
2018年 5月 24日 

M18HB001 粟田美樹 

 

全学共通「人間と居住環境」連続講義 

第 1 回「不動産業からみた地域再生」小山隆輝氏 授業レポート 

 

・気づいたこと 

「良き商い」のお話が印象的でした。例えば長屋の空き家の活用法を考えるとき、若者はそういった古き良き純和風な

空間でお茶をするのが好きだろう、と私は真っ先にカフェを連想します。しかしそのような場所は部外者にとって魅力

的かも知れませんが、独りよがりに盛り上がれば住民や街にとって負の存在になります。やはりどんな時も地域を第一

に考えるべきであり、そうして出来た場所は景観を引き継ぎながら住民の拠り所となり地域に根付きます。卒業設計で

集落をデザインした際に「地域が良ければ、自然と観光客もやって来る」といったようなアドバイスを頂いたことを思

い出しました。しかしそういった商いが増加しすぎても賃料が高くなり、本来その地に相応しいスモールビジネスが出

店できなくなります。やはりその街を良くするために、商いは 1 つの拠点として土地柄を読み取るだけでなく、もっと

広い視野を持ち全体のバランスを考え地域をデザインすることが重要なのだと気づきました。（415 字） 

 

・取り組むべきこと 

現在、活用方法を検討している山之内 4 丁目長屋の話にもつながりますが、やはり空き家活用に関しては綿密な地域リ

サーチが重要と考えます。私たちが何を作りたいか、ではなく地域が何を必要としているかをしっかり見据えるため、

今あるコンテンツの整理・ヒアリング調査などをしていき、新たなコンテンツは地域でどういった位置づけになるか・

地域にどのような影響をもたらすかまで考える必要があります。さらに築年数の長い歴史ある長屋だからこそ時間軸に

も着目して将来的な展望はどうか、長屋でやる意味は何か、までしっかり想定できればより地域に根付いた場に近づく

のではないかと思いました。また、「buy local」に関してまだ十分に知らない私たちが今できることは、そういった地産

地消を目指す地域密着型のマルシェへまずは実際に足を運んでみることだと思います。昭和町、東天下茶屋の the market、

堺のスピニングミルなど、特に大阪はそういったマルシェが充実している印象があるので積極的に参加し現場の空気を

感じることは良い経験になると考えます。（451 字） 

 

・感想 

今まