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３．４ 成功事例の抽出 

 

 施設名称 所在地 改修前建物用途 改修後建物用途 

事例 01 セントポルタビル 大分市  

商業施設・百貨店
事例 02 マルヤガーデンズ 鹿児島市  

事例 03 クッキープラザ 久喜市  

事例 04 温泉プラザ山鹿 山鹿市  

事例 05 あすか小諸 小諸市  

医療・福祉施設 事例 06 こらっせ新庄 新庄市  

事例 07 悠楓園 佐野市  

事例 08 鳥取市役所駅南庁舎 鳥取市 商業施設・百貨店 

公共・公益施設 
事例 09 渋川市役所第二庁舎 渋川市  

事例 10 イルフプラザ 岡谷市  

事例 11 明日都浜大津 大津市  

事例 12 フォルテワジマ 和歌山市  教育・文化施設 

事例 13 くるめりあ六ツ門 久留米市  

その他 
事例 14 スマートコミュニティ稲毛 千葉市  

事例 15 ゑびすビル part1 名古屋市 

商業ビル 

商業ビル 
事例 16 四日市町ＳＫＹビル 米子市 

事例 17 Nagoya I.D. Lab１ 名古屋市 事務所 

事例 18 BLISS ぶらくり 和歌山市 医療・福祉施設 

事例 19 山梨市役所 山梨市 工 場 公共・公益施設 

事例 20 カンラ京都 京都市 予備校 宿泊施設 
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事例 01 

名称 セントポルタビル  

住所 大分県大分市中央町 2-5-3 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市

県庁所在都市
□その他 
 の都市 

人口 474,094 人（平成 22 年国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

ショッピングセンター 商業施設 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称 大分サティ セントポルタビル 

建物用途 ショッピングセンター 

1 階：食品スーパー（トキハインダストリ

ー）、タリーズコーヒー他 

2 階：歯科医院、学習塾、託児所 

地下 1階：駐輪場（1,000 台） 

延床面積 22,903 ㎡ 6,386 ㎡（地下駐輪場 2400 ㎡含） 

建物階数 地下 1階地上 8階、屋上 地下 1階地上 2階、屋上（駐車場） 

竣 工 年 昭和 48 年 平成 22 年 

建物所有者 イオン九州 (株)西原パーキング 

運営主体 イオン九州 (株)西原パーキング 

整備主体 イオン九州 (株)西原パーキング 

現在の 

施設概況 

 

商店街に面するスーパー

の入り口 

食品・日用品スーパーの

トキハインダストリー 

施設２Ｆ 

屋上駐車場 地下に設置された駐輪用

への入り口 

若草公園に面する立地 
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 01_セントポルタビル  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・ショッピングセンターを減築し、食品スーパーを中心とした

小規模な商業施設へとリニューアルした事例。1階では地元

百貨店のグループ企業であるトキハインダストリーがテナ

ントとして食品スーパーを運営している。地下は大分市が西

原パーキングから賃借して、市営の無料駐輪場として運営し

ている。 

・地元の不動産事業者である(株) 西原パーキングが高齢化す

る中心市街地で要望の高かった食品スーパーの誘致を地域

貢献の観点から事業化したもの。 

 

 

 

 

 

 

【経緯】 

・昭和 48年 9 月に、ニチイ大分ショッピングデパートとして開店。食料品や衣料、生活雑貨、レ

ストランなどを備えた８階建ての総合スーパーであったが、売り上げ低迷や建物の老朽化から

平成 20 年 9月に撤退を表明。 

・中心市街地の大規模店舗であることから、大分市ではサティ対策会議を設置して対応を検討、

市やまちづくり会社による購入・活用の案も浮上したが、結論に至らなかった。 

・地権者であるイオン九州は地元の要望を受け、食品スーパーの誘致を条件に土地・建物の譲渡

先を探すこととなったが難航し、 終的に大分市や地元商業者から打診を受けていた(株) 西原

パーキングが土地、建物を取得した。 

・(株)西原パーキングは、地元からの要望である食品スーパーの誘致を前提に不動産事業計画を

検討、当地における商業施設の事業性を評価した上で、２階建ての商業施設にリニューアルす

ることを決定。 

・リニューアル建物は、平成 22 年 10 月にオープン。 
        

1973 ニチイ大分開業 

1994 大分サティに改称 

2007 イオン九州が九州合併 

2008.9.1 イオン九州が経営悪化と建物老朽化を理由に閉店・撤退を表明 

 大分市がサティ対策会議を設置、検討 

2009.3.20 大分サティ閉店 

2009.11 (株)西原パーキングが土地・建物を取得 

2010.10.25 セントポルタビル開業 
 

 

大分駅 

セントポルタビル 

 
≪改修前≫ 

イオン九州 

イオン九州 

≪改修後≫ 

（株）西原パーキング 

所有：（株）西原パーキング 
●土地建物の所有関係 

B１F 大分市が賃借 

減築 

１F テナントが賃借 

2F テナントが賃借 
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 01_セントポルタビル  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇８階から２階への「減築」により経済合理性を確保 

・セントポルタビルは、旧大分サティの土地建物を取得した株式会社西原パーキングが、８階建

ての建物の３階～８階部分を撤去し、地下１階から２階までをリニューアルすることにより再

生した商業ビル。 

・地元からの要望により食品スーパーをテナントとすることを前提に検討した事業計画は、耐震

の基準を満たさない古いビル、収益力のあるテナントを見込めない土地条件、多額の費用が想

定される全面解体など、数々の困難な条件が想定される中で減築という思い切った事業が行わ

れた。 

・これにより、①耐震上の安全性が確保された、

②３階以上の商業施設に必要な避難階段が不

要となりフロアの柔軟性を確保できた、③施設

の規模が需要に見合うレベルとなった、④維持

管理コストが施設の収益力に見合うレベルに

下げられた、⑤２階屋上を駐車場として活用で

きて駐車場が利用しやすくなった、⑥結果とし

て建築確認の手続きが不要と判断された、など

数々のメリットが生まれ、再生事業の成功に結

び付いた。 

〇地元企業による地域貢献に対する熱意も事業化への必要条件 

・株式会社西原パーキングは、当初は今回のプロジェクトに対して「駅前の立地条件に対して、

食品スーパーという用途は収益力が低すぎてバランスせず、不動産事業としては成立しない」

と評価したという。それでもこのプロジェクトに取り組んだのは、地域に密着した企業、そし

て社長個人としての地域貢献の一環ととらえため。地元の商業事情に精通する経験とノウハウ

を生かし、スーパーを前提にしたときどうすれば成立するか、という観点から、考え出された

アイディアが減築という解答となった。その意味では、不動産事業の利益よりも地域貢献に対

する熱意によって支えられた成功ともいえる。 

〇地域に人脈や信用を有する不動産会社の参画により可能となった再生 

・株式会社西原パーキングは、大分の駅周辺に複数の不動産を所有する不動産会社。現在同社の

本社ビルのある場所で生まれ育ったという現社長は、大分市や地元金融機関、地元財界にも知

人・友人が多い。このことは、事業の成功を共通目標として取組む大分市との協働体制づくり

や、一階食品スーパーその他のテナントの誘致等を円滑に進めることにもつながっている。 

〇大分市も連携した公民の連携事業 

・リニューアル自体は民間主体による事業であるが、地下１階は大分市の無料駐輪場として活用

しており、公民の連携が見られる。大分市では、市民や商業者からの要望の強かった中心市街

地や商店街での駐輪対策に効果があるものと考え、セントポルタビルの地下１階を工事負担金

（約 1億円）と、賃借料を支払って賃借、隣接地にある若草公園の駐輪場（457 台）と一体的に

機能する無料駐輪場として、運営している。 

 
取材協力 (株)西原パーキング、大分市 

出  典  

改修前 

改修後 
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事例 02 

名称 マルヤガーデンズ  

住所 鹿児島県鹿児島市呉服町 6-5 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 605,846 人（平成 22 年 国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

 百貨店    商業施設（ﾃﾅﾝﾄ型）

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 鹿児島三越 マルヤガーデンズ 

建物用途 百貨店 

商業施設（テナント型） 

地下 1階：生鮮食品・フードコート 

1～3階：衣料品・美容・雑貨・アート・託児所

4階：雑貨・レストラン・喫茶・歯科・カルチャー

5～6階：書籍・文具 

7 階：飲食店・映画館・屋上庭園・ドッグラン

8階：ブライダルゲストハウス 

R 階：ビアガーデン（夏季） 

※フリースペース（ガーデン） 

：地下 1階、1 階、3階、4階、6階、7階 

延床面積 22,675.45 ㎡ 22,675.45 ㎡ 

建物階数 地下 1階地上 8階、屋上 地下 1階地上 8階、屋上 

竣 工 年 昭和 36 年 平成 22 年 

建物所有者 丸屋 丸屋 

運営主体 丸屋（昭和36年～57年）・三越（昭和58年～平成21年） 丸屋 

整備主体 丸屋 丸屋 

現在の 

施設概況 

 

「ガーデンズ」の名

にふさわしく、壁面

の緑化や屋上庭園

などを設けている。 

壁面緑化が施され

ているメインエン

トランス。 

天井を高く感

じさせるため

に、一部は配管

がむき出しの

スケルトンに

近い形で改修。

屋上庭園と一体と

なった明るい喫茶

スペース。 

ピアノが置いてあ

り演奏会などのイ

ベントスペースと

しても利用。 
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 02_マルヤガーデンズ  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・鹿児島の中心市街地である天文館地区に立地する大

手デパートの撤退により、建物所有者である丸屋が

自ら商業施設運営に着手することを判断し、20 数年

ぶりに地元の百貨店「丸屋デパート」が、装いも新

たに大型商業施設として再生した事例。 

・コミュニティをつくることで、本来百貨店に来ない

人を呼び込むというアイデアのもとに、誰でも借り

られるフリースペース（ガーデン）を店内に設ける

など、特徴のある取り組みを行っている。 

 

【経緯】 

・1892 年に呉服商の丸屋として、鹿児島の中心市街地である天文館地区に創業。 

・1961 年に「丸屋デパート」として開業。その後、2 期に分けて増築し、76 年に地上 8 階建ての

店舗を完成。 

・1983 年に三越と業務提携を行い、1984 年に屋号を「鹿児島三越」に変更。 

・ティファニーの九州初出店などピーク時には年商 190 億円に達したが、その後、郊外型大型店

舗の複数出店や、九州新幹線の部分開業にともない 2004 年に鹿児島中央駅に駅ビルが開業する

など、中心市街地としての天文館地区の空洞化に拍車がかかる。 

・こうした状況に対して、天文館地区全体の協調がすすめられ、共同イベントの開催や鹿児島市

電での来街者に対する運賃の割引を行うなどの取り組みが行われたが、2008 年 9 月に三越が閉

店を発表し、2009 年 5 月に閉店した。 

・三越の閉店発表後、建物所有者である丸屋は施設の利活用について慎重に検討し、会社の資産

の柱である不動産を有効に活用し、その価値をあげることが重要と判断し、大規模な改修によ

る施設整備を行い、自ら商業施設運営に着手することとを決定した。 

・2010 年 4月に、「マルヤガーデンズ」として開店。 

        

1892 呉服商の丸屋として創業 

1961 丸屋デパートとして開業 

1983 三越と業務提携 

2009.5 三越が閉店 

2010.4 マルヤガーデンズが開店 
 

鹿児島中央駅 
天文館地区 

マルヤガーデンズ
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 02_マルヤガーデンズ  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇百貨店に来ない人を呼び込むコミュニティスペースの設置 

・コミュニティをつくることで、本来百貨店に来ない人を呼び込むというアイデアのもとに、「ガ

ーデン」と呼ぶ、誰でも借りられるフリースペースを設置。 

・地元のＮＰＯ団体を中心に週末はほぼ予約で一杯の状況で、１ヶ月の平均稼働率は５割を超え

ている。買い物をするつもりがない人を、マルヤガーデンズに来てもらうきっかけづくりに成

功。 

・当初は、５階と８階を除く各階に「ガーデン」を設置していたが、実際に施設を運営してみる

と週末利用が多く、例えば、ファッションフロアでは、平日、何も利用されていない空間があ

ることで、フロア全体の一体的な雰囲気が途切れてしまうといったマイナス面があることがわ

かった。今では、基本的なコンセプトは守りつつ、状況に応じて商業的な運用も行っている。

 

 

 

 

 

 

 

 

〇避難安全検証法を使った有効売場面積の拡張の実現 

・2008 年９月の三越の撤退表明後、なるべく早

く時間をかけずに集客力のある施設として再

生させるために、避難安全検証法を使うこと

で、建築確認の必要がない改修にとどめた。 

・また、度重なる増築により必要以上に増えて

しまった階段も、避難安全検証法を用いて整

理し、商業的に使える面積の増床を実現した。

増床した部分は、テナントスペースだけでな

く、ゆとりやくつろぎを提供するスペースと

しても活用している。 

 

 
取材協力 ㈱丸屋本社 マルヤガーデンズ事業部 

出  典 「建築リノベーション 事例と実務」（日経 BP 社） 

 

誰でも借りることができるフリースペースである

「ガーデン」 

利用方法等は、開業前に地元のＮＰＯ団体とワーク

ショップを開催して決定。利用料は非営利か営利か

によって設定（非営利・平日：500～3,000円） 

「ガーデン」の利用状

況を示す緑のランプ 

利用スケジュールや

施設情報等をモニー

ターで案内 

避難安全検証法により整

理した階段スペースは、テ

ナントスペースだけでな

く、ゆとりやくつろぎを提

供するスペースとしても

活用 



 

 3-4-8

 

事例 03 

名称 クッキープラザ  

住所 埼玉県久喜市久喜中央 1-1-20 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 154,310 人（平成 22 年 国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

 商業施設(GMS)    商業施設・事務所

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 ダイエー久喜店（サリアビル） クッキープラザ 

建物用途 商業施設（GMS） 

商業施設・事務所 

地下 2階：駐車場 

地下 1階：飲食店 

1 階：食料品スーパー 

2 階：美容院、英会話教室、歯科 

3 階：書店、100 円ショップ 

4 階：アミューズメントスペース 

5 階：事務所（レンタル） 

6 階～：桧家住宅本社 他 

延床面積 約 20,650 ㎡ 約 20,650 ㎡ 

建物階数 地下 2階地上 8階 地下 2階地上 8階 

竣 工 年 平成 2年 平成 21 年 

建物所有者 ダイエー、その他地権者 ㈱桧家ホールディングス、その他地権者

運営主体 ダイエー ㈱桧家ホールディングス 

整備主体 久喜再開発ビル管理㈱ ㈱桧家ホールディングス 

現在の 

施設概況 

 

商業施設からの転用によ

り窓が少なくても明るい

事務所空間（６Ｆ） 

ワンフロアで広い本社事

務所（６Ｆ） 

食料品スーパー（1Ｆ） 化粧品、雑貨等フロア（2Ｆ） ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｽﾍﾟｰｽ（4Ｆ） 
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 03_クッキープラザ  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・1990 年に久喜駅前に建設され、核テナントのダイエー（完成時

から 1994 年までは忠実屋）の撤退後、北関東を地盤とする住宅

建設・販売事業者が建物を購入し、商業施設及びこの企業の本

社として再生した事例。 

・主な改修内容は、空調設備等の入れ替え、6階以降のエスカレー

ターを取り外し、商業施設部分と本社事務所部分の機能分割を

実施。今後はエレベーターの設備更新等を検討中。 

 

【経緯】 

・1990 年に再開発ビル竣工・開業（完成時から 1994 年までは忠実屋が核テナント）。 

・2002 年 2月にダイエー撤退の発表があり、5月に閉店。 

・その後、約 90％の所有権を有するダイエーが主体となって後継のテナントを探すが、ダイエー

時代から営業していた１階の銀行２店舗以外はテナントが決まらない状態が４年以上続く。 

・2007 年に東京に本社を置く不動産会社がこの建物の区分所有権を取得し、商業施設として再開

するか、または建物を解体し、住宅と商業からなる複合施設を建設することなどを検討するが、

後継のテナントが見込めないことや、住宅事情の冷え込み等により、建物の売却も視野に入れ

た検討に変わる。 

・このような状況のなか、久喜市の隣の加須市の郊外に本社を置く桧家住宅が、2008 年にこの不

動産会社から約７億円で取得し、翌年にスーパーや書店等の店舗とこの企業の本社等が入居す

る「クッキープラザ」として再生する。なお、１階の食料品スーパーは、食品コンサルタント

の協力よりテナント誘致を行った。 

        

1990 再開発ビル竣工・開業 

2002.5 核テナントのダイエーが撤退 

2007.2 東京に本社を置く不動産会社が区分所有権を取得 

2008.10 桧家住宅が不動産会社から権利を取得 

2009.11 クッキープラザとして再生 
 

久喜駅 

クッキープラザ 
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 03_クッキープラザ  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇立地特性が進出の決め手 

・所有者である桧家住宅は、久喜市の隣の加須市の郊外に本社が所在していた。たまたま久喜市

の駅前に土地を購入し、ビルの建設を検討していた時に、この建物の購入等について話があり、

駅前で、交通の利便性が高いことから購入を決定した。 

・商業施設ならではの、ワンフロアで広い空間が確保できたことも決め手のひとつ。一方、窓が

少ない商業施設を事務所に転用することは特に問題にはなっていないとのこと。 

 

〇フロアをあらかじめ分割しておくことで企業の多様なニーズに即座に対応 

・５階のレンタルオフィスフロアは、当初は入居希望企業の必要面積や仕様等の要望に柔軟に対応

できるよう柱や天井はそのままで、間仕切りの設置等、内装の改修等は特に行わないで募集を行

っていた。しかし、実際にはすぐにでも入居できるオフィスを探している企業が多く、改修する

時間も持ってもらえず、テナントの入居機会を逃すことが多々あった。 

・このような経験を踏まえ、多様な企業のニーズに即座に対応できるよう、フロアをあらかじめ

いくつかの空間に分割し、ニーズに応じて複数のスペースもレンタルできるように工夫を行っ

ている。こういった工夫や、交通の利便性の高さ、北関東の拠点になりうる立地特性から、高

い入居率となっている。 

 

〇施設の再生に時間を要したことにより設備改修費のコストが増加 

・核テナントの撤退から、建物の再生計画がまとまるまで約５年の歳月を要し、この間、設備の

メンテナンスがほとんど行われなかったために、設備のリニューアルコストが多大になってし

まった。建物所有者はテナントの撤退後も設備の維持・管理を続けることで、次の利用者の設

備等の改修コストの負担を抑えておくことは、建物の再生を進めるうえで重要なポイントのひ

とつとなる。 

 
取材協力 ㈱桧家ホールディングス、久喜市役所 

出  典 http://www7.ocn.ne.jp/~tomoni/gikai/me-kadaibetu/matidukuri.htm 
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事例 04 

名称 温泉プラザ山鹿  

住所 熊本県山鹿市山鹿 1 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 55,391 人（平成 22 年 国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

商業施設・公共施設

温泉施設・住宅 

商業施設 

温泉施設・住宅 
※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 プラザファイブ 温泉プラザ山鹿 

建物用途 

商業施設、 

公共施設（市民会館、温泉プール、温泉

施設（「さくら湯」）、市営住宅 

商業施設、 

温泉施設（「さくら湯」）、 

市営住宅 

延床面積 30,412 ㎡ 

商業ビル：12,188 ㎡ 

住宅ビル： 5,492 ㎡ 

さくら湯： 1,012 ㎡ 

建物階数 地上 10 階 
商業ビル：地上 4階、 

住宅ビル：地上 10 階 

竣 工 年 昭和 50 年 平成 21 年 

建物所有者 
温泉プラザ山鹿管理組合法人、山鹿市 

協同組合山鹿温泉商店街 

協同組合山鹿温泉商店街、山鹿市、 

温泉プラザ山鹿管理組合法人、 

運営主体 協同組合山鹿温泉商店街、山鹿市 協同組合山鹿温泉商店街、山鹿市 

整備主体 協同組合山鹿温泉商店街、山鹿市 協同組合山鹿温泉商店街、山鹿市 

現在の 

施設概況 

 

フリースペース（2Ｆ） 核店舗のスーパー（2Ｆ） ギャラリースペース（2F）

物販店舗（1Ｆ） 地域の農産物等を売る店舗

（1Ｆ） 
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 04_温泉プラザ山鹿  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・1975 年に九州初の再開発ビルとして建築され、経年とともに施

設の老朽化が進み、また、2002 年には核店舗の撤退を受けたこ

とにより、施設の改修とあわせて施設の所有権の整理を行い再

生した事例。 

・建物の一部を解体し、残ったビルは商業施設としてコンパクト

化するとともに立体駐車場を新設して商業機能の強化を図っ

た。また、解体した場所には江戸時代から庶民の外湯として親

しまれてきた「さくら湯」を復元するとともに多目的広場の整

備を行う予定である（H24 年 10 月末完成予定）。 

・事業にあたっては、暮らし・にぎわい再生事業補助金、戦略的中心市街地中小商業等活性化支

援事業費補助金等を活用している。 

 

【経緯】 

・1975 年 8 月に商業施設、公共施設（市民会館、温泉プール、温

泉施設（「さくら湯」））、市営住宅等からなる九州初の再開発ビ

ルとして竣工オープン。 

・2002 年 2 月に食品・衣料品スーパーの核店舗（サンリブ：約 7,000

㎡）が撤退。その後、他のテナントも撤退し、約 6 割が休眠施

設となる。 

・築後約 30年を経て設備が老朽化し、安全性の確保や施設の維持管理も困難となってくるなど多

くの課題を抱え、近い将来、施設の存続すら危ぶまれる状態になることも考えられることから、

2004 年度に再生に向けた組合員へのヒアリング調査等を実施。 

・2005 年 9 月に建物の耐震診断を行い、過大な耐震補強工事が必要との結果を得る。その結果を

踏まえて同年 10 月に一部解体を伴う再生計画方針を決定。 

・2006 年から再生に向けた検討を開始。 

・2008年 2月に区分所有者（85名）及びその議決権の5分の4以上の賛成により建替え決議が成立。

・2009 年 7月に改修（一部解体）工事着工。 

・2010 年 3月にグランドオープン。2012 年 10 月末に「さくら湯」の完成予定。 

 

1975.8 再開発ビル竣工オープン 

1993 再生に向けた検討開始 

2002.2 核店舗の撤退 

2005 耐震診断の実施、再生計画の方針決定 

2006.5 基本構想策定 

2007.3 基本設計作成 

2008.2 建替え決議成立 

2008.7 実施設計作成 

2009.7 改修（一部解体）工事着工 

2010.3 グランドオープン 

2012.10 末 「さくら湯」完成予定 
 

バスセンター 市役所 

温泉プラザ山鹿 

竣工当時の概要

温泉ビル中央ビル 住宅ビル 
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 04_温泉プラザ山鹿  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇各所有者の希望を資産の明確な分離により解決 

・商業施設、公共施設、住宅の複合施設からなる温泉プラザは、１筆１棟の区分所有建物であり、山

鹿市、核店舗のサンリブ、区分所有者による管理組合の３者が約１/３ずつ権利を保有していた。 

 ・平成 14 年に核店舗の撤退を受け、平成 17 年に行った耐震診断では過大な耐震補強工事が必要

との結果がでたことから、再生に向けた検討の中では、山鹿市は、施設の老朽化や合併を踏ま

えて「さくら湯」を温泉プラザとは別棟で再建し、独自で維持管理等を行う意向を示す。また、

管理組合に所属する区分所有者の中には、後継者がいないなどの理由により撤退を検討してい

るものもおり、過剰な商業床の解消が課題となっていた。そこで３者の資産の明確な分離を図

りつつ、施設の再生を行う事業計画をとりまとめ、平成 20 年 2 月には権利者 85 名全員の合意

による建替え決議が成立した。 

 ・核店舗の権利床及び、85 名の権利者のうち撤退を決意した約 50 店舗分の権利床は、建替え組合

が改修工事完了後に時価で買い取り、その後、時価及び改修負担金相当額で協同組合が買い取

り、テナント誘致等の施設運営にあたっている。 

・時価での購入にあたっては、相当の抵抗があった。購入時点は坪単価約 30 万～40 万円だったも

のが、現在の時価は約 10 万円程度である。一番高かった時には、バブル前に約 120 万円という

時代もあり、その時に購入した方もいる。 

しかし、区分所有であるが故に、権利床

を持ち続けると、所有している店を閉め

ていても共益費を負担しなければならな

いことなどを丁寧に、そして繰り返し説

明することで、 終的には理解を得るこ

とができた。 

・また、18 年にわたり管理組合の理事長を

同じ方が務め、このビルをなんとか再生

したいとの強い信念のもと区分所有者と

協議を行うなどにより合意を得ることが

できた。 

〇補助金を上手に活用して再生事業を推進 

・建替え組合が権利者から権利床を買い取った費用（約 20 億円）の原資は、暮らし・にぎわい再

生事業補助金と、平成 20 年 11 月に山鹿市中心市街地活性化基本計画の認定を受け、当再生事

業が基本計画に定められた特定民間中心市街地活性事業に認定を受けたことから、戦略的中心

市街地商業等活性化支援事業費補助金も活用している。 

・山鹿市が整備を進めている「さくら湯」も、暮らし・にぎ

わい再生事業補助金の対象となっており、市と連携を図

り、戦略的に補助金を上手に活用して再生事業を推進して

いる。 

 
取材協力 協同組合山鹿温泉商店街、山鹿市役所 

出  典 中心市街地活性化取組事例集、受領資料 

さくら湯完成予想図

改修前と改修後のイメージ

改修前
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事例 05 

名称 あすか小諸  

住所 長野県小諸市相生町 1-3-3 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 43,997 人（平成 22 年国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

 百貨店  福祉施設(有料老人ﾎｰﾑ)

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 こもろ東急百貨店 あすか小諸 

建物用途 百貨店 

1 階：イベントホール、 

日置小諸センター（ヤマハ音楽教室）

2階：ショートステイ、リハビリコーナー

3階：介護付有料老人ホーム、デイサービ

ス 

4～5 階：介護付有料老人ホーム 

6 階：娯楽室・食堂、庭園 

延床面積 14,248 ㎡ 8,339 ㎡（１階、地階の一部は未使用） 

建物階数 地下 1階地上 6階、屋上 地下 1階地上 6階、屋上 

竣 工 年 昭和 48 年 平成 15 年 

建物所有者 (株)帝中 ＴＢＣシルバーサービス(株)  

運営主体 (株)ＫＦＤ（小諸ファッションデパート） ＴＢＣシルバーサービス(株)  

整備主体 ながの東急百貨店 ＴＢＣシルバーサービス(株)  

現在の 

施設概況 

 

見晴に優れた明るい食堂

（６Ｆ） 

居室階のホール（５Ｆ） 居室（５Ｆ） 

リハビリコーナー（３Ｆ） ショートステイのフロア

（２Ｆ） 

地域に無料で開放されて

いるホール（１Ｆ） 
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 05_あすか小諸  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・駅前に立地する地域の顔となっていたデパートの撤退を受

けて、建物所有者が新たな用途を模索、福祉施設としてリ

ニューアル・転用した事例。地下１階、地上６階の建物の

うち、主に２階～６階を改修して介護付き有料老人ホーム、

ショートステイ、デイサービスの施設に活用している。 

・建物オーナーの積極的な用途転換への模索と行政との連携

により、地域の福祉施設の草分け的な施設への転用を実現

した。 

・主な改修のポイントとして、住居としての性能を満たすために壁面に開口部を設置、屋上から

の採光も確保するなどの工事が行われている。構造は耐震ブレースにより耐震性を強化、設備

はエスカレータを撤去して床を設置したほか、エレベーターはシャフトのみを生かして機器を

入れ替えている。 

 

【経緯】 

・運送業を営んでいた株式会社帝中の事業再編に伴って遊休化した駅前の土地を活用し、昭和 48

年に複合テナント型のファッションビル「小諸ファッションデパート」を開業。その後、テナ

ントの撤退などを契機として昭和 56 年に東急デパートをテナントとする「こもろ東急百貨店」

に衣替えした。 

・平成 13 年、東急百貨店が同社の事業再編に伴い「こもろ東急」の撤退を表明、地権者であるＫ

ＦＤは日常から交流のある青年会議所や商工会議所、小諸市などと対応策の相談を始めたが、

商業施設の需要は厳しいと判断、用途の転換を模索した。 

・折しも一年程前、地元住民が小諸市に福祉施設の誘致を働きかけていたことをヒントに、福祉

型の住宅について検討を開始し、建物の構造的な強度を確認した上で改修することを決定。知

人の紹介により栃木県で高齢者福祉施設を運営するＴＢＣシルバーサービスのコンサルティン

グを受けることとなった。 

・青年会議所や商工会議所、小諸市等の積極的な協力を受けて、長野県では二例目となる特定施

設入居者生活介護の認定受けた介護付き有料老人ホームを開設した。 

・リニューアル建物は、平成 15 年にオープン。 

        

1973 複合商業ビルとして小諸ファッションデパートを開業 

1981 東急百貨店がテナントに入り、「こもろ東急百貨店」となる 

2001 東急百貨店が撤退を発表 

2002.4 こもろ東急百貨店が閉店 

2003.11 あすか小諸を開設 
 

小諸駅 

あすか小諸駅 
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 05_あすか小諸  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇建物屋上からの採光確保などの工夫により、居住性能を確保 

・既存建物は商業ビルとして利用されていたため、建

物の側面にも開口部が少ない。本件では、建物の構

造的強度を確認したうえで、側面への開口部の設置

や建物屋上にも開口部を設置することにより、高齢

者住宅の各居室の採光性能を確保し、建物全体を居

室として有効に活用するための工夫が行われてい

る。 

 

〇商業施設から高齢者福祉施設への転用を早期に決断 

・平成 13 年の「こもろ東急」の撤退表明後、ＫＦＤは商業施設としてのテナント需要が乏しいと

認識し、比較的早期に高齢者福祉施設として利用することを検討したが、この決断が結果とし

て事業としての好機をとらえることにつながった。あすか小諸が申請した「特定施設入居者生

活介護」の認定例は、当時、長野県で一例しかなく、佐久地域では初めてのケースであったた

め、県の期待も高まり、積極的な協力を受けることができた。 

〇地域の人脈、ネットワークを通じて地域総体として高齢者施設をつくる機運を醸成 

・プロジェクトのキーマンであるＫＦＤのオーナーは小諸に生まれ育ち、地域で老舗のファッシ

ョンビルを経営する会社の後継者として青年会議所等でも活動、多様な企業や専門家、地域財

界関係者との交流があった。本件においてもプロジェクトの早期段階から各方面に相談し、建

物の構造診断、福祉施設の開業に向けた情報収集、福祉施設の認可申請に向けた事前協議など、

様々な場面で専門家や商工会議所、小諸市などの協力を得られたことが円滑なプロジェクト進

行につながっている。 

〇施設運営者に責任をもって取り組んでもらう体制づくり 

・あすか小諸を計画していた当時、ビルオーナーであるＫＦＤは栃木県小山市の高齢者福祉施設

事業者である「ＴＢＣシルバーサービス」のコンサルティングを受けていたが、開設後ＫＦＤ

は、あすか小諸をＴＢＣシルバーサービスに運営してもらうことを前提として、施設の所有権

を譲渡している。それは介護福祉の分野で多くのノウハウを有するＴＢＣシルバーサービスに

小諸という地域の一員として自覚と責任をもって取り組んでもらうためであり、このこともま

た、地域との信頼関係づくりにつながっている。 

〇複数の階に分かれた施設の運営を職員配置などの工夫で対応 

・あすか小諸は、２～６階と施設が５層に分かれているため、居住者の館内での移動はエレベー

ターの利用で対応している。また、職員はフロアごとに配置し、居住者の移動には時間の余裕

をもって対応するなど、分散しているデメリットを職員の配置とオペレーションの工夫によっ

てカバーしている。 

 
取材協力 あすか小諸 

出  典  

建物の屋上や側面に新たに開口部を設置 
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事例 06 

名称 こらっせ新庄  

住所 山形県新庄市本町 4-33 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 38,850 人（H22 年国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

商業施設(GMS) 医療・福祉施設 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称 ダイエー新庄店（新庄 SC） こらっせ新庄 

建物用途 
1 階～4階：ショッピングセンター 

5 階：スポーツクラブ 

1 階：店舗、チャレンジショップ（食品・

雑貨・衣料品） 

イベントホール、休憩コーナー 

2 階：飲食店・診療所 

3 階：介護付適合高齢者専用賃貸住宅 

4 階：わらすこ広場（子育て支援施設）・

将棋教室、ビル管理事務所 

5 階：スポーツクラブ 

延床面積 12,607 ㎡ 12,607 ㎡ 

建物階数 地上 7階地下 1階 地上 7階地下 1階（１～5階のみを使用）

竣 工 年 昭和 61 年 平成 20 年 

建物所有者 新庄ショッピングビル（株） 新庄ショッピングビル（株） 

運営主体 ダイエー （有）アドバンビル 

整備主体 新庄ショッピングビル（株） （有）アドバンビル 

現在の 

施設概況 

 

チャレンジショップ、テ

ナント（１Ｆ） 

地域に開放された休憩コ

ーナー（１Ｆ） 

適合高齢者専用賃貸住宅

（３Ｆ） 

わらすこ広場（４Ｆ） スポーツクラブ（５Ｆ）

適合高齢者専用賃貸住宅

（３Ｆ） 
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 06_こらっせ新庄  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・中心商店街に立地するショッピングセンターの核店舗（ダイ

エー）の撤退、ビルを管理する会社の倒産後、遊休化してい

た商業ビルを、地元企業が取得、高齢者福祉施設（介護付住

宅）を核とした新たな用途への転換によりリニューアルした

事例。 

・スポーツジムや子育て支援施設の復活を強く求める市民の意

向を受けた新庄市や金融機関から打診を受けた地元企業が、

破たんした会社の所有物件の譲渡のために土地所有者や債権

者と調整を行い、チャレンジショップの運営などを皮切りに、

段階的に本格的なリニューアル活用へのプロセスを歩んでい

る。 

 

 

 

 

 

 

【経緯】 

・新庄市を中心に、山形県内で複数の商業ビルを所有・管理していた新庄ショッピングビル(株)

が管理する物件の一つとして、ダイエーをキーテナントとする商業ビルを運営。 

・ダイエーが事業再編に伴い、新庄店を撤退。５Ｆのスポーツクラブだけが運営を継続。新庄市

が空き店舗対策として、施設の一部を無償で提供を受けてわらすこ広場（子育て支援施設）を

運営。 

・所有・管理する複数ビルのキーテナントが撤退し、経営危機に陥った新庄ショッピングビル(株)

が平成 18 年 11 月に倒産し、新庄ショッピングビル（旧ダイエー）を閉鎖、スポーツクラブと

わらすこ広場も閉鎖される。 

・スポーツクラブ、わらすこ広場の再開を求める地元市民が署名活動を行い、あわせて 2 万 3 千

人の署名を新庄市に提出。 

・平成 20年 8 月に「こらっせ新庄」としてリニューアル。 

・2階は今後、サービス付高齢者向け住宅、デイサービス、ホームヘルパーサービス、居宅介護支

援事業所として改修する予定。 

1999 ダイエーが撤退 

2000 新庄市が 4階でわらすこ広場を運営 

2006.11 新庄ショッピングビルが破産 

2007.4 ビル閉鎖 

2008.5 「こらっせ新庄」として運営を開始。わらすこ広場、スポーツクラブを再開。 

2008.8 １階にドリームゲート（チャレンジショップ）の運営を開始 

2009.10 ３階に介護付適合高齢者専用賃貸住宅日和（ひより）を開所 
 

 

新庄駅 

こらっせ新庄 

≪改修前≫ 

新庄ショッピングビル＋他地権者 

新庄ショッピングビル 

＋他地権者（区分所有） 

≪改修後≫ 

（有）アドバンビル 

所有： 

（有）アドバンビル

全館一括で 

ダイエーが

賃借 

●土地建物の所有関係 

4F 新庄市が賃借 

1F テナントが賃借 

2F 店舗直営（一部テナント） 

5F スポーツクラブ（直営） 

3F 高齢者住宅（直営） 
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 06_こらっせ新庄  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇地域に信頼された老舗企業のネットワーク、信用が生かされた再生 

・旧ダイエー新庄店は、「新庄ショッピングビル株式会社」（以下、新庄ＳＢ）が所有し、ダイエ

ーとスポーツクラブがテナントとして入居していたビルであったが、ダイエーの撤退後、新庄

ＳＢも倒産、債権処理に難航し、施設の譲渡などによって再生を図るためには、銀行や土地所

有者、その他債権者による債権の整理等が不可避であった。 

・再生事業を行った有限会社アドバンビルは、地元新庄市の呉服店で 70 年近くにわたって服飾関

係を中心にフォトスタジオや不動産など多様な事業を営む株式会社宮城のグループ企業。再生

を望む 2 万人の署名を受け、新庄市からの強い要請、銀行からの相談を受けた同社は、土地所

有者の説得や債権放棄に関する債権者との協議など、管財人との協力のもと困難な協議や調整

を処理した。これが可能であった背景には、地元で長く商売を行う同社や同社社長の信頼、人

脈があり、また同社の新庄に対する社会貢献の思いがある。 

 

〇実質本位のコストダウンを実践 

・（有）アドバンビルは、収益力のあるテナントをほとんど見込めないなどきわめて厳しい状況下

でこらっせ新庄を運営している。このため、比較的収益を見込める福祉施設の用途拡大に取り

組む一方、コスト削減策にも取り組んでいる。例えば、かつて大規模店舗として利用していた

フロアーを、チャレンジショップや休憩所・ホール（１Ｆ）、介護付きの高齢者専用の賃貸住宅

（３Ｆ）、わらす子広場（託児施設、４Ｆ）等に利用しており、大平面を必要としないため、店

舗時代に利用されていたエスカレーターは撤去せずに封鎖している。また、ボイラーによる給

湯、暖房を電気に交換する、エレベータの保守点検契約を見直すなど、ランニングコストの抑

制にも努めている。 

 

〇新庄市の全面的な協力を要請 

・新庄ファッションビルの買い取り要請を受けた(有)アドバンビルは、不動産事業として成立し

ないと判断したうえで、地域貢献の一環として再生を引き受けた。その一方、(有)アドバンビ

ルは再生に取り組む条件として、新庄市の関係課長が全員参加するプロジェクトチームを発足

して協議・調整にあたるなど、再生に向けて新庄市が全面的に協力することを要請した。 

 

 
取材協力 （有）アドバンビル 

出  典  
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事例 07 

名称 悠楓園 

 

住所 栃木県佐野市高砂町 2800-1 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 121,249 人（H22 年国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

デパート サービス対応型マンション

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称 十字屋佐野店 ツインハートビル（悠楓園） 

建物用途 デパート 

地下 1階：駐車場 

1 階：介護老人保健施設（和の里）、診療

内科医院 

2 階：サービス対応型賃貸住宅 

3 階：サービス対応型賃貸住宅 

4 階：サービス対応型賃貸住宅 

5 階：介護老人保健施設（和の里） 

延床面積 8,026 ㎡ 8,863 ㎡ 

建物階数 地下 1階地上 5階 地下 1階地上 5階 

竣 工 年 昭和 56 年（開業） 平成 11 年（和の里は平成 14 年） 

建物所有者 (株)こさの (有)えむ企画 

運営主体 十字屋 (有)えむ企画 

整備主体 (株)こさの (有)えむ企画 

現在の 

施設概況 

 

居住者用に各階に設けら

れた多目的スペース 

１Ｆ、５Ｆに整備された

介護老人保健施設 

居住者が利用できる大浴

場（２Ｆ） 
マンション中廊下は 3ｍ

のゆとりある幅員 

居住者をサポートするサ

ービスステーション 

同左 
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 07_悠楓園  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・中心商店街に立地するデパートの閉店後、

遊休状態が続いていた商業ビルを、介護に

も対応できるサービス付集合住宅として改

修・転用した事例。 

・通常のマンションや介護施設だけでは、対

応できない居住ニーズがあると感じた地元

の医師が、介護対応型のマンションという

分類がまだ日本にはなかった時代に、年齢

制限や同居制限、収入制限のない、ニーズ

に応じたサービスを受けられる集合住宅と

して整備した。（平成 24 年 3 月「サービス

付き高齢者向け住宅」として登録） 

 

【経緯】 

・当ビルは、かつて「十字屋」が運営する衣料品専門店で、佐野市の中心市街地では代表的なデ

パートであったが、十字屋の経営不振による合理化に伴い撤退。その後、テナントが入らず空

き店舗の状態が続いた。その物件の競売も行われたが買い手がつかなかった。 

・以前から介護対応型マンション事業を実施するため、適当な事業用地を中心市街地で探してい

た地元の医師が知人の紹介を受けて物件を購入。ビルの地下１階を食品売り場から駐車場に改

修し、２階から４階を住居に改修してサービス付賃貸マンション「悠楓園」を開設。 

・建物１階部分の改修と５階屋上部分への増床によって介護老人保健施設「和の里」を開設。 

  

1996 十字屋が撤退 

1999 建物の地下１階と、２階から４階を改修して「悠楓園」を設置 

2003 建物１階の改修と５階の屋上スペースへの増床により介護老人保健施設を設置 
 

 

佐野駅 

悠楓園 
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 07_悠楓園  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇明確なビジョンにもとづいて独自の施設形態（当時）を企画、開発 

・悠楓園を開設した松永安優美氏は、現在までに、栃木県の岩舟町などに６つの認可型の福祉施

設と介護対応型マンション（本件）を開設してきた医師である。医師として在宅介護の厳しい

実態を現場で垣間見てきた松永氏は介護施設を増やすことの必要性を実感して、1984 年に高齢

者の実態を把握する調査を開始し、これをもとに 7年間の準備期間を経て 1991 年に特別養護老

人ホームを開設した。その後、2件の介護老人保健施設を開設し、４件目に開設したのが悠風園

である。 

・この悠風園の 大の特徴は、

介護サービス対応のマンシ

ョンでありながら、入所制

限や収入制限、年齢制限、

同居制限といった入居条件

がなく、幅広く多様な居住

者に対応できる施設となっ

ていることにある。そこに

は医師、そして福祉施設を

運営してきた松永氏の経験

が十分に生かされている。 

・生活に障害があっても、年齢制限で入居できない人や、介護保険制度における「認定漏れ」の

問題など、認定型の施設だけでは対応しきれない居住者のニーズを施設運営者として実感して

いた松永氏が、入居制限をせず、入居者それぞれにあわせたサービスを受けられる全く新しい

賃貸マンションとして開設した。現在では、介護対応型の賃貸マンションは少なくないが、当

時は全くそのような住宅はなく、また医療法人で開設することもできなかったため、松永氏は

その目的のために会社（有限会社えむ企画）を設立して対応した。 

 

〇外壁の後退、吹き抜けの設置と中廊下の有効な活用 

・フロア面積の大きな商業施設を住居に転用する際に問題となるのが、その奥行の深さである。

悠楓園ではこれに対して二点の工夫が見られる。一点目は南側の外壁の後退や東西面の吹き抜

けの設置による採光条件の改善、もう一点は中廊下の有効な活用である。住居は奥行におのず

と限界があるため、必然的に中廊下の構成となるが、悠楓園では、中廊下をあえて幅広くとる

ことで、障害をもった人にも移動しやすく、また空調の効いた快適な空間とすることによって、

高齢者の健康への配慮や、居住者のコミュニケーションスペースとしての活用を図っている。

 

〇商業施設としての建物構造を生かした活用 

・以前の建物はデパートであったため、ツインハートビルは床荷重が 300 ㎏/㎡とマンションで必

要な 180kg/㎡よりも大きい。第２期の整備で５階に老建施設の増床が可能となったのは、この

ためであり、建物の特徴を有効に生かしたリニューアルが行われている。 

 

介護対応型
マンション
悠風園

マンション
ケアハウ

ス
有料老人
ホーム

バス、キッチン、トイレ付 ○ ○ △ △

入会金 なし なし △ あり

年齢制限 なし なし あり あり

家族との同居 ○ ○ ☓ ☓

大浴場 ○ ☓ △ △

食事提供 ○ ☓ ○ ○

障害をもった場合の介護等 ○ ☓ ☓ △

プライバシーの保護 ○ ○ △ ○

バリアフリー、緊急通報装置 ○ ☓ ○ ○

表 悠楓園の特色 
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 07_悠楓園  

〇複数の事業がたくみに組み合わされた事業企画 

・悠楓園が入るツインハートビルでは、単独の福祉施設等と異なり、複数の主体による関連事業

が実施されている。(有)えむ企画は土地建物の所有者として賃貸マンションを含む不動産事業

を行っており、１階、５階は、医療法人聖生会が建物を区分所有してデイケア機能を備えた介

護老人保健施設「和の里」を開設。また、聖生会は２階にテナントとしても入居し、ホームヘ

ルパーサービスステーション、指定居宅介護支援事業所「ゆうゆう」を開設して、介護が必要

なマンション入居者に有償でサービスを実施している。（24 時間 365 日対応可能）さらに、一階

には病院や社会福祉施設、保育所等への給食を全国で展開する「日清医療食品（株）」がテナン

トとして入り、和の里や悠楓園の入居者に対する配食を行っている。 

・ビルの区分所有は、「和の里」が法令に準拠するために行われた工夫であるが、結果的に(有)え

む企画のビル保有リスクを分散することにつながっている。 

・「ゆうゆう」が入居していることは、(有)え

む企画の賃貸マンション経営において付加

価値を高めることにつながっているだけで

なく、「ゆうゆう」が介護サービスを行う上

での効率性を高めることにもつながってい

る。このように複数の関連する事業者が入

居していることは、ビルの不動産事業を安

定させる上でも、また各主体のサービスを

効率的に行う上でも効果を発揮している。 

 

〇中心市街地の立地特性を生かした企画 

・悠風園を開設した松永氏は、当初からこの企画の立地として中心市街地を想定していた。中心

市街地には市役所や郵便局、耳鼻科、整形外科、内科、眼科、皮膚科、歯科等の多様な医院、

スーパーマーケットや飲み屋街などが近隣にあり、様々な居住者を含む賃貸マンションの立地

としてふさわしいと考えていたのがその理由である。実際に、入居者は近隣の店舗等をよく利

用しており、また、賃貸マンションの立地が店舗を利用する貴重な人口増加につながっている

など、相乗効果を上げている。 

 

 
取材協力 悠楓園 

出  典 「理想の介護への挑戦」松永安優美著 

 
 

【所有】 （有）えむ企画 

和の里（区分所有）

和の里（区分所有） 

悠楓園 

（えむ企画が 

不動産経営） 

ゆうゆう 

（テナント） 

日清医療

食品(株) 

（テナント） 

サンクリニック 

医院（テナント）
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事例 08 

名称 鳥取市駅南庁舎  

住所 鳥取県鳥取市富安２丁目 138-4 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 197,449 人（H22 年国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

ショッピングセンター 市役所、図書館等 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称 ダイエー鳥取駅南店 鳥取市駅南庁舎 

建物用途 

ショッピングセンター 

（3～4階は駐車場、5階は駐車場及び事

務室） 

地下 1階：会議室、書庫、防災備蓄倉庫

1階：市役所（駅南庁舎） 

2 階：鳥取市中央図書館 

3 階：市営駐車場 

4 階：市営駐車場 

5 階：市営駐車場、放送大学、鳥取大学サ

テライトセンター 

6 階：フィットネスクラブ 

延床面積 27,752 ㎡ 27,752 ㎡ 

建物階数 地下 1階地上 6階 地下 1階地上 6階 

竣 工 年 平成元年 平成 16 年 

建物所有者 第一生命保険相互会社 鳥取市 

運営主体 ダイエー 鳥取市 

整備主体 第一生命保険相互会社 鳥取市 

現在の 

施設概況 

 

放送大学と鳥取大学のサ

テライトセンター（5 階）

6Ｆに整備されたフィッ

トネスクラブ 

駐車場（3Ｆ～５F） 税や福祉等、市民に身近

な窓口が設置された 1 階

中央図書館（2 階） 

地下会議室 
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 08_鳥取市駅南庁舎  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・ショッピングセンター（ダイエー）閉店後

のビルを鳥取市が取得、改修して市町村合

併後の分庁舎、市立中央図書館、市営駐車

場として活用している事例。 

・分庁舎としては主に 1 階部分を利用して、

市民課や納税関係、福祉関係の部署など、

市民対応の窓口業務を行う部署を集約して

いる。また、中央図書館や放送大学の学習

センターなど、市内の他の場所にあった施

設が移転入居しているなど、利便性が高い

駅前地区への様々な施設の集約化が行われ

ている。 

 

【経緯】 

・1989 年 11 月にダイエーが鳥取駅南店を開業。その後、郊外に大規模商業施設の出店が相次いだ

こともあり、駅南店は 11 年余りで撤退。撤退後のビル活用については民間商業施設の引き合い

もあったが、まとまらなかった。 

・2002 年、鳥取市と周辺町村との合併の動きが本格化、編入合併であることから、職員増加に伴

う本庁舎でのスペース不足が課題となり対応策が検討された結果、旧ダイエーの活用策が浮上

した。かねてより中心市街地活性化基本計画において駅南地区に公共公益機能の拠点を形成す

る方針であったことから、旧ダイエーの取得と改修、活用を決定。並行して、市民図書館の拡

張の必要性が高かったことから、鳥取市図書館協議会が移転拡張計画を検討、当ビルの２階を

活用することを決定した。 

・駅南庁舎を開設した後、放送大学の学習センターについても、駅前で生徒を集めるのに利便性

が高いことから、郊外の鳥取大学付近にある国際交流センターから当ビルへの移転を決定した。

  

1989.11 ダイエー鳥取駅南店が開業 

2001.2 ダイエーが鳥取駅南店を閉鎖 

2002 鳥取市と周辺町村との合併の動きが本格化（協議会設立等） 

2004.8 駅南庁舎への移転を正式に市議会で決定 

2004.11 鳥取市が駅南庁舎として利用を開始 

2005.1 6 階フィットネスクラブの運営者の企画提案を募集 

2005.5 鳥取市立中央図書館が駅南庁舎２階に移転 

2006.4 放送大学が 5階に鳥取学習センターを移転 

2007.4 鳥取大学が 5階にサテライトセンターを設置 
 

 

鳥取駅 

鳥取市 

駅南庁舎 
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 08_鳥取市駅南庁舎  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇市町村合併を契機とした、市民のための新しい交流の場づくり 

・鳥取市による旧ダイエー鳥取南店の取得には、市町村合併が一つのきっかけとなっている。平

成 16 年 11 月に周辺の６町２村を吸収することとなり、鳥取市にとっては合併後の市民に開か

れた拠点づくりが一つの課題となっていた。また現本庁舎のスペース不足も深刻な問題となっ

ており、このような点を背景に、鳥取市では、広く市民が利用しやすいＪＲ鳥取駅に近い旧ダ

イエーの取得・活用を検討することとなった。 

・副市長をトップとする庁内組織を組成して市役所の窓口機能の集約、移転による利便性の向上、

市民に利用しやすい公共駐車場の確保、市民からの要望も多い中央図書館の設置を柱に利用計

画を検討し、隣接する総合福祉センターと一体にあらたな公共公益機能の拠点とした。 

・開設後、図書館の利用者数は増加して

きており、以前と比べても２倍程度ま

で増加するなどの効果が見られる。ま

た、こうした利便性の高さなども評価

され、平成１８年３月には同じ鳥取市

内にあった放送大学がスペース拡張に

あわせて当ビルの５階にテナントとし

て入居している。（この部分は行政財産

の目的外使用許可） 

・鳥取市では市町村合併を契機に「多極型コンパクトシティ」の形成を目指しており、駅周辺地

区もその拠点の一つとして位置づけられている。市役所の窓口機能、中央図書館、市営駐車場、

放送大学の諸機能の導入は、その施策の一部を担うものと考えられる。 

 

〇事業者の公募により、スポーツクラブを再生 

・ダイエー営業当時から６階にはテナントとしてフィットネスクラブ（オレンジワン）が入居し

ていたが、ダイエーの撤退とあわせて撤退することになった。フィットネスクラブにはプール

などがあり、他での用途は困難であったこと、また、撤退前から市民の利用は多かったことな

どから、鳥取市が新たにフィットネスクラブを運営する事業者を公募することとした。 

・当時は、公共の財産の一部を民間に賃貸し、フィットネスクラブを運営してもらうような事例

はまだ少なかったものの、先行する類似事例を研究して、市で要領を作成して企画提案募集を

行った。結果として４社の応募があり、１社を選定し、現在も運営が行われている。賃貸部分

は普通財産としており、5年契約（更新あり）で鳥取市と運営者と賃貸契約を結んでいる。 

 

 
取材協力 鳥取市役所 

出  典  

 

開館後の利用者数推移

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

H17 H18 H19 H20 H21 H22

一日当り利用者数



 

 3-4-27

 

事例 09 

名称 渋川市役所第二庁舎  

住所 群馬県渋川市石原 6-1 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 83,330 人（平成 22 年 国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

 商業施設(GMS)   公共施設 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 ジャスコ渋川店 渋川市役所第二庁舎 

建物用途 商業施設(GMS) 

2F：各課執務空間、会議室、サロン 

1F：保健センター、公民館、消費生活セ

ンター、観光・産業交流センター等

延床面積 約 12,200 ㎡ 約 12,200 ㎡ 

建物階数 地上 2階 地上 2階 

竣 工 年 昭和 61 年 
平成 18 年 1月：2階部分開庁 

平成 23 年 3月：1階部分改修完了 

建物所有者 ㈱渋川商店近代化ビル 渋川市 

運営主体 イオン㈱ 渋川市 

現在の 

施設概況 

 

公民館（講堂）（1Ｆ） 公民館(児童室兼図書室)(1Ｆ) 執務空間（2F） 
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■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・2003 年に総合スーパーのジャスコ（現イオン）が撤退し

た建物を、市役所（第二庁舎）として再生した事例。 

・総事業費は競売物件の購入費用も含めて約 14 億円（競

売費用：約 2億円、改修等費用：約 12億円）。市の試算

によると、新たに土地を取得し建物を新築した場合（約

36 億円）に比べて約 6割のコスト削減となっている。 

・主な改修内容は、2 箇所あったエスカレーターの撤去と

それに伴う床の設置、エレベーターの入れ替え（2台）、

OA フロア化、外壁の改修等となっている。 

 

【経緯】 

・1986 年 9月、ジャスコとして開店。 

・2003 年 5月、閉店。 

・渋川市は 2006 年に 6市町村が合併したが、その合併協議中に、渋川市本庁舎の近所にある当該

物件が競売物件として売りに出ていたため、合併により手狭になる行政機能の強化や再編等を

図るべく、2004 年に購入を決定。 

・2005 年に先行して 2階部分の改修に着手し、2006 年 1 月から部分的に業務を開始。 

・2007 年からは 1階部分の改修に着手し、2011 年 3 月にリノベーション完了。 

 

1986.9 ジャスコ渋川店開店 

1994 イオンに名称変更 

2003.5 ジャスコ渋川店閉店 

2004 競売物件となっていた当該物件を購入 

2005 先行的に 2階部分の改修着手 

2006.1 2 階部分・改修完了 

2007 1 階部分の改修着手 

2011.3 リノベーション完了 
 

渋川駅 

渋川市役所 

第二庁舎 

渋川市役所 

本庁舎 

四つ角エリア

まちなか 

センター市場 
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■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇商業施設の出退店に翻弄される中心市街地 

・ジャスコ渋川店は、渋川市の中心市街地である四ツ角エリアにあった地元百貨店（さとり百貨

店）と業務提携し、1986 年に現在地で開店した。さとり百貨店は業務提携とあわせて閉店した。

・その後、2003 年にはジャスコ渋川店も閉店し、中心市街地で唯一のショッピングセンターであ

った渋川サティも閉店するとの発表があった。 

・渋川市は、ジャスコ渋川店については合併を踏まえた行政機能の強化等を目的に 2004 年に、さ

とり百貨店跡地については中心市街地の活性化に向けた事業用地として2007年 3月に購入を決

断する。渋川サティについても、当時の市長が事業者の本社事務所まで出向き存続を要望した

り、地元の自治会や商店街による要望書を提出するなどの努力を重ねるが、閉店の方針は変わ

ることなく 2009 年 7 月末日に閉店した。 

・このような中心市街地での相次ぐ商業施設の撤退や、市民から「日用品の購入にも苦慮してい

る中心市街地に物販の場があれば利便性につながる」との多数の声を踏まえて、市は 2009 年 10

月に、中心市街地に位置するさとり百貨店跡地を、地産地消を目的とした野菜や魚、肉などを

扱う小型のスーパー（まちなかセンター市場）（約 100 ㎡）を設置し、運営をまちづくり会社に

委託した。 

・開設当初は 1 日平均約 200 人の来店者があり、市民が気軽に日用品を購入できる数少ない店舗

として役割を担っていたが、その後、渋川サティが撤退した建物の１階に、新たな生鮮食料品

スーパーが出店したこともあり、現在は売上、来店者数ともに当初の半分以下となっている。

・まちなかセンター市場は区画整理事業区域内にあ

り、事業が完了する 2014 年までの暫定利用である

ため、今後は区画整理事業完了後を見据えた店舗運

営事業の立て直し方策の検討が課題となっている。

また、中心市街地全体でみれば、中心市街地に暮ら

す住民が再び「買い物難民」とならないよう、商業

事業者等と協力して中心市街地の活性化の在り方

や支援方策等について検討することが重要となる。 

 

 

暫定的に活用しているまちなかセンター市場
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〇交流機能の導入による地域の活性化 

・当該建物の活用にあたって、2階部分については合併に伴う行政機能の強化等の一環として、市

役所第二庁舎として各課の執務空間として利用することとし、先行して改修を行った。 

・1階部分については、当初、周辺市街地の活性化のために店舗等の出店を前提に民間事業者を募

集したが、核店舗となるような事業者からの応募がなかったために計画を断念した。 

 ・ 終的には、老朽化した当地域の公民館と近隣に立地していた保健センターを 1 階に導入する

こととした。 

 ・公民館の年間利用者は約2万 7千人を維持し、近隣に中央公民館があるにも関わらず、対象人口や

世帯数で割り戻すと、市内で も利用されている施設となっている。また、平成 22 年度の各種事

業（セミナー、カルチャー教室等）等の開催回数は 100 回を超え、定期利用団体数が 45 団体にの

ぼるなど、着実に利用実績をあげている。 

・公共施設は、商業機能に比べると建物内

で活動が完結してしまうため、まちの賑

わいづくりといった観点では波及効果は

小さいかもしれないが、地域住民の交流

や各種団体の活動拠点として役割を果た

すことで、中心市街地の活性化に寄与し

ているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 
取材協力 渋川市役所 

出  典 
渋川市役所／受領資料、 

YOMIURI ONLINE／http://www.yomiuri.co.jp/national/kaimono/kaimono090602.htm 

 

利用者数
（H22）

公民館活動
対象区域人口

利用者数
/対象人口

公民館活動
対象区域世帯

利用者数
/対象世帯

中央公民館（全市域） 58,603 84,262 0.7 31,270 1.9
（渋川東部公民館併設）

渋川公民館 27,038 3,410 7.9 1,477 18.3
渋川西部公民館 17,415 5,679 3.1 2,462 7.1
金島公民館 29,219 10,117 2.9 3,810 7.7
古巻公民館 14,194 11,620 1.2 4,334 3.3
豊秋公民館 12,783 8,769 1.5 3,399 3.8
伊香保公民館 5,801 3,364 1.7 1,575 3.7
小野上公民館 4,271 1,857 2.3 590 7.2
子持公民館 33,030 12,101 2.7 4,119 8.0
赤城公民館 18,022 11,390 1.6 3,852 4.7
北橘公民館 31,916 9,846 3.2 3,092 10.3

■公民館の利用状況（H22 年度） 
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事例 10 

名称 イルフプラザ  

住所 長野県岡谷市中央町 1-11-1 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 52,841 人（平成 22 年 国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

 百貨店    公共施設・商業施設

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 おかや東急百貨店 イルフプラザ 

建物用途 百貨店 

公共施設・商業施設 

1階、2階：食料、衣料、化粧品、薬局等 

3 階、4階：生涯活動センター、 

子育て支援施設、レストラン

延床面積 約 16,350 ㎡ 約 16,500 ㎡ 

建物階数 地上 1～5階 建物の一部（1～4階）を改修・利用 

竣 工 年 平成 9年 平成 15 年 

建物所有者 （株）おかや東急百貨店 岡谷市 

運営主体 （株）おかや東急百貨店 岡谷市 

整備主体 （株）おかや東急百貨店 岡谷市 

現在の 

施設概況 

 

子育て支援施設（４Ｆ） 

年間約 4 万人が利用する生涯学習館（3Ｆ） 

生鮮食料品フロア（1Ｆ） 総合衣料品フロア（2Ｆ） 
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■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・1997 年に完成した建物に入居していた東急百貨店の撤退

後、岡谷市が主体となって商業施設及び公共施設として再

生した事例。 

 

【経緯】 

・岡谷市の中心市街地は、岡谷駅周辺地区、中央町地区、市

役所周辺地区の３つの拠点とそれらを結ぶ２つの通りで

あり、いわゆる３極２モールを骨格としている。 

・1997 年 9月に、中央町地区に再開発ビルが完成。おかや東

急百貨店が保留床を購入し営業開始。 

・その後、郊外でのショッピングセンターの出店や、製造業事業所の周辺地域への流出等による

人口減少もあり、中心市街地を取り巻く環境は厳しくなる。 

・2002 年 1月におかや東急百貨店が閉店を発表。 

・2002 年 3 月、市民生活への影響や、中心市街地の空洞化に危惧した岡谷市が建物の取得を決定。

・2002 年 4月におかや東急百貨店が閉店 

・岡谷市では生涯学習施設の整備構想があったことや、市民代表で構成される懇話会の提言等を

ふまえ、商業施設と公共施設（子育て支援施設、生涯学習施設）からなる再生プランを検討。

・2002 年 11 月、おかや東急百貨店より床を購入。 

 総事業費は約 18 億円（土地・建物：約 11 億円、工事・備品等：約 7億）。活用した補助金は中

心市街地商業等活性化総合支援事業費補助金（約 3億 7千万円）等。 

・2003 年 3月、イルフプラザとして再生。 

・2004 年 10 月、岡谷市は、岡谷駅前に立地し、2001 年に核店舗のイトーヨーカ堂が撤退後は１

階部分のみ店舗が営業していたララ・オカヤ（4 階建、約 16,800 ㎡）についても、所有者によ

る自力での再生が困難との理由により強い売却意向があり、中心市街地の空洞化に歯止めをか

けるべく購入を決定（土地・建物：約１億 7千万円）。活用方法については現在、検討中である。

        

1997.9 再開発ビル完成・開業 

2002.1 おかや東急百貨店が閉店を発表 

2002.3 岡谷市が取得を発表 

2002.4 岡谷東急百貨店が閉店 

2002.11 岡谷市がおかや東急百貨店より床を購入 

2003.3 イルフプラザとして再生 
 

 

イルフプラザ 

市役所 

ララ・オカヤ 

市役所 

周辺地区 

中町町地区 

岡谷駅 

周辺地区 

岡谷駅 
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■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇市の所有により割安な賃料設定がテナント誘致のポイント 

・施設の再生と合わせて、岡谷市が土地・建物を購入した。これにより、1階、2階の商業施設部分の

賃料は行政財産使用料に基づき設定が可能となり、周辺相場の半分程度となっている。この賃料設

定のおかげで、テナントの固定費が下がり、事業者がなんとか運営できる環境を実現している。 

・１階の生鮮食料品店は、専門のコンサルタントに依頼し、誘致を実現した。その他の店舗の多

くは、百貨店時代に営業していたテナントが継続して営業している。 

・２階の総合衣料品店は、地元で営業していた企業を誘致し、当フロアに完全に移転してきて営

業を行っている。 

・現在はテナントの管理等は市が担当しているが、現時点では大きな問題は生じていない。ただ

し、今後、テナントから退店等の意向が表明された時の対応が課題である。 

 

〇子育て支援施設や生涯学習施設の導入より多様な客層の来店を実現 

・１階のスーパーの利用客は、自動車を利用しない周辺に住んでいる高

齢者が中心となっている。３階、４階に子育て支援施設や生涯学習施

設（カルチャースクール）を設けることで、施設を利用した若い主婦

がスーパーで買い物をするなどの相乗効果がうまれるとともに、建物

内部の雰囲気も若々しさを感じるようになった。 

・施設開設当初は 6万人の利用者があったが、現時点では周辺にも同様

の施設ができたために市外からの利用者が減ってきてはいるものの、

約 4万人が利用している。 

 ■生涯学習施設の利用状況 

  H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度

来館組数 

(親子等) 

市内  9,639 9,536 10,829 10,176 9,986 9,297 9,863

市外  13,028 11,825 10,618 10,700 9,657 7,232 8,376

合計 25,184 22,667 21,361 21,447 20,876 19,643 16,529 18,239

来館者数  60,219 54,569 51,265 50,974 50,536 47,376 39,300 42,136

（出典：岡谷市資料より）

〇トップライトとアトリウムを設けることで明るい空間を実現 

・商業施設は窓が少なく暗い空間であったが、改修に合わせてトップラ

イトとアトリウムを一体的に整備することで、子育て支援施設等の公

共施設として活用する３、４階は明るい空間を実現している。 

 
取材協力 岡谷市役所、イルフプラザ管理組合 

出  典 「大型店退店の現状と要因分析」ほか 

2 層吹き抜けの明るい

アトリウム 

ギャラリーやイベント

スペースとして利用 

アトリウムに面して

窓を設置することで

明るい空間を実現 

新たに設けたトップ

ライト 

商業フロアへの相乗

効果が期待できる子

育て支援施設 
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事例 11 

名称 明日都浜大津  

住所 大津市浜大津 4-1-1 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 337,634 人（平成 22 年 国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

 商業施設   公共・公益施設 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 明日都浜大津（浜大津 OPA） 明日都浜大津 

建物用途 

商業施設、公共・公益施設、住宅 公共・公益施設、商業施設、住宅 

低層棟：1～3階 商業施設 

    4～7 階 駐車場 

高層棟：1～3階 商業施設 

4、5 階 公共・公益施設、事務所

6階   駐車場 

7～17 階 住宅 

低層棟：1階   商業施設(家電量販店等）

2、3階 公共・公益施設 

    4～7 階 駐車場 

高層棟：1～5階 公共・公益施設、事務所

6階   駐車場 

7～17 階 住宅 

延床面積 49,512.79 ㎡ 49,512.79 ㎡ 

建物階数 
低層棟：地上 7階 

高層棟：地上 17 階 

低層棟：地上 7階 

高層棟：地上 17 階 

竣 工 年 平成 10 年 3月 平成 18 年 4月 

建物所有者 十字屋、地権者 大津市（一部、浜大津都市開発㈱、地権者）

運営主体 十字屋 大津市（一部、浜大津都市開発㈱、地権者）

整備主体 再開発組合 大津市（一部、浜大津都市開発㈱、地権者）

現在の 

施設概況 

 

市民活動センター（１Ｆ）

親子・家族のくつろぎの場

（3Ｆ） 

子育て総合支援センター 

（３Ｆ） 

ガスショウルーム（２Ｆ）

商業施設(家電量販店)(１Ｆ) スモールオフィス(センター内)
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 11_明日都浜大津  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・1998 年に大津市の中心市街地に再開発の一環で建てられたビル

から、2004 年に核店舗（十字屋）が撤退し、2006 年に大津市が

主体となって子育て支援施設などの公共・公益施設を中心とす

る施設に再生した事例。 

・総事業費は約 9億円。 

・子育て支援施設は、大津市としては初の試みであり、H22 年度

の施設利用者は約 9万人となっている。 

 

【経緯】 

・1998 年 3月に再開発ビルオープン。 

・2003 年 2 月に核店舗の十字屋（浜大津 OPA）が撤退を表明。同年 12 月に大津市は十字屋より床

権利の寄付の申出をうける。大津市も中心市街地の活性化を図るうえで重要な施設と考え、申

出について前向きに検討を始める。 

・2004 年 2 月に大津市は中心市街地活性化実施プログラム策定研究会を設置し、明日都浜大津及

び周辺市街地の在り方について検討を行う。 

・2004 年 3月に十字屋撤退。床権利は大津市に寄付される。 

・2004 年 7 月から 2005 年 3 月末まで、明日都浜大津への人の誘導など賑わいの創出を図る社会実

験を実施（2006 年 4 月から工事着工までの期間も実施）。 

・2004 年 8 月に研究会を発展的に解消し、新たに浜大津地域再生研究会を設置して、明日都浜大

津に求められる具体的な機能について検討を行う。 

・2005 年 3 月に「明日都浜大津利活用計画」を策定。市民の生活を支え、暮らしを豊かにする「市

民生活支援施設」を導入することとする。 

・2005 年 10 月に工事着手。 

・2006 年 4 月に明日都浜大津リフレッシュオープンし、公共・公益施設部分の業務が開始。1 階

商業施設部分はテナント誘致が間に合わなかったが、同年 12 月に家電量販店が入居し、施設全

体がグランドオープンを迎えた。平成 22 年度の入館者は約 120 万人となっている。 

 

1998.3 再開発ビルオープン 

2003.2 核店舗（十字屋）が撤退表明 

2004.2 大津市は中心市街地活性化実施プログラム策定研究会を設置 

2004.3 核店舗撤退。床権利は大津市へ寄付 

2004.7～ 明日都浜大津への人の誘導など賑わいの創出を図る社会実験実施 

2004.8 大津市は浜大津地域再生研究会を設置 

2005.3 明日都浜大津利活用計画策定 

2005.10 工事着手 

2006.4 明日都浜大津リフレッシュオープン 

2006.12 1 階商業施設部分に家電量販店が入居 
 

浜大津駅

明日都浜大津 

琵琶湖 
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 11_明日都浜大津  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇一つの区分所有建物であるが故、 

区分所有者の合意が必要な改修をあえて避けることでスピーディな再生を果たす 

・明日都浜大津は、商業施設、公共・公益施設、分譲住宅からなる一つの複合施設を区分所有し

ている形態となっている。 

・商業施設からの改修にあたっては、明り取りとし

て窓を新たに設けるなどの検討も行ったが、躯体

や外観に影響を与えるような改修については、分

譲住宅に住んでいる区分所有者も含めた3/4以上

の賛成が必要となることから、今回は中心市街地

への活性化に向けて施設の再生を早急に行うこ

とを 優先とするために、見送ることとした。 

・子育て支援施設など市民が利用するスペースは、

従前施設の時から開口部があった場所に優先的

に配置するなど配慮しており、現状としては、閉

塞感もなく、明るい空間となっている。 

 

〇従前の区画を前提に最低限の改修とすることでコストを圧縮 

 ・商業施設として活用していた当時の防火区画等を前提に、

施設の配置等を計画することで、設備のやり直しなどを避

け、コストの圧縮を図っている。また、一部の施設では、

従前施設の内装をそのまま活用している部分もある。 

 ・従前は大規模商業施設であったため、店舗として改修する

ための自由度を高めつつ、避難経路を確保することなどを

前提とした建物計画となっており、避難経路としての階段

が非常に多い状況であった。今回の施設利用上は無駄なス

ペースであるが、コスト圧縮のためにそのままにしている。 

 
取材協力 大津市役所 

出  典 
大津市中心市街地活性化への取り組み2006（明日都からまちなかへ 笑顔をひろげよう！）、

大津市役所／受領資料 

 

従前施設(飲食店)の内装の大部分

を活用している国際交流サロン 

1F 商業施設 

2F 公共・公益施設 

公共・公益施設

3F 公共・公益施設 

 

4F～7F 

公共駐車場 
3F～6F 

公共・公益施設

 

 

7F～17F

住宅 

（分譲）

6F 公共駐車場

施設断面イメージ図
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事例 12 

名称 フォルテワジマ 

 

住所 和歌山県和歌山市本町２丁目１番地 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市

（三大都市圏以外）
□その他 
 の都市 

人口 370,364 人（平成 22 年国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

百貨店 商業複合施設 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称 丸正百貨店 フォルテワジマ 

建物用途 百貨店 

地下 1階：温浴施設「ふくろうの湯」 

1 階：食品スーパー（フォルテ食品館）、

ブティック、靴店、他 

2 階：家具、雑貨、TV ｻﾃﾗｲﾄｽﾀｼﾞｵ、他 

3 階：ミュージアム、ブティック 

4 階：ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ、県ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、催事場

5階：医療関係機関、スポーツ関連 

6 階：大学ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ、研究所、事務所

7階：飲食店舗（レストラン、等） 

延床面積 （改修前もほぼ変わらず） 22,267 ㎡ 

建物階数 地下 1階 地上 7階 地下 1階 地上 7階 

竣 工 年 平成２年 平成 19 年 

建物所有者 株式会社丸正（平成 13 年破産） 和島興産株式会社 

運営主体 株式会社丸正 和島興産株式会社 

整備主体 株式会社丸正 和島興産株式会社 

現在の 

施設概況 

 

中心市街地本町通りに面

し、商店街の西端に位置

１階の食品スーパーのフ

ォルテ食品館 

地下１階の温浴施設「ふ

くろうの湯」 

５階メディカルフロア 

医科大学トレーニング室

６階カレッジ＆オフィス

和歌山大学サテライト 

３階フュージョンミュー

ジアムの歴代編機の展示
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 12_フォルテワジマ  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・中心市街地の老舗百貨店が倒産閉鎖し、中心市街地の地盤

沈下を防ぐために地元企業が再生に尽力して商業をはじめ

温浴施設やサテライトキャンパス等で構成する複合施設に

再生した例。 

・１、２階の店舗、７階の飲食等を除いた約７割は商業以外

の用途が占めている。 

・地元に本社を置く編み機メーカー関連会社の和島興産(株)

が、地域貢献の視点から中心市街地活性化計画にも配慮し

つつ直接にリーシングを行って事業化を図った。 

 

【経緯】 

・旧丸正百貨店は、1891 年 (明治 24 年)に松尾呉服店として創業、1932 年に商号を丸正百貨店と

し業態転換した。その後戦災で焼失し、従業員を中心に株式会社丸正を設立し 1953 年に再建し

た。 

・バブル期の 1990 年に新本館を建設、翌年北別館も完成させた。その後急速に経営が悪化、2001

年 2 月に倒産して閉店した。 

・和歌山の中心市街地の象徴的施設であったため、市や地元民間による再生案が様々に検討され

たが実現せずに月日が経過した。（2002 年市長による公立大学設立案を市議会が否決、2003 年

地元不動産事業者が再生交渉を公表したが、翌年に本館を断念し北別館のみをレストランや音

楽スタジオなどの複合ビルに再生したが、その後経営は行き詰まる。） 

・2006 年に和島興産(株)が再生を表明し、2007 年 11 月にフォルテワジマをオープンした。 

・オープン当初は地下１階温浴施設と１階店舗の２フロアのみで営業し、翌年と翌々年にかけて

順次上層階を開業して 2009 年に概ね全フロアをオープンしている。 

         

1891 松尾呉服店が創業 

1932 商号を丸正百貨店に改称 

1953 株式会社丸正を設立して戦災から再建 

1990 老朽化した建物を建て替えて新本館および北別館を開店 

2001.2.26 丸正百貨店が倒産 

 和歌山市、民間不動産事業者による再生案が検討 

2006 和島興産(株)が再生を表明 

2007.10.25 フォルテワジマ開業（地下１階、1階のみ） 

2008 ２～４階(一部)商業フロア開業、６階(一部)大学サテライト開設、７階飲食フ

ロア開業 

2009 グランドオープン 
 

和 歌 山 市

フォルテワジマ 
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 12_フォルテワジマ  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇債権者、地権者、共同所有者との調整 

・倒産した丸正百貨店の土地建物の取得については、地元金融機関のリーダシップによる調整が

図られた。また、戦後の再建以来の複数の地権者、所有者などの権利関係があり（もともと百

貨店とは別に路面店舗が建物を共有して数軒ある）、あらためて土地建物の賃料交渉や地籍確認

測量などを行うなど、曖昧だった権利関係の整理を同時に行うこととなり、交渉は延べ 58 回、

１年５カ月を要した。 

・その結果、和島興産(株)の土地所有率は 76％、建物所有率は 94％となっている。 

・また、その過程で建物を共同所有するための管理組合の必要性を所有者に理解してもらい、必

要 小限の共同管理（建物の保険、消防設備の維持管理など）を共同で行っている。 

 

〇中心市街地にも寄与する駐車場の確保 

・駐車場不足が中心市街地の衰退の一因にもなっているなかで、従前の店舗には十分な駐車場が

付帯しておらず、再生にあたってはテナント誘致の点からも駐車場の確保は課題であった。周

辺には未利用地や駐車場は少なく、結果的に周辺の土地建物をさらに取得、借受けして半径 150

ｍ以内に専用駐車場を 315 台確保した。その他に、近隣の時間貸駐車場と提携契約している。

①南館ビルの取得（立体駐車場 86 台） 旧丸正百貨店所有（他所有者と物件売買） 

②北館ビルの取得（立体駐車場 114 台） 旧丸正百貨店所有（他所有者と会社売買） 

③ぶらくり丁ＰＫ専用使用（平面 35 台） ぶらくり丁商店街からの申し出 

④南館隣接地の取得（平面 22 台） 隣接地 100 坪を取得の上時間貸し駐車場整備 

⑤当ビル南側自走式駐車場の建設（２階建て 58 台） 地権者 8名の建物を解体し整備 

 

〇温浴施設の導入と複合施設としての再生 

・現状での当地区のもつ購買力や集客力を見据えて、物販のみの再生は目指さずに、「自宅・職場

そしてもう一つの場所３rd Place」と位置づけて複合施設として再生を行った。 

・集客施設としていち早く導入を決めた天然温泉の温浴施設の源泉として地

下 1500ｍのボーリングを行っている。その際に敷地北西角にあった非常階

段を一部撤去したため、建築基準法の避難路規定から上層階での物販店舗

面積に制限があり、上層階は商業以外で再生する制約もあった。 

・１階の食品スーパーは、中心市街地活性化計画でのまちなか居住を支援す

る施設としても地域の要望が強かった。しかし、キーテナントの誘致が難

しく、 終的には和島興産による直営店舗となっている。 
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〇地域の人脈と協力による幅広いテナントの誘致 

・３階～６階の中間階には、商業でない様々なテナントが入居している。６階のカレッジ＆オフ

ィスフロアには、大学サテライトキャンパスや各種研究機関が入居し、まちなかリサーチセン

ターのようなフロアとなっている。５階メディカルフロアには、和歌山県立医科大学の機関が

入っており、一般診療や健康相談、リハビリやスポーツ科学など一般利用も可能となっている。

 中間階のテナント一覧 

６階カレッジ＆オフ

ィスフロア 

和歌山大学まちかどサテライト／プール学院大学わかやまキャンパス／（社）

発明協会和歌山県支部／杉本特許事務所／財団法人わかやま産業振興財団／和

歌山大学・島精機製作所 三次元計測研究室／財団法人和歌山社会経済研究所

５階 

メディカルフロア 

和歌山県立医科大学みらい医療推進センター（サテライト診療所、げんき開発

研究所）／和歌山マスターズ陸上競技連盟／和歌山県薬剤師会おくすりセンタ

ー／関西医療大学サテライト鍼灸治療所／（社）和歌山県臨床衛生検査技師会

４階カルチャー＆イ

ベントフロア 

リビングカルチャークラブ／パノラマ英会話／和歌山県パスポートセンター／

イベントホール(催事場)・貸し会議室 

３階ミュージアムフ

ロア 

フュージョンミュージアム・わかやまスポーツ伝承館／ファクトリーブティッ

ク・シマ／アートクラブ／多目的ホール 

・中心市街地活性化基本計画においても、中心市街地への大学キャンパスの誘致を掲げていたた

め、サテライトキャンパスや大学機関の導入は地域の支持を得やすい機能であった。 

・これらオフィス系のテナント構成は、衰退により商圏が限られるなかで店舗よりも安定した不

動産経営に寄与している。 

・また、こうした研究機関等の誘致にあたっては、地域の信頼ある人脈をもつ不動産事業者であ

ることや、丸正百貨店跡の再生の試みが相次いで頓挫して結果的に５年以上の歳月がかかるな

かで、和歌山市全体で危機感を共有していたことで実現した面も大きい。 

 

〇地域の活性化効果について 

・平成 20 年時点での一日当たりの来館者数と売

り上げ平均は次の通りである。郊外店舗に比べ

て平日と休日の差が少ない状況となっている。 

・地域商店街ぶらくり丁の人通りは、閉店時に比べ

ると現在は大幅に増加している。（隣接する商店

街ぶらくり丁の通行量が 2007 年 9 月 3,138 人か

ら2008年 3月 4,772人と約1.5倍に増えた。） 

・また、この再生事業によってパートを含めて施設内で 200 名以上の雇用を確保した。 

 

 

 平日 休日 

来館者 895 人 1,046 人 

売上一日平均 1,952 千円 2,340 千円

■一日当たりの平均来館者数及び売上 

（出典：新都市（H20.8 号））
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〇再生が実現できた要因ついて 

・再生事業者の親会社である(株)島精機製作所の代表は商工会議所の役員も務めるなどし、本事

業に対する商工会議所の適切なサポートがあったこと。また、旧丸正百貨店の債権処理につい

て関係する複数金融機関の取りまとめを地元金融機関にお願いできたこと。 

・商工会議所を中心に、市、県、まちづくり会社、学識経験者、事業者、知事会、公共交通機関、

金融機関などによる和歌山市中心市街地活性化協議会が組成され、活発な会合により行政に対

しても総意としての要望ができたこと。 

・再生事業者だけでなく、信託銀行や管理委託業者との協働体制を組んで、個別地権者の説得に

当たったことが、互いの理解と協力関係を築く上で重要だった。 

・和歌山市中心市街地活性化基本計画は平成 19 年にいち早く国の認定を受け、同基本計画に基づ

く支援施策として、当再生事業に対し国土交通省の「暮らし・にぎわい再生事業」の補助金交

付（国３億円、市２億円、県１億円）を受けることができた。 

 

〇今後の課題について 

・再生事業者の直営店舗（地下の温浴施設、１階の食品スーパー、等）の割合が多く、親会社の

経営によるミュージアム等も合わせると全テナント床の約半数を占めている。もっと地域の多

様な主体の資本を導入して地域全体での活性化を実現していくのが望ましいが、現状では地域

から新たなテナントを導入することは厳しい。 

・今回の事業では、駐車場の確保に多大な費用と労力を要しており、一民間事業者のみでは負担

が大きすぎるため、行政の積極的な支援が必要である。 

 
取材協力 和島興産株式会社 

出  典 「新都市」平成 20 年 8 月号 特集・まちづくりの新たな動き 
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事例 13 

名称 くるめりあ六ツ門  

住所 福岡県久留米市六ッ門町 3-11 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 302,323 人（平成 22 年国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

ショッピングセンター その他（複合施設）

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称 ダイエー六ツ門店 くるめりあ六ツ門 

建物用途 ショッピングセンター 

地下 2階：駐車場 

地下 1階：食品スーパー（ハローデイ）

1 階：ドラッグストア（サンドラッグ）、

雑貨店、美容室、菓子店等 

2 階：100 円ショップ、書店、婦人服 

3 階：レストラン、多目的ホール 

4 階：住宅展示場（期間限定利用） 

5 階：図書館、児童センター等 

6 階：サテライトキャンパス（6大学共同）

延床面積 25,298 ㎡ 25,298 ㎡ 

建物階数 地下 2階地上 6階 地下 2階地上 6階 

竣 工 年 昭和 58 年（開業） 平成 22 年 

建物所有者 六ツ門プラザ (株)ティーティーエス企画 

運営主体 ダイエー (株)ティーティーエス企画 

整備主体 六ツ門プラザ (株)ティーティーエス企画 

現在の 

施設概況 

 

商品陳列や演出が工夫さ

れたハローデイ店内 

薬局や菓子店、ファスト

フード等が入居する１階

ビュッフェ形式のレスト

ラン（3 階） 

市民の利用率が高い市立

図書館 

周辺６大学が共同設置し

たサテライトキャンパス

コミュニティスペースを

計画中の４階 
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■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・ショッピングセンターの撤退後、施設を所有・運営

していた第３セクターが倒産したことを受け、中心

市街地の活性化に取り組む久留米市が民間の不動産

事業者に協力を要請し、食品スーパーを核店舗とし

た地域密着型の商業施設と公共施設等による複合施

設へとリニューアルした事例。 

・食品スーパーやドラッグストア、100 円ショップや

書店など、日常生活に密着した商品を扱う店舗と図

書館や児童センター、市民ギャラリーなど市民生活

でよく利用する公共施設等により構成され、中心市

街地の住民に親しまれる施設となっている。 

・地元福岡県の飯塚市に本社をおく不動産事業者の(株) ティーティーエス企画が、中心市街地活

性化に取り組む高齢化する中心市街地で要望の高かった食品スーパーの誘致を地域貢献の観点

から事業化したもの。 

 

【経緯】 

・昭和 58 年に、「ユニードショッパーズ久留米店」がオープン、第３セクターとして設立された

「六ツ門プラザ」がビルの管理・運営を開始。のちに核店舗がダイエーとなり、ダイエー六ツ

門店として営業を続ける。 

・平成 15 年に福岡県で 大級のショッピングセンター「ゆめタウン久留米」が開業するなどの影

響を受け、平成 17 年にダイエーが撤退。後継テナントが見つからずに経営が悪化した六ツ門プ

ラザは平成 19 年 5 月に破産した。 

・管財人による度々の競売にも応札がなく、久留米市は、当時、ゆめタウンの近隣でシネマコン

プレックスを中核とする商業施設開発を成功させていた(株) ティーティーエス企画に再生を

打診し、同社が平成 20年 12 月に土地、建物を取得した。 

・(株) ティーティーエス企画は、中心市街地で「買い物難民」の問題が指摘されていた状況と、

久留米市の中心部の商業的なポテンシャルを分析した上で、食品スーパーを中核とした商業施

設と公共施設の複合開発にリニューアルすることを決定。 

・リニューアル建物は、平成 22 年 7 月に「くるめりあ六ツ門」としてオープン。 

        

1983 ユニードショッパーズ久留米店開業 

2003 ゆめタウン久留米開業 

2005.1 ダイエーが六ツ門店の閉鎖を発表 

2005.11 ダイエーが六ツ門店を閉鎖 

2007.5 ビルを所有・管理していた第３セクター、六ツ門プラザが破産 

2008.12 (株)ティーティーエス企画が土地・建物を取得 

2009.11 食品スーパー「ハローデイ」や市立図書館を中核とした施設内容を発表 

2010.3 改装工事、着工 

2010.7.29 くるめりあ六ツ門（B1F～２F）開業 
 

久留米駅 

西鉄 

久留米駅 

くるめりあ 

六ツ門 
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■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇中心市街地のポテンシャルに着眼し、ターゲット設定を見直すことで商業施設を再生 

・地元福岡県の飯塚市に本社をおく不動産事業者の(株)ティーティーエス企画（野見山社長）が

このプロジェクトを手掛けた背景には、久留米市郊外でのシネマコンプレックス事業の経験が

あった。筑後地方で初となったシネマコンプレックスは予想を超える成功をおさめ、その集客

力に驚いた野見山氏は、「同じ市場でもいいものを作れば人は集まる」ことを実感したという。

・久留米市の働きかけにより、ダイエー六ツ門店の再生を検討するために久留米の中心市街地を

調査した野見山氏は、堅調なマンション需要と文化の灯が残された街なかに可能性を感じ、初

期投資を低く抑えることができることを前提として、街なかの人々を顧客として確実に取り込

むことによって成立する事業を着想していった。 

〇訴求力のあるテナント誘致を徹底することにより、着実に顧客を取り戻す 

・ (株)ティーティーエス企画は、一度顧客が離れて閉店に追い込まれた場所で再び商業施設を立

ち上げるに際して、「この地域の住民ならば誰もが耳にしたことのある」ような、訴求力のある

テナントの誘致を心掛けた。特に強くこだわったのは、九州はもちろん、全国的にも優良な食

品スーパーとしてその名を知られた「ハローデイ」の誘致であった。久留米の中心市街地には、

商品の選別にも厳しい目をもつ顧客が多いと分析した(株)ティーティーエス企画は、同じ誘致

をするなら一流の店でなくてはならないと考え、駐車場が確保しづらい等の理由から、中心市

街地への出店に難色を示していたハローデイに対して、ねばり強く交渉を続けた。そして同店

の誘致の成功は、続く他のテナントの誘致にも弾みをつけ、開業後も着実に顧客の支持を拡大

しているという。 

〇「行動力」と「示すこと」が周囲の本気につながる 

・(株)ティーティーエス企画・野見山社長のスタイルは、まず行動してみることによって可能性を

広げること、そして、自らが実績を示すことで周囲の協力を得ることだという。数々のテナント

を誘致するに際して、テナントリーシングのプロにも協力を頼んだが、まず、自らが行動してテ

ナントを獲得してくることが、より前向きな協力を得られることにつながることを感じたという。

〇久留米市の積極姿勢と地域の意識がプロジェクトを前に進める原動力に 

・飯塚市の出身である野見山氏は、久留米市のプロジェクトへの参加を通じて、地域の人々の「お

らがまちを何とかせねば」という意識を強く感じたという。 

・特に、久留米市はトップから現場の職員まで、プロジェクト実現に向けた強い意志が感じられ、

このことが、破産した会社のビル再生という困難なプロジェクトを前進させる上での原動力に

もつながったのではないかと評価している。 

〇ショッピングセンター独特のフロアの有効利用が課題 

・大規模商業施設の再利用で苦労した点としては、フロアの有効活用の難しさが挙げられている。

エスカレータの位置により中途半端に区切られることや、バックヤードの動線を含む不要な階

段の多さにより有効率が下がってしまうことが問題としてあることが指摘されている。 

 
取材協力 (株)ティーティーエス企画 

出  典 帝国データバンク他 
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事例 14 

名称 スマートコミュニティ稲毛  

住所 千葉市稲毛区長沼町 93-1 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市

（三大都市圏以外）
□その他 
 の都市 

人口 961,749 人（平成 22 年国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

ショッピングセンター その他(会員制ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ)

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称 イトーヨーカドー長沼店 スマートコミュニティ稲毛 

建物用途 ショッピングセンター 

地下 1階：駐車場 

1 階：アクティブシニア向け会員制クラブ

ハウス 
（食堂、ダンスホール、音楽スタジオ、フィ

ットネスジム、アトリエ、歯科等） 

3 階：トランクルーム 

延床面積 34,421 ㎡ 34,421 ㎡（内 10,593 ㎡を改修） 

建物階数 地下 1階、地上 4階、塔屋 1階 地下 1階、地上 4階、塔屋 1階 

竣 工 年 平成 4年（開業） 平成 22 年 

建物所有者  (株)スマートコミュニティ 

運営主体 イトーヨーカドー (株)スマートコミュニティ 

整備主体  (株)スマートコミュニティ 

現在の 

施設概況 

 

 

日本料理の名店が料理を

監修するレストラン 

本棚を有効に活用して大

空間を間仕切り 

サークル活動のための和

室 

年に何回かダンスパーテ

ィも開催されるホール 

居住者専用のサービスが

受けられる分譲住宅 

陶芸などの創作活動が盛

んなアトリエ 
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■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・撤退後のショッピングセンターを改修し、シニ

ア専用の分譲マンションの付帯施設としての

居住者専用クラブハウスに活用した事例。シニ

アが「心の不安（寂しさ）」や「お金の不安（年

金収入頼み）」を解消し、よりよい生活を送る

ことができるように暮らし方を提案。アメリカ

の本格的なリタイアメント・コミュニティも参

考に、大勢のアクティブシニアが仲間となって

暮らせるように、本格的に趣味やサークル活動

を楽しめるクラブハウスを備えた、分譲住宅を

日本で初めて開発したものである。 

・分譲住宅は計画戸数 810 戸のうち、510 戸まで整備ずみで平成 22 年から入居が開始された。ク

ラブハウスは旧ショッピングセンターの建物の 1 階をリニューアルして整備され、居住者用の

レストラン、陶芸などの作品づくりを楽しめるスタジオ、マシンを備えたフィットネススタジ

オ、防音設備を備えた音楽スタジオ、ステージ、ダンスホール、シミュレーションゴルフなど

が設けられている。また、近隣にはテニスコートやゴルフ練習場、グラウンドも整備されてい

る。施設の内容は、今後の居住者の増加、住民からの意見を踏まえて、柔軟に変更していくこ

とを考えている。 

【経緯】 

・平成 4 年に、稲毛に土地を所有する地主が自ら商業施設を整備し、イトーヨーカドーをテナン

トとして迎えた「イトーヨーカドー長沼店」として開業。開店当時は、成田方面からも集客す

るなどにぎわいを見せたが、周辺地域で大規模な商業施設の開発が相次ぎ、業績悪化のために

平成 15 年にイトーヨーカドーが撤退。 

・リニューアル建物は、平成 22 年 2 月に高齢者用分譲住宅「スマートヴィレッジ稲毛」の付帯施

設として「スマートコミュニティ稲毛」がオープン。 

        

1992.2 イトーヨーカドー長沼店開業 

2000 ダイエー千葉長沼店開業（近隣店舗） 

2003.2 イトーヨーカドー長沼店閉店 

2010.2 スマートコミュニティ稲毛 オープン 
 

稲毛駅 

スマートコミュニティ 

稲毛 

分譲住宅 グラウンド
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■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇分譲マンション居住者専用のクラブハウスというユニークな用途設定 

・この事例の大きな特徴は、アクティブなシニア層を対象とした分譲マンション居住者専用のク

ラブハウスという、他に類を見ない用途の設定にある。 

・分譲マンション（「スマートヴィレッジ稲毛」）は、アクティブ・シニア（リタイアしても心身とも

に健康で第二の人生を楽しみたい世代）をターゲットとする、という明確なコンセプトによって開

発され、入居資格が原則として 50 歳以上に限定されている。入居時にはクラブハウスの利用（「ス

マートコミュニティ稲毛」への入会）が条件となっており、入居者は初期費用として約 200 万円、

月額の利用料として約9万円（朝食・夕食と施設利用料を含む）を支払って利用する。※同一世帯の

二人目の入居者からは割引がある。金額は平成23年 2月現在のもので、変更される場合がある。 

・クラブハウスでは、運営会社である(株)スマートコミュニティが提供するアクティビティ（趣

味・娯楽のための活動）の他、居住者同志で作った様々なサークルの活動も行われている。 

・運営会社には約 60 名の専属

スタッフがおり、クラブハウ

スの管理運営や食事の提供

の他、居住者がつくるサーク

ルのための講師の手配、周辺

への買い物をサポートする

コミュニティバスの運行な

ど、居住者がクラブハウスの

内外で行う様々な趣味・娯

楽、生活のための多様なサポ

ートを行っている。 

 

〇目的にあわせてリニューアルの対象を絞り込み、コストを抑える 

・旧イトーヨーカドーの建物は延べ面積が 34,000 ㎡を超える大規模の施設であるが、スマートコ

ミュニティ稲毛としての第 1期改修は、１階及び３階の一部のみの約 10,000 ㎡に限定して行わ

れている。施設は居住者の増加やニーズの変化にあわせて柔軟に見直しを行うことにしている

ことから、２階と３階部分は将来、順次に改修することを考えている。 

・内装面でも、壁の設置は必要 小限とした。大空間をどのように仕切るかが課題とされたが、本棚を

有効に活用することによって多様な空間用途に対応するとともに、インテリアとしての質に配慮した。

・空調設備は可能な限り従来から使用されていたものを有効に活用することを考え、小部屋等の個別

空調を行う必要があるものを除いて、全体空調をゾーンで仕切るなどの工夫により対応している。

・また、エレベータは３階の一部に設定された居住者用のトランクルームを利用するための１基

のみを使用、エスカレータは使用しないまま存置している。利用しない設備に対しては、平常

時のメンテナンスを行わず、利用する必要が生じた際に対応するなど、リニューアルやメンテ

ナンスの範囲を絞ることによって大規模施設の改修、管理コストの圧縮を工夫している。 

 
取材協力 (株)スマートコミュニティ 

出  典  
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事例 15 

名称 ゑびすビルパート１ 

 

住所 名古屋市中区錦 2-5-29 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市

（三大都市圏以外）
□その他 
 の都市 

人口 2,180,800 人（平成 23 年 4 月） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

繊維問屋 商業施設 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称  ゑびすビルパート１ 

建物用途 
繊維問屋（呉服屋） 

その後→繊維倉庫→空きビル 

地下と 1階：イタリアンレストラン 

2 階：雑貨店（服飾、古着物、等） 

3 階：雑貨、デザイン事務所 

4 階：デザイン事務所、ギャラリー・本屋

延床面積 517 ㎡ 517 ㎡ 

建物階数 地下 1階地上 4階 地下 1階地上 4階 

竣 工 年 昭和 30 年代 平成 14 年 

建物所有者 個人商店 個人(所有は変わらず) 

運営主体 同上 有限会社 長者町街づくりカンパニー 

整備主体 同上 有限会社 長者町街づくりカンパニー 

現在の 

施設概況 

 

２階へ上がる階段室 

むき出しの内装仕上げ 

階段室の手書きイラスト

建物の雰囲気をつくる 

施設２Ｆテナント 

右の壁は階段室 

 

ゑびすビルパート２ 

 

ゑびすビルパート３ 

 

１階正面入り口 
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 15_ゑびすビルパート１  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・繊維問屋を廃業して空きビルとなった古い建物を、

所有者から１棟借りして商業施設に改修し、商業テ

ナントを集めて賃貸経営を行い再生した事例。 

・地域活性化の目的で繊維問屋組合メンバー10 名が

出資して「有限会社長者町街づくりカンパニー」を

設立し、建物所有者との交渉から改修、テナントリ

ーシング、賃貸経営まで全てを行っている。 

・2002 年のパート１に続き、2003 年パート２、2005 年パート３と、同じ繊維問屋街において同様

のリノベーションを続けて行い、現在も運営を継続している。 

【経緯】 

 ・当施設が立地する長者町繊維問屋街は、中部圏を代表する繊

維問屋街だが長引く繊維不況と流通構造の転換により廃業

する繊維問屋が多くなって、空きビルが急増していた。いず

れも昭和 30 年代から 40 年代に建てられた建物が多い。 

・空きビルによる街の衰退を危惧した織物協同組合のメンバー

が空きビルの再活用を検討、組合による再生を計画したが、

空きビルが多い現状からテナント不在による赤字経営のリ

スクに組合員の理解が得られず、有志 10 名が出資して「有

限会社長者町街づくりカンパニー」を設立し、再生事業に取

り組むことになった。 

間口の狭い土地 40 坪の４階建ての空きビルが標準的な規模となっていたので、そのパターンで

の再生にチャレンジした。 

・パート１の成功を得て、翌 2003 年パート２、2005 年パート３と立て続けに、同じ繊維問屋街の

なかで同様のリノベーションを行っている。以下に、パート２、パート３の概要を掲載する。

        

建物名称 ゑびすビルパート２ ゑびすビルパート３ 

建物規模 延床 712 ㎡ RC 地下 1階地上 6階 延床 477 ㎡ 地下 1階地上 4階 

従前用途 子供服メーカー事務所・店舗 布地問屋 

銃後用途 

地下 1階：飲食店 

1～2 階：物販（家具、雑貨） 

3～4 階：物販、ギャラリー 

5～6 階：オフィス、貸会議室 

1 階：ベーカリー＆カフェ 

2～4 階：小規模オフィス 

（写真スタジオ、街づくり拠点、

        

 呉服問屋の廃業→繊維倉庫→空きビル 

 有限会社 長者町街づくりカンパニー設立 

2002.05.31 ゑびすビルパート１ オープン 

2003.12.20 ゑびすビルパート２ オープン 

2005.01.22 ゑびすビルパート３ オープン 
 

栄駅 
伏見駅 

丸の内駅 

名古屋駅 
ゑびすビル 

パート 1 
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 15_ゑびすビルパート１  
■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇地元有志が設立した街づくり会社による再生事業 

・経緯に述べたように、当空きビル再生事業のために、地元の繊維問屋組合の有志 10 名が出資し

て設立した「有限会社長者町街づくりカンパニー」が事業にあたった。商業コンサルタントの

協力があったものの、繊維問屋等を営む事業主が所有者交渉やテナントリーシングに直接奔走

して再生を行っている。その後の建物管理やテナント事業も同会社が現在に至るまで行ってい

る。 

 

〇テナントリーシングを先行して、建物所有者の説得を行った。 

・外部資本による再生事業ではなく、繊維問屋組合メンバーによる再生事業であったため、これ

までの人間関係をベースとして協力依頼をしやすい関係ではあった。 

・しかし、パート１の再生にあたっては、再生計画が不可能であると建物オーナーの理解がなか

なか得られなかったため、入居テナントを先に見つけたうえで、賃料設定と改修計画をもって

建物オーナーの説得にあたった。 

・パート１の成功を得て、パート２、パート３の再生では所有者の了解は格段に

得やすくなった。 

 

〇独特の建物のつくりを活かし個性的なコンセプトでテナントを誘致 

・床貸しを想定して建てられた建物ではないため、エレベーターもなく、上階へ

上がる階段動線は各フロアを通り抜けていくことになる。しかし、建物床が極

端に細長く、間仕切りをすると空間の使い勝手が悪くなるため、通り抜け通路

を間仕切りせずに百貨店のようなオープンフロアで店舗利用している。 

・こうしたフロア構成であったため、当初からテナントミックスのコンセプトを

明確に示してテナント間の相性もみながら丁寧に出店者を決めていった。な

お、飲食店での出店オファーは多くあったが、コンセプトに基づいて飲食は１

階のみに限定した。 

・テナント誘致にあたっては、不動産事業者に任せずに、街づくりカンパニーが直接面接を行い

建物コンセプトを伝えると同時に、テナントの事業コンセプトや人柄を見極めた上で選定を行

った。入居テナントへのアンケートでは家賃の安さに加えて、建物コンセプトへの共感を入居

の理由にあげるところが多かった。 

・建物改修にあたっては、階段が 1 つしかないため２方向避難を確保するための非常用ハシゴを

別途に設置したり、階段室については非常用の可動扉で区画可能にするなど工夫している。こ

れらの法規対応もテナント改修でなく１棟単位での改修工事でなければ無理であった。 

 

２階平面図 

テナント A 

テ

ナ

ン

ト

B

テナント C 

動線 
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 15_ゑびすビルパート１  

〇スケルトン貸し、テナントによる自主管理でのコスト削減 

・改装の初期投資を抑えるため、内装は一切施さずにスケルトン貸しを行い、テナント自身で内

装を施してもらった。結果的には、スケルトンの雰囲気をうまく活用した内装がビルの個性に

つながっている。また、エントランスのインフォメーションコーナーや階段室の装飾もテナン

トの自主的な施工によるものである。 

・日常の清掃や備品等の管理はテナント間で範囲を調整して基本的に共同自主管理を行っている。

階段室を含めて電球の交換もテナントが行い、４階のトイレの改修もテナントが自主的に行っ

た。このことで、専門業者を入れずに地元による直接の管理が成り立っている。 

・これらのことは、家賃をかなり安く設定していることや、自らデザインして内装することに価

値を見いだせるテナントが入居していることで成り立っている。 

 

〇事業の効果、そして今後の展開 

・次なるゑびすビル（パート４）としての展開は、パート３のすぐあとに話はあったが実現せず、

現在具体的にはない。機会があれば展開する可能性はあるが、街の活性化やブランディングに

ついて一定の成果をもたらしたと考えている。 

・ゑびすビルの周辺では、問屋建物を改装した飲食店は立地が多数進んでいるほか、ゑびすビル

を知って長者町を指定して空室を探しに来る店舗やベンチャー経営者が増えている。パート１

準備の時には考えられなかった変化である。 

・ゑびすビルパート１の開業前後で前面の長者町通りの通行量が計測されているが、平成 15 年の

1,235 人から平成 17 年には 1,902 人と約 1.4 倍に増加している。もともと少なかった休日につ

いては 2.4 倍となった。 

12 時間通行量 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 （平成 15 年比）

平日 1,235 人 1,385 人 1,902 人 （1.37 倍）

休日 347 人 451 人 1,090 人 （2.42 倍）

・一番の事業の効果としては、まちづくり活動への人材供給がある。地域のお祭りに出展したり、運

営に協力してもらったりするほか、テナント企業経営者が自主的に屋上でミツバチを飼って地域の

PRをしてくれたり、近所に別途の飲食店を展開したりしている。そればかりか、ゑびすビルテナン

ト企業の経営者が、沿道に花の吊り鉢を飾ったり、毎週月曜早朝の清掃活動、ひいては問屋街の青

年会の会長まで務めるまでになった。そのために入居時に直接の面接を行い、信用できる人物か、

まちづくりに協力してくれるか、地域に根付いてくれるかを見極めるようにしている。 

・2010年には「あいちアートトリエンナーレ」がこの長者町全体をメイン会場の一つとして開催され、

アートイベントに空きビルが様々に活用された。その関連で現在、ゑびすビルにおいても空き室を

アーティストの制作工房として街に開放しながら短期的に使ってもらっている。単に数を増やすだ

けでなく、いかに活用するかという点で今後もこうした新しい試みにチャレンジしていきたい。 

・長者町街づくりカンパニーとしての再生事業は、これまで地元が無給で行ってきた。ゑびすビル以

外にも地元空き物件を仲介する際に協力が得られたら、仲介料の代わりに家賃１カ月分をまちづく

り連絡協議会の活動費にあてたりしてきた。今後は、まちづくり連絡協議会や様々な他のまちづく

り事業と一本化して総合的なタウンマネジメント事業に展開することが必要だろう。 

 
取材協力 有限会社 長者町街づくりカンパニー 

出  典 
まちづくり研修会 資料（長者町のまちづくり紹介） 

「地域運営による既存ビル活用が地域にもたらす影響に関する研究」川澄一代 
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事例 16 

名称 四日市町ＳＫＹビル  

住所 鳥取県米子市四日市町 86 番地 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市

（三大都市圏以外）
□その他 
 の都市 

人口 148,271 人（平成 22 年 国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

書店 複合商業施設 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称 今井書店 本通り店 四日市町ＳＫＹビル 

建物用途 
書店 

その後→繊維倉庫→空きビル 

1 階：１店／衣料・輸入雑貨 

2 階：２店／衣料品 

3 階：美容院、シェアオフィス(５事務所)

4 階：スクール・貸しスペース、テラス 

延床面積 ７８５㎡ ７８５㎡ 

建物階数 地上 4階、塔屋 地上 4階、塔屋 

竣 工 年 昭和５５年 平成２２年 

建物所有者 株式会社今井書店 株式会社スカイ 

運営主体 株式会社今井書店 株式会社スカイ 

整備主体 株式会社今井書店 株式会社スカイ 

現在の 

施設概況 

 

 

商店街側の正面口 

通りぬけ通路(路地) 

隣接ビルの通路を共用 

４階テラス。フリースペ

ースとして街に開放 

 

１階店内 

 

３階シェアオフィス 

 

米子スクールのキッチン
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 16_四日市町ＳＫＹビル  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・移転により空きビルとなった書店の建物を、地元の若い経

営者達が共同出資で事業会社を設立して買い取り、複合商

業ビルとして再生した事例。 

・中心市街地活性化協議会によるスピーディなコーディネイ

トにより、オーナーと出店事業者をつなぎ、中心市街地活

性化に寄与する再生事業を実現。 

・ほぼ同時期に、もと銀行支店建物や、三連蔵の再生事業、アーケード撤去と通りの商環境整備

も行うなど、「米子方式」と呼ばれる中心市街地再生事業を次つぎと実現している。 

【経緯】 

 ・山陰の商都として栄えた米子商店街だが、2009 年には空き店

舗率は平均 35％、通りによっては 55％に達するまでに衰退し

ていた。また、歩行者通行量は 1997 年から 10 年間で 5万人超

から 1万人台前半に落ち込んでいた。 

・そんな状況のなか、2008 年に本通り商店街にある今井書店が、

中心市街地縁辺部への新規店舗展開に伴い、商店街の店舗を閉

店、売却することになった。一方、中心市街地活性化計画を策

定していた市役所や商工会議所など活性化協議会は、高島屋の

ある既存商業集積ゾーンと商店街ゾーンの結節点となる重要な位置に当該敷地があったため、

跡地活用についてオーナーに活性化事業への協力を依頼して了解を得た。 

・コーディネーター杉谷氏を中心とする活性化協議会は、中心市街地に若い経営者の出店が増え

つつあったことから、若者を集客できる再生事業者を探し、優秀な店舗デザイナーのネットワ

ークから杉田氏の紹介を受けた。 

・一方で杉田氏は、アメリカの古着や輸入雑貨の店舗を米子周辺に３店舗経営していて、通販事

業も含めた拠点店舗への集約を考えていた。当時既に 13 年の経営実績をもち、その後の長期の

店舗経営を考えた結果、賃貸でなく土地建物を買い取って自由に改装できる物件を探していた

ところ、今回の物件の話があった。 

・再生事業者が決まり、2008 年から具体的な事業計画を進めて同年秋に開店予定していたが、ア

スベスト対策等により開店が延期となり、翌 2010 年 3 月にオープンした。 

 

2005 米子まちなおしフォーラム開催。本通り商店街の元銀行建物をカフェと店舗に改

装した「Ｑビル」がオープン。以降、若者の中心市街地への出店が徐々に増える

2007 今井書店の移転計画が進み、跡地活用について協議会の検討が始まる 

2008.3 今井書店の新店舗がオープン、同時に跡地事業者として杉田氏との企画が進む 

2008.11 米子市中心市街地活性化基本計画が認定。その間に杉田氏は出店者を集める。 

2009.1 再生事業主体となる株式会社スカイを杉田氏を中心に３名で設立 

2009.秋 当初は秋に新施設オープン予定だったが、アスベスト対策等でオープン延期 

2010.3.27 「四日市町ＳＫＹビル」オープン。 
同３月に他２件の再生事業「善五郎蔵」「DARAZ クリエイトボックス」もオープン

2010.9 地域交流センター「笑い庵」オープン。続いて、レンガ通りお絵かきプロジェク

ト完成、第１回よなごマルシェを開催 
 

米子駅 

四日市町ＳＫＹビル 

本通り商店街 
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 16_四日市町ＳＫＹビル  
■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇コンセプトは「まちの元気ビル スカイ米子」 

・再生事業主体となった(株)スカイの杉田氏は、当初は自身の店舗事業を中心に事業を考えてい

たが、中心市街地活性化基本計画に則って国の支援を受けながらの再生事業を進めるうちに、

来店者も店も含めた街全体が良い方向に進む必要性を感じ、新施設のコンセプトを「まちの元

気ビル スカイ米子」とした。 

・ＳＫＹビルのオープンと同時に、まちづくり活動も行う団体「スカイ米子」を立ち上げて事務

局を担い、「レンガ通りお絵かきプロジェクト」「よなごマルシェ」「こどもビルディング」、旧

加茂川の清掃など、地域を元気にする活動に取り組んでいる。空きビル再生事業が周辺地域の

活性化にまで広がりを見せている。 

 

 

 

 

 

〇最上階を“公園”スペースにして地域に開放 

・ 上階４階の一部を店舗とはせずに、“公園”をコンセプトとし

たオープンテラスとイスとテーブルのあるデッキルームにして

一体で地域に開放している。さらに、隣のスペースは「ＳＫＹ

スクール」としてキッチンルーム付の貸しスペースにして、各

種の教室や展示会、パーティー等で地域に使われている。これ

らも、まちを元気にするための取り組みとして企画された。 

・一方でこの“公園”スペースは、補助金による支援を受ける際の条件である地域に開放された

スペースとしても位置付けられており、支援の主旨が活かされている。 

〇建物オーナーの意志を次世代に受け継ぐ、再生事業のコーディネイト 

・一般的に空きビル活用では従前オーナーの理解と協力を得ることが 初のハードルとなるが、

このケースでは活性化協議会のタイムリーなコーディネイトが有効であった。さらに、旧オー

ナーが移転に際して商店街の活性化に何か役立ちたいという意志があり、かつ再生事業者もそ

れに応える意向と商売の実績があったことがスピーディな再生事業を実現した。 

・また、共用している隣接建物の通り

抜け通路は、もともと書店建設時

に隣の建物（当時は薬局）と協調

して建設したものである。表の商

店街と裏の旧加茂川を空間的につ

なぐ意図を当初からもっていた建

物で、今回はそれが十分に活かさ

れる計画となった。さらに隣の敷

地の中庭とも細い通路でつなげて

いて、３つの敷地をつなぐ魅力的

な路地が形成されている。 

建物全体でイベント「こどもビルディング」 「レンガ通りお絵かきプロジェクト」 「よなごマルシェ」

  ①中庭     ②トップライト吹抜

  ③横の通路   ④通抜け通路入口 

旧加茂川 

本通り商店街

②吹抜 

④店舗内の

通り抜け通路

③隣接ビルを

つなぐ横動線

SKY ﾋﾞﾙ

①中庭

隣接ﾋﾞﾙ

商店街と川を縦につなぎ、 
隣接ビルを横につなぐ通路

（建物利用者駐車場） 
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〇「米子方式のまちづくり」と呼ばれる、やる気のある商業者が主体となれる取り組み 

・まちづくりを進めようとする商業者の有志が事業主

体となって、事業ごと又は商店街ごとに、資本金 100

万円～300 万円ぐらいの共同出資会社を立ち上げ、そ

れをまちづくり会社として位置づけて、自らの責任

とリスクのもとに極めて身の丈にあった事業を行

い、それを継続していくスタイルが、いつからか「米

子方式」と呼ばれるようになった。 

・株式会社スカイの場合でいうと、若手商業者２名と

建築デザイン会社１名の３名で資本金 100 万円の株

式会社を設立し事業にあたったことで、“責任とやる

気のある有志”によるスピーディーな意思決定が可

能となっている。既存の協議体で事業展開すれば意

思決定に時間がかかる上、どうしても無難な選択肢に流れがちで個性ある魅力的な企画コンセ

プトが実現しにくくなる。 

・それと同時に、若手事業者と活性化協議会と地元商店街をつなぐ適切なコーディネイトがなさ

れることで、若手商業者が主体的に再生事業に専念できる環境がつくられていた。活性化基本

計画の主旨や補助金活用の条件などを適切にアドバイスしつつ、地元商店街振興組合の会員と

なることや、補助金申請の書類作成を支援するなど、活性化協議会の適切なコーディネイトが

事業者のやる気を後押しした。なお、ここでは設立した事業会社が特定民間中心市街地活性化

事業の補助金を活用して再生事業を行なっている。ただし、一方でコーディネイターは再生事

業のマーケットや採算性などを冷静にチェックする役割も担っていた。 

〇開店の延期、補助金活用と事業スピードの課題 

・当初計画では 2009 年秋の開店予定だったが、改修工事を初めてからアスベストが見つかった。

除去工事が必要だが多大な費用がかかるため、新たにアスベスト除去の補助を追加申請するこ

とになった。申請が認可されるまで除去工事に着手できないため、やむを得ず開店を半年延期

することになった。入居準備を進めていたテナントは対応に苦慮したと思われるが、株式会社

スカイのメンバーの日頃の信頼関係によって補償問題もなく乗り切ることができた。 

・また同様に、旧オーナーからの店舗の買い取りに際しても補助金申請の認可が下りるまで契約

ができず事業が足踏みする可能性があったが、米国で行われているエスクローアカウントの仕

組みを使い、契約行為にならない手付金を第三者に預けることで、足踏みすることなく事業を

進めることができた。 

〇ビルオーナーとテナントが一体となった施設管理 

・ビル清掃は全てテナントで分担し、共用部も協力して清掃を行っている。警備は特に外注して

いない。テナント間で 終退館者が施錠する。これらは、家主たちが自ら入居するビルで互い

をよく知る関係だから実現できる方法である。そのため、共益費は１区画で月 5000 円と破格に

安い。ただ、エレベーターの保守費用や日常の建物修繕など予想外の出費を賄うことはできず、

現在は課題となっている。家賃の坪単価も周辺の相場と比べると安く設定している。 

・また３階のオフィスは、まとまった区画に５つの事務所が同居するシェアオフィス形式をとっ

ている。事務機器を共用したり、互いに手伝うなど運営面でもメリットを生んでいる。 

ＳＫＹビル
レンガ通り 
・お絵かきＰＪ 
・よなごマルシェ 

本通り商店街
DARAZ クリエイトボックス

善五郎蔵 

「にぎわいトライアングルゾーン」 
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〇事業の効果 

・中心市街地活性化基本計画の成果指標の一つで

ある歩行者通行量を、ＳＫＹビルオープン前後

で比べると３割増加している。また、小規模で

はあるがテナントが増えた分の雇用創出と消

費拡大に寄与している。 

・ＳＫＹビル以降にも若手商業者の中心市街地への出店が多くみられ活性化の起爆剤となった。

若者の来訪が増え商店街の雰囲気も明るくなっている。 

・先に記述したように、スカイ米子をはじめビルテナント従業員による地域まちづくり活動への

貢献の効果も大きい。ＳＫＹビルができてからは周辺の若手商業者と商店街や協議会とが協力

する取組みができ、(株)スカイがそのつなぎ役の役割を果たしている。 

〇他事例「DARAZ クリエイトボックス」等について 

・もともと山陰合同銀行の支店として建てられた建物だが、銀行の組織改編によって使わなくなり、

地元の商工会に廉価で貸し、地元サッカーチームの応援ショップなどに活用していた。その後、取

り壊して売却することになったところに、中心市街地活性化協議会から再活用の提案があり、３年

後の買取りを前提とした廉価での賃貸を続けることとなった。 

・一方、米子で文化的まちづくりを進める NPO 法人喜八プロジェクトは活動拠点を探しており、中心

市街地活性化計画に沿ったビル再活用事業として拠点設置することになった。 

・地域情報発信機能と産業・文化創造機能として、コミュニティＦＭや岡本喜八ミュージアムの開設

運営を行なうほか、小規模なカフェや物販店舗などテナント事業を行いながら新規創業テナント育

成機能も担っている。 

・再生事業にあたり、NPO法人では信用力がなく改修費等の資金調達ができないため、NPO法人を筆頭

に理事数人が共同出資して株式会社ＤＡＲＡＺ(代表は久保田氏)を設立し、事業主体となった。ま

た、国の戦略的中心市街地中小商業活性化支援施設整備事業の補助を活用している。 

・2012年 11月に国際マンガサミットが開催されるため、まちなか拠点としての活用も計画している。

隣接する空き店舗にアニメ制作会社を誘致するなど活性化にも取り組んでいる。 

・ 後に、同時期にオープンした他の２事例について概要を掲載する。 

建物名称 DARAZ クリエイトボックス 善五郎蔵 

建物規模 延床 681 ㎡ RC 造 地下 1階地上２階 延床 230 ㎡ 地上 2階 

従前用途 地元銀行支店 築 120 年の三連蔵 

従後用途 
1 階：FM スタジオ、カフェ、物販店等

2階：事務所（DARAZ、NPO 事務所等）

1階：店舗（和食、食堂）ギャラリー 

2 階：店舗、多目的スペース 

 

 

 

 

 

 
取材協力 株式会社スカイ、米子市中心市街地活性化協議会、株式会社ＤＡＲＡＺ、米子市 

出  典 「よなご・かえる通信①～③」、米子市中心市街地活性化基本計画 

ＳＫＹビル周辺３地点の合計通行量の変化 
2009 年 11 月 

（オープン前） 
2010 年 11 月 

（オープン後） 

2,234 人/日 2,904 人/日 
2011 年は 7 月調査でさらに増加し、11 月調査では減少と

なった。道路工事や公会堂改修などの影響が見込まれる。 

善五郎蔵 DARAZ クリエイトボックス
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事例 17 

名称 
Nagoya I.D. Lab3 
(ナゴヤ・アイディー・ラボ３) 

 

住所 名古屋市中区錦 2-11-13 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市

（三大都市圏以外）
□その他 
 の都市 

人口 2,180,800 人（平成 23 年 4 月） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

繊維問屋、倉庫等 事務所 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改修前 リノベーション後 

建物名称 二葉ビル Nagoya I.D. Lab3 

建物用途 

1～2 階：中華料理店 

3～4 階：空き室 

（もとは繊維問屋・倉庫） 

1～2 階：現在は空き店舗 

3～4 階：小規模オフィス 

延床面積 688 ㎡ 688 ㎡ 

建物階数 地上 4階 地上 4階 

竣 工 年 昭和 37 年 平成 20 年（2008 年 3 月） 

建物所有者 
3～4 階を有限会社アイステージが所有 

（1～2階は別所有者） 
(変わらず) 

運営主体 同上 同上 

整備主体 同上 同上 

現在の 

施設概況 

 

 

１階エントランス 

 

階段デザイン 足元照明

 

共用ルーム 

 

Nagoya I.D. Lab１ 

 

Nagoya I.D. Lab２ 

 

３階通路 



 

 3-4-58

 17_Nagoya I.D.Lab3  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・長者町繊維問屋街では繊維問屋が移転廃業した空

きビルが多く、名古屋市のベンチャー産業育成事

業の補助を活用して、長らく空き室となっていた

３～４階をベンチャー企業向けの小規模オフィス

に改装した事例。 

・当地区では同様に、市の補助制度を活用して空き

ビル改修を行い、ベンチャー企業向け賃貸オフィ

スに再生している事例が本例を含めて３例ある。 

 

【経緯】 

・名古屋市は「名古屋市産業活性化プラン平成 17年 3 月」において、繊維産業の衰退などにより

地域の活力が低下している伏見・長者町地区の空きビル等を活用した創業者支援を行うことと

なり、「伏見・長者町ベンチャータウン構想」を策定して空きビル活用を促進した。 

・当施設が立地する長者町繊維問屋街では廃業した繊維問屋の建物が空きビルのままとなってい

る例が多い。いずれも昭和 30 年代から 40 年代に建てられ、賃貸用の造りではない。 

・当ビルは、昭和 30 年代より 1～2階は繊維問屋、3階は洋裁学校、4階は住居として使われてい

た。その後、1～2階は貸し店舗、3階は縫製工場、4階は倉庫で利用していた。 

・市のベンチャータウン構想の補助制度を活用して、ベンチャー企業向けの小規模オフィスとし

て再生することになり、平成 19 年 11 月に着工、翌 20 年 2 月に竣工し、オープンした。 

・本件より先に、同地区内に Nagoya I.D. Lab１(2006 年)、Nagoya I.D. Lab２(2007 年)が開業し

ており、ベンチャータウン構想に基づくビル再生は本件が３例となる。以下、各概要を記載する。

 

建物名称 Nagoya I.D. Lab１ Nagoya I.D. Lab２ 

所 在 地 中区錦 2-12-8 御幸本町ビル 中区錦 2-15-19 綿常 HD 錦ビル 

建物規模 
延床約 1,400 ㎡ 

RC 地下 1階地上 5階 

延床約 1,300 ㎡ 

地下 1階地上 5階 

従前用途 繊維問屋→オフィスビル→空き家 繊維業務ビル→賃貸ビル(専門学校) 

従後用途 

地下 1階～2階：飲食店舗 

3～4 階：ベンチャー向け賃貸オフィス

5階：レンタルオフィス 

1 階：エントランス 

2～4 階：ベンチャー向け賃貸オフィス

 

昭和 30 年代 1～2 階は繊維問屋として開業、3階は洋裁学校、4階は住居として利用 

 繊維問屋の廃業後、1～2階は貸し店舗で利用、 

3～4 階は縫製工場と倉庫で利用の後、空き室となった。 

2005 名古屋市が「伏見・長者町ベンチャータウン構想」を策定 

2006.04 Nagoya I.D. Lab１ 開業 

2007.03 Nagoya I.D. Lab２ 開業 

2008.03 Nagoya I.D. Lab３ 開業 
 

栄駅 
伏見駅 

丸の内駅 

名古屋駅 Nagoya I.D.Lab3 

（Nagoya I.D.Lab2） 

（Nagoya I.D.Lab1）
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■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇ベンチャー企業の市場ニーズを見据えた小規模・多様な区画設定、空室率も改善 

・以前はフロア単位で利用していたが、ベンチャー企業向けオフィスで区画を分ける場合に、基

本単位について検討を重ねた。 終的に標準を作らず多様なサイズで１１区画を作った。 

３階（基準階 172 ㎡） ５区画（13.2 坪、10.9 坪、7.2 坪、5.5 坪、2.9 坪、共用スーペース） 

４階（基準階 172 ㎡） ６区画（13.6 坪、6.6 坪、6.8 坪、4.3 坪、3.8 坪、2.6 坪） 

・ 初は１年近くを要して概ね埋まったが、現在は概ね半分程度の入居状況である。小規模にし

たことのメリットは、小規模だが床単価はあまり低くする必要がないこと。共益費・電気代混

みで賃料を設定して、電気メーター等の設備投資を抑えたり、管理を簡易にすることができた。

ただし、テナントの電気使用量が多くなりがちなのが課題である。 

・もうひとつの小規模区画のメリットは、転出の際の賃料収入の減少も小さいということ。テナ

ントを探す手間は増えるが、賃料収入の変動を比較的小さく抑えていると思う。 

 

 

 

 

 

〇建物の個性を活かした、メリハリのある改装デザイン 

・明らかに建物は古く、エレベーターもないため一

般的な賃貸物件としては不利となる。エントラン

スや入口部分には新しい扉とサイン、階段室の証

明など比較的デザインを施した一方で、上階のパ

ーティションや居室にはあまりお金をかけないな

どメリハリをつけたデザインを行った。また、残

されていた調度品や眺望など建物の歴史や個性、

立地などを出来るだけ活かすように心掛けた。 

・ベンチャー企業向けということで、光ファイバー、宅配ボックス、カード式セキュリティーシ

ステムなどの設備は小規模ながら整備を行っている。 

 

〇行政の産業施策と連携して補助金を活用 

・先に述べた「伏見・長者町ベンチャータウン構想」により、当地区でのベンチャー企業向けの

空きビル再生事業には、改修費用の半額（上限 500 万円）がオーナーに支給される制度を活用

した。地区内で空きビル再生により新たにベンチャー向けの賃貸業を始める場合で、共用スペ

ースの設置などの条件が付いた。 

・同構想により、入居テナントに対しても、ベンチャー企業であれば入居1年間の家賃の半額(上限

年間 100 万円)を補助する制度があり、当初の入居を促進した。対象は、特定分野（デザイン関連、

ファッション関連、デジタルコンテンツ関連）で、100 ㎡以下の小規模オフィスを賃貸する事業。

・なお、いずれの補助事業も現在は実施されていない。 

３階平面

13.2 坪
2.9 坪

5.5 坪7.2 坪
10.9 坪 

共用
ｽﾍﾟｰｽ

改修前 改修後 
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〇オーナーの直接管理による運営コスト削減 

・もともと自社ビルとして活用していたこともあり、清掃などの日常管理はオーナーが自ら行っ

てきた。ただし、セキュリティーだけは専門会社に委託している。オーナーの直接管理はコス

ト削減にとどまらず、下記に記したテナント企業が地域まちづくりへの参画することを促す要

因にもなっている。 

 

〇地区まちづくりへの効果と連携 

・空きビルが有効活用されたことが基本的な効果となる。この Lab３が 11 区画、Lab２が 12 区画、

Lab１が 18 区画あり、小規模ではあるが合計 41 区画のテナント入居が可能となっている。現在

の入居状況は Lab１はレンタルオフィスもあるため７割程度、Lab２はほぼ全室、Lab３は半数の

入居にとどまっているが、全体では概ね活用されているといえる。 

・そもそも衰退した繊維問屋街の再生を目指すビル所有者たちにとって、当事業の効果は資産と

しての空きビル活用や就業人口の増加などにとどまらず、入居したベンチャー企業経営者が積

極的にまちづくり事業に連携、協力したことにある。当時珍しかったインターネット放送局の

常設スタジオを共用スペースに設置して利用を地域に開放したり、地域の問屋や飲食店が参加

するインターネットショップの開設に協力したり、地域の祭りに出展したりしている。 

 

〇今後の展開 

・Nagoya I.D. Lab で活用された、伏見・長者町ベンチャータウン構想の補助制度は終了し、その

後に Nagoya I.D. Lab としての再生事業は行われていないが、Lab２と同じオーナーが繊維問屋

の倉庫として活用していた建物を、同様に小規模オフィスビルとして再生活用している。こう

した成功事例や成功体験を街が蓄積することで、次へのチャレンジもしやすくなったと考えら

れる。 

 

 
取材協力 有限会社 アイステージ、游まち紡ぎデザイン 

出  典  
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事例 18 

名称 
特定施設介護付有料老人ホーム 

「BLISS ぶらくり」 

 

住所 和歌山県和歌山市米屋町３番地 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市

（三大都市圏以外）
□その他 
 の都市 

人口 370,364 人（平成 22 年国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

 ボーリング場    福祉施設 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 ＷＡＯＫＹＡＭＡＮ ぶらくり丁ブリスビル 

建物用途 

地下 1階：居酒屋 

1 階：店舗 

2 階：飲食店 

3 階：カラオケ 

4～5 階：ボーリング場 

（地下 1階：居酒屋） 

1 階：デイサービスセンター、児童デイルーム

介護相談窓口、（一部 店舗） 

2 階：（空き室）  

4～5 階：特定施設介護付有料老人ホーム

    （50 室） 

延床面積 27,752 ㎡ 27,752 ㎡（変わらず） 

建物階数 地下 1階地上 5階 地下 1階地上 5階 

竣 工 年 昭和 47 年(1972 年) 平成 21 年(2009 年)6 月 

建物所有者 浜田商事株式会社（神戸） 浜田商事株式会社（神戸） 

運営主体  医療法人甃友会(しゅうゆうかい) 

整備主体  医療法人甃友会(しゅうゆうかい) 

現在の 

施設概況 

 

1 階エントランス 

車いすスロープを設置 

１階エントランス 

荷物用エレベータを改修

４Ｆサービスステーショ

ン（総合受付） 

リハビリルーム（４Ｆ） 商店街側ビル入口も改修

１F をデイサービス活用

１Ｆ奥に相談窓口と介護

ショップ、地域に開放 
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 18_BLISS ぶらくり  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・有料老人ホームの街なか展開を検討していたところ、ボーリ

ング場が転出した空き物件を賃貸し、福祉施設へ改修して再

生した事例。別途に１階の空き店舗も借りてデイサービス施

設や障害児の児童デイサービス、総合福祉相談所にも活用し

ている。テナントでありながら商店街に面したビルエントラ

ンスも改修するなど地域に開けた施設としている。 

・有料老人ホームへの改修にあたっては、ビル来客用エレベ

ーターにストレッチャーが入らないことやカラオケ店等

の他テナント来客動線と分けるため、荷捌き用エントラン

スを施設専用入口に改修し、荷捌きエレベーターをメイン

動線に活用している。 

 

【経緯】 

・医療法人甃友会は和歌山市内に診療所や介護老人保健施設などを開設しており、中心市街地も

高齢化が進むなか、街なかでの介護付き老人ホームの開設を検討していた。 

・一方、従前のビルはもともと１階にスーパーが入っていたが撤退し、その後１～２階が物販・

飲食店(ほとんどが空き室の状態)、３階カラオケ店、４～５階がボーリング場となっていた。

ボーリング場が転出し、まとまった面積の賃貸物件としてテナントを探していた。 

・2008 年に不動産屋の紹介で借りて福祉施設に改修し、翌年 2009 年 6 月に 50 室の居室を有する

介護付有料老人ホーム「BLISS ぶらくり」としてオープンした。 

・同時に、社会福祉法人ハッピーステーションが運営する障害児の児童デイサービス施設も１階

の路面店舗を改修して 2009 年 5 月に移転した。 

・その後 2011 年 7 月に、商店街に面するビル正面口の１階テナントがまとまって空室になってい

たところも借受けて、デイサービス施設と、介護用品ショップを併設した福祉相談窓口を開設

した。その際に商店街に面したビルエントランスも大幅に改修するなど、地域に開けた施設と

して運営している。 

・現在も、２階はテナントがなくフロアごと閉鎖している。 

 

1972 ビル建物竣工（１階はスーパーが入っていたが撤退） 

 ４～５階のボーリング場が移転 

2009.6 ４～５階を改修して介護付有料老人ホーム「BLISS ぶらくり」開設（50 室） 

１階路面店を改修し児童デイルームを同時に開設 

20011.7 １階ビル正面側にデイサービス施設、介護ショップ＆福祉相談窓口を開設 
 

和 歌 山 市

BLISS ぶらくり
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 18_BLISS ぶらくり  
■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇荷捌き出入口を改修して専用動線を確保、荷物用エレベータを活用 

・ビルのメインエレベーターはカゴが小さく、スト

レッチャーが乗らないため、荷捌き用エレベータ

を改修して施設のメイン動線とした。あわせてビ

ル荷捌き口を専用出入り口として改修し、３階カ

ラオケ店など他テナント来客動線と分離した専

用出入口を設置できた。合わせて、車いすスロー

プを設置したり、福祉送迎車の車庫スペースとし

ても活用している。 

〇有料老人ホームの街なか展開を進めていた 

・中心市街地の高齢化が進んでいることもあるが、現在は衰退してい

る「ぶらくり丁」も高齢者にとっては良き時代の思い出の場所であ

り、馴染みをもって入居してもらえる。施設の入居率はほぼ満室に

近い状態で稼働している。施設サービスの努力もあるが、立地によ

る人気も影響していると考えている。 

〇地域とのつきあい、地域へ開かれた施設運営へ 

・施設開設の際には、地元商店街からは反対の声があったと聞く。集

客施設ではなく、福祉施設が来ることで商店街がさらに寂れてしま

うという心配であった。しかし、開設後は施設の改修により通りが

明るくなったと評判は良い。 

・有料老人ホームのエントランスは商店街側でなく路地側にあるが、開

設後に１階のまとまった空き店舗をデイサービスや介護ショップと相

談窓口に改修した際に、商店街側のビルエントランスも新しく改修す

るなど、地域の人が気軽に寄ってもらえる開かれた施設にした。 

・施設運営の面でも、商店街の行事などにも若い職員が積極的に協力

しているほか、１階の入り口には「人力車」を置いて楽しい雰囲気

を演出している。施設入居者が出かける際に希望があれば、職員が

法被を着て人力車で商店街を移動している。 

・施設の行事に際しても、商店街側で高校生の演奏をしてもらったり、餅

つきをやったりと、積極的に商店街に開いた施設運営を心掛けている。 

〇複数の階に分かれた施設の運営を工夫で対応 

・４階と５階の入居者の館内移動は改修した広いエレベーターで行っている。サービスステーシ

ョンを各階に置き、それぞれに職員を配置するなど運営面で工夫をしている。また、４階を「４

丁目」、５階を「５丁目」と呼び、居室の名札も部屋番号ではなく名前表記にするなど、街なか

の自宅にいるような気持ちになってもらえるよう配慮している 

 
取材協力 BLISS ぶらくり 

出  典  

荷物用エレベーターを改

修して活用 

ビルの来客用

エレベータ 

荷捌き口をメインエント

ランスに改修し動線分離
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事例 19 

名称 山梨市役所  

住所 山梨市小原西 843-1 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 36,832 人（平成 22 年 国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

 工場・倉庫   公共施設(市役所)

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 セレスティカ・ジャパン山梨工場 山梨市役所 

建物用途 工場・倉庫 市役所本庁舎 

延床面積 
工場棟  ：約 15,200 ㎡ 

技術管理棟：約 5,900 ㎡ 

東棟（旧工場棟）  ：約 4,300 ㎡ 

西棟（旧技術管理棟）：約 5,900 ㎡ 

建物階数 工場棟：地上2階、技術管理棟：地上5階 東棟：地上 2階、西棟：地上 5階 

竣 工 年 
工場棟：昭和 45 年～49 年 

技術管理棟：平成元年 
平成 20 年 

建物所有者 セレスティカ・ジャパン㈱ 山梨市役所 

運営主体 セレスティカ・ジャパン㈱ 山梨市役所 

整備主体 セレスティカ・ジャパン㈱ 山梨市役所 

現在の 

施設概況 

 

コラボサロン（東館 2Ｆ）明るく開放感のある窓口部門（東館 1F） 

執務空間（西館 3Ｆ） 議場（東館 2Ｆ） 利用方法を検討中の南棟
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 19_山梨市役所  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・2004 に閉鎖された電子機器メーカーの工場を、市役所として再

生した事例。 

・東棟は 1970 年代前半に完成した工場棟の一部を活用。外壁を取り

払い、躯体を残して改修を実施。西棟は改修前も事務所として使わ

れていたため、間仕切り壁の変更や設備の更新等を行っただけでそ

のまま庁舎として活用している。敷地東側の施設群は取り壊し、約

200 台の駐車場を整備。切り離した工場の一部（現南棟）は、将

来計画用として敷地の南側に残したが、災害時の避難場所や仮

設住宅設置場所等の防災拠点としての機能も考え、隣接するグ

ラウンドを拡張するため取り壊しを予定している。 

・総事業費は約 24 億円（用地取得関係：約 8 億円、事業費（備品購入等も含む）：約 16 億円）。

財源は地方債の他に、合併に伴う補助金（3億円）や交付金等を活用。 

・旧市役所は施設が老朽化（1966 年完成）し、耐震改修が必要であるため、別の公共施設へ建て

替えを予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経緯】 

・2002 年に山梨日本電気の山梨工場をセレスティカ・ジャパン㈱が買収。電子部品等を製造して

いたが、2004 年 12 月に経営悪化等の理由により撤退。 

・2005 年 3 月に山梨市・牧丘町・三富村合併協議会において、セレスティカ・ジャパン㈱山梨サ

イト跡地の購入方針を決定。同月に約 8億円で購入取得。 

・2005 年 6 月に跡地活用に関する庁内検討委員会を設置。同年 12月には山梨市区長会をはじめと

する市関係者、学識経験者からなる市民懇話会を設置し活用計画を検討する。 

・2006 年 12 月に新庁舎実施設計者をプロポーザルで決定、実施設計業務に着手。 

・2007 年 6月、解体工事に着手。同年 11 月、新庁舎本体工事着手。 

・2008 年 9月、新庁舎本体工事完了。同年 11 月、新庁舎開庁。 

2004.12 セレスティカ・ジャパン㈱山梨サイトの閉鎖 

2005.3 
山梨市・牧丘町・三富村合併協議会においてセレスティカ・ジャパン㈱山梨サイ

ト跡地の購入方針を決定、購入取得 

2005.6 跡地活用に関する庁内検討委員会を設置 

2005.12 跡地活用を考える市民懇話会を設置 

2006.12 新庁舎実施設計者をプロポーザルで決定、実施設計業務に着手 

2007.6 解体工事着手 

2007.11 新庁舎本体工事着手 

2008.9 新庁舎本体工事完了 

2008.11 新庁舎開庁 
 

改修前配置図 リノベーション後配置図

山梨市駅 

山梨市役所 

旧市役所 
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 19_山梨市役所  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇アウトフレーム方式による耐震補強 

・もともと電子部品等の製造工場だったため、採光・通風性が悪かった。また、この建物は 1970

年に建築（一部は 1972 年に増築）された建物であり、耐力壁も部分的に耐震改修等が行わられ

ている程度であったため、剛性バランスが適当ではない状態であった。 

・一般的に耐震補強の方法は、対角線上に補強材を増設したり、耐震壁の増設などによる建物耐力

の増強が考えられる。本計画では、不明解な耐震壁による耐力確保をやめ、壁を全て撤去し、柱

と梁からなる純ラーメン架構とすることで、開放的でフレキシブルな執務空間の実現など内部環

境の充実を図りつつ、外側に補強フレームを配置したアウトフレーム方式で耐力を確保している。

・また、このアウトフレームは既存建物や基礎を傷めず、地震時の引き抜きを防ぐために既存建

物から約 2.5ｍ離して外周に設置している。さらにせん断力をアウトフレームへ効率的に伝達さ

せるため、既存建物との間にスラブ（床版）を新設している。このスラブは、通常時は庇・室

外機置場としても利用している。 

・この方法が可能となった主な要因としては、既存建物の屋根が非常に軽量で、ラーメン架構で

の耐力確保に適していたことや、既存鉄骨の状態が、さびがほとんどなく、劣化が少ない良好

な状態であったことなどがあげられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇トップライトとアトリウムを一体的に設けることで 

環境への配慮と明るい空間を実現 

 ・もともと工場であったため、窓が少なく採光や通風性が悪かっ

たが、改修にあわせてトップライトとアトリウム（スラブ床の

撤去）を一体的に整備することで、自然採光による照明負荷の

低減や自然換気といった環境への配慮と、市民が快適に利用で

きるよう明るく開放感がある窓口部門にふさわしい空間を実現

している。 

 
取材協力 山梨市役所 

出  典 建築リノベーション 事例と実務（日経 BP 社）、山梨市役所／受領資料 

アウトフレーム方式による耐震補強のイメージ 

アウトフレー

ム方式による

耐震補強 

新設したスラ

ブ（床版）部

分は通常時は

庇や室外機置

場、通路とし

て利用 

（床版） （床版） 
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事例 20 

名称 ホテルカンラ京都  

住所 京都市下京区烏丸通六条下ル北町 185 

立地 
□三大都市圏内 

の都市 
□政令指定都市
県庁所在都市

□その他 
 の都市 

人口 1,474,015 人（平成 22 年 国勢調査） 

建物 
用途 

改 修 前 改 修 後 

 教育施設・校舎別棟   ホテル 

※立地で分類している政令指定都市は三大都市圏内の都市を除く 

■施設概要 

 改 修 前 リノベーション後 

建物名称 代々木ゼミナール京都校 ホテルカンラ京都 

建物用途 教育施設・校舎別棟 ホテル 

延床面積 3,091 ㎡ 3,091 ㎡ 

建物階数 地上 5階、地下 1階 地上 5階、地下 1階 

竣 工 年 平成元年 平成 22 年 

建物所有者 代々木ゼミナールグループ 代々木ゼミナールグループ 

運営主体 代々木ゼミナールグループ (株)都市デザインシステム※ 

整備主体 代々木ゼミナールグループ (株)都市デザインシステム 

現在の 

施設概況 

 

※(株)都市デザインシステムは平成 24 年 4 月より「UDS 株式会社」へ社名変更予定

1F ロビー 

多目的に活用するファン

クションルーム 
客室 地下１階を改修した客室

１Ｆレストラン 
客室 
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 20_ホテルカンラ京都  

■リノベーションの概要・経緯 

【概要】 

・予備校の校舎として利用していた建物をリニ

ューアルしてホテルとして活用している事

例。 

・予備校を経営する代々木ゼミナールグループが、

余剰化した校舎を活用するに際して、建物のコ

ンバージョンによる価値向上に実績のある(株)

都市デザインシステムを起用し、京都という立

地条件を生かした「デザインホテル」として再

生した。 

・竣工後の建物は (株)都市デザインシステムが

賃借し、ホテル運営を行っている。 

 

【経緯】 

・1989 年に代々木ゼミナールグループが経営する代々木ゼミナール京都校の一部として開設。 

・2009 年、代々木ゼミナールグループは延べ面積 1700 坪と 900 坪の 2 棟からなる京都校を 1700

坪の建物一棟へと集約することを計画。900 坪の建物は空調設備の改修を契機に別の用途で再生

することを決定。 

・2010 年 3月、約 8ヶ月の企画・設計期間を経て、コンバージョン工事に着工。 

・2010 年 10 月、ホテルカンラ京都、開業。 

 

1989 代々木ゼミナールグループが代々木ゼミナール京都校の一部として開設 

2009 京都校の 2棟の建物を 1棟に集約して残りを別用途で再生することを決定 

2009.3 予備校としての利用を停止 

2010.3 リニューアル工事着手 

2010.8 リニューアル工事完了 

2010.10 ホテルカンラ京都開業 
 

京都駅 

五条 

五条

七条 
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 20_ホテルカンラ京都  

■リノベーションで工夫されている点や苦労した点 

〇柔軟な発想力により新しいホテル像を構築 

・検討段階では事務所への用途転換も想定されたが、リーマンショック後の経済状況と立地条件

を考慮するとオフィス需要には限界があると考え、観光都市・京都という特徴を踏まえて宿泊

施設としてのリニューアルが着想された。 

・その際、課題となったのが平面計画である。なるべ

くコストをかけないようにするため、構造体には手

を入れず、新たな開口部の設置を 小限に抑えるこ

とや、階段・エレベーターなどをそのまま生かすこ

とを方針に検討していたが、その前提では、通常の

ビジネスタイプのホテル（1部屋当たり15㎡程度）

としてはうまくレイアウトできない。そこで思い切

って一部屋 50 ㎡程度と大きくし、間口がせまくて

奥行の長い、京都の町屋のような部屋割りが提案さ

れた。 

・内装面でも工夫されている。客室には寝室にもリビングにも可変

可能な畳の間が配置され、2名など少人数ではゆったりと、5名ま

での利用も可能なレイアウトとなっていることから、観光で京都

を訪れる多様なグループ客に対応できるようにした。このような

工夫により、部屋数は 29室でありながら 120名程度まで収容可能

で、修学旅行なども受け入れ可能な施設となっている。 

〇学びの要素を取り入れた「エデュテイメント」ホテル 

・コンバージョンを手掛けた(株)都市デザインシステムは、コクヨ(株)のグループ企業であり、

ホテルカンラ京都は、教育事業に携わる代々木ゼミナールグループとコクヨグループの事業ら

しく、教育・環境・文化などの分野で社会貢献性の高いものづくりを目指す「エデュテインメ

ント」をキーワードとしたホテルであることをコンセプトとしている。 

・例えば、修学旅行生が滞在中に京都の木を使って「Ｍｙ箸」を作ったり、京都の浅漬けを作った

りする体験プログラムを提供するなど、宿泊しながら、京都の文化や歴史を体験したり学んだり

することができるプログラムの提供を行うなど、特色あるホテル運営を行っている。 

〇適切な事業パートナーとの連携による不動産事業の安定化 

・ホテルは、コンバージョンの企画、コーディネート、設計を担当した(株)都市デザインシステ

ムが経営・運営を行っている。同社は、オフィスをホテルへと転用した他の物件でも運営の実

績があり、ホテルカンラ京都の運営に携わることで収益を上げることを考えている。他方、建

物所有者である代々木ゼミナールグループは、リニューアルとテナント運営が一体となった計

画の提案を受けることにより安定した不動産活用が可能となり、両者にとってメリットのある、

事業パートナーとしての関係を構築している。 

 

 
取材協力 (株)都市デザインシステム 

出  典 日経アーキテクチャー（日経 BP 社） 
 

宿泊客数により可変な畳の間

改修前 改修後 

客室レイアウト例 
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４．空きビル活用及びリニューアル事例の成功要因の分析・整理 
 

４．１ 事例からみた成功要因の分析・整理 

 

成功事例を踏まえて、空きビル活用やリニューアルにおける成功要因やポイントを整理する。 

 

１）適切な用途の設定 

①立地特性に適合した用途の選択 

・立地特性に適合した用途は、時代により大きく変化している。また、地域特性によっても

立地に適した用途が同じとは限らない。従前の用途やテナントと同様なものを無分別に求

めたり、今、他で成功しているから同じ用途に転換しようという安易な発想ではなく、全

く新しい視点を含めて、その場所のニーズを踏まえた用途の設定を検討する考え方が重要

である。 

・悠風園（栃木県佐野市）の例では、撤退した衣料品デパートの跡地に対して、店舗等の進

出を想定して土地、建物の売却を検討していたが、入札にかけても応札者が出なかった。

他方では地元医師が介護サービス付住宅を整備するための物件を中心市街地に限定して探

しており、 終的に物件を購入してサービス付住宅が整備されている。 

②建物の特性を生かした意外な視点での活用 

・成功事例の中には、意外な視点で建物の特性を生かしている例が見られる。供給者側、開

発側の固定化した観点を排除し、建物活用に柔軟な視点をもつことが大切である。 

・スマートコミュニティ稲毛（千葉県千葉市）の例では、ショッピングセンターであった建

物一階の広い平面を生かして、移動しやすくコミュニケーションもとりやすい分譲住宅の

クラブハウスとしての活用が行われている。また、クッキープラザ（埼玉県久喜市）の例

では、ショッピングセンターであった建物の大きな平面を生かして、地元企業の本社が立

地している例が見受けられる。 

③用途の組み合わせによる集客効果の発揮 

・商業施設と他用途を工夫して組み合わせることにより、商業施設に対する集客効果を高め

ることが期待できる場合がある。 

・マルヤガーデンズ（鹿児島県鹿児島市）の例では、百貨店の一部にコミュニティスペース

を設置することにより百貨店とは目的の異なる客を呼び寄せることに成功したり、イルフ

プラザ（長野県長野市）やくるめりあ六ツ門（福岡県久留米市）の例では、スーパーの上

層階に子育て支援施設や生涯学習施設を設置することにより、施設利用者が買い物に立ち

寄る「シャワー効果」が見られている。 
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２）事業の手法や進め方における工夫 

①賃貸方法の工夫による需要の掘り起し 

・賃貸方法を工夫することにより、ユーザーのニーズに的確に対応したり、新たな需要の掘

り起こしを行うことも有効である。 

・クッキープラザ（埼玉県久喜市）の例では、借り手を決めてからそれにあわせた内装を行

うのではなく、あらかじめ数タイプのオフィス区画を準備することにより、ユーザーが入

居を希望してから速やかに入居できる工夫を行っている。また、Nagoya I.D. Lab１（愛知

県名古屋市）の例では、ベンチャー企業の市場のニーズを調査し、それを踏まえて多様な

区画設定を行うなどの工夫を行ことによって、新しい顧客の需要を掘り起こしている。 

②区分所有者や債権者の同意を得る地道な努力 

・破たんした大規模商業施設には、多数の区分所有者がいて話がまとまらない例やビル運営

会社が破たんしてその後の債権処理が滞っている例も多い。プロジェクト前に進めるため

には、区分所有者や債権者の同意を得るための地道な努力が必要とされる。 

・フォルテワジマ（和歌山県和歌山市）やこらっせ新庄（山形県新庄市）、くるめりあ六ツ門

（福岡県久留米市）の例では、行政機関や地元金融機関の協力も得ながら、時間をかけて

ねばり強く地権者との交渉や債権者との交渉にあたることにより、権利関係の整理や債権

整理を実現している。 

③管理の工夫によるコストの削減 

・空きビルの再生やリニューアルは、いずれも厳しい事業条件の中で、様々なコスト削減な

どの工夫を行うことによって事業を継続している例が多く、建物管理の工夫によりコスト

を削減する努力も重要な要素となる。 

・こらっせ新庄（山形県新庄市）の例では、地元の要望により再開したスポーツクラブの運

営を委託せず、ビルを再生した事業者自らが専門のクラブから運営ノウハウを学び、運営

を手掛けることにより、コスト削減に取り組んでいる。 

 

３）建物改修やハード面での工夫 

①用途の転換に際しての建物改修、建物利用のちょっとした工夫 

・用途の転換に際して、建物改修や建物利用のちょっとした工夫を行うことにより、可能な

かぎり改修の規模を抑え、コストを抑制する努力が必要である。 

・あすか小諸（長野県小諸市）、悠楓園（栃木県佐野市）の例では、商業施設を福祉施設や介

護付きマンションなどに改修する際、躯体を生かして壁面の一部を取り壊して採光を確保

したりする工夫が見られる。 
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②適切なダウンサイジング 

・再生にあたって建物の不要な部分を適切に撤去・解体することにより、建物の維持管理に

かかるコストや固定資産税を軽減し、不動産経営におけるランニングコストの抑制を図る

ことも有効な手法である。 

・セントポルタビル（大分県大分市）の例では８階建の商業施設を２階建てにまで減築する

ことにより、建物にかかるランニングコストの大幅な削減に成功している。 

③無駄なスペースや機能の整理 

・従前の用途の特性や増築の繰り返しなどから生じたスペースや設備、機能を再生の段階で

整理し、無駄を省くことによってコストの削減やスペースの有効活用を図ることも重要で

ある。 

・マルヤガーデンズ（鹿児島県鹿児島市）の例では、増築の繰り返しにより増加してしまっ

た階段を、再生の際に避難階段としての安全性を確保しつつ整理し、スペースを有効に活

用している。 

④空調などによるランニングコスト低減等の工夫 

・従前が大型の商業施設等であった場合に部分的な空調には無駄が大きかったり、設備が古

く、ランニングコストの負担が大きかったりするケースがしばしばあり、再生にあわせて

空調設備に工夫を加えることにより、ビル経営の効率性を高めることができる場合も多い。 

・事例では、ボイラーから電気へと交換し、需要の規模に合わせた空調方式を採用すること

によって効率性を高めるなど、様々なランニングコスト低減への工夫が行われている。 

⑤設備の老朽化を防ぐためのメンテナンス 

・ビルが遊休化し、使用されなくなると、エレベーターや空調などの設備機器は、想像より

も早く劣化し、再利用には大きなコストがかかる。建物の一部でも利用し続けると、設備

の劣化を遅らせることができるため、留意が必要である。 

・こらっせ新庄（山形県新庄市）の例では、ビル閉鎖の一定期間、一部の階を新庄市が子育

て支援施設として活用していたことがエレベーターのメンテナンスにつながり、設備の劣

化が軽減される結果となっている。 

⑥手続きの簡素化によるスケジュールの短縮化 

・リニューアルの際には、改修を行う程度や範囲、内容によって建築確認申請の要不要が異

なっていることから、確認申請が不要と判断されれば、事業スケジュールの短縮化にもつ

ながり、事業者のキャッシュフロー上の負担も軽減される。 

・セントポルタビル（大分県大分市）の例では、減築による規模縮小により、大幅な改修を

しなくても耐震性が確保されたり、消防法上の条件が適用外になるなど、手続きが簡素に

なり、結果としてスピーディな事業化につながっている。 
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４）リニューアルプロジェクトの体制づくり 

①推進力のある事業者の参画 

・プロジェクトの推進においては、どのような主体が中心となって事業を進めていくかが重

要である。必ずしも不動産事業者のような専門業種の企業だけがふさわしいわけではなく、

むしろ地域の信頼が厚いことや、地域に幅広い人脈を有すること、しっかりといった経営

感覚を有することなどが重要となる。 

・こらっせ新庄（山形県新庄市）の例では、(有)アドバンビルという地域で長く呉服店を営

む会社（株式会社宮城）のグループ企業が活躍し、地権者の信頼を得て事業を成功させて

いる。 

②プロジェクト・キーマンの先見性と信念、熱意 

・成功事例の中には、プロジェクトのキーマンが卓抜した先見性と信念、粘り強い熱意によ

って、当時の常識では困難と考えられた状況を打開してきたものもある。 

・悠楓園（栃木県佐野市）の例では、高齢者介護の現場に強い危機感をもつ医師が、当時は

存在しなかった「介護サービス付住宅」を構想し、強い信念をもってプロジェクトを遂行

し、実現に至っている。 

③地域の関係主体が連携できる体制づくり 

・空きビルをリニューアルするプロジェクトを円滑に進めるためには、民間事業者と自治体、

地域経済界や金融機関などが実現の必要性に関して意識を共有し、連携・協力しながら推

進できる体制づくりを行うことが重要である。 

・フォルテワジマ（和歌山県和歌山市）の例では、市、県、まちづくり会社、学識経験者、

事業者、知事会、公共交通機関、金融機関などによって構成された和歌山市中心市街地活

性化協議会の活発な会合を通じて、地域の総意として再生プロジェクトが意思決定された

ことや、信託銀行や管理委託業者との協働体制を組んで個別地権者の説得にあたったこと

などにより実現が可能となっている。 
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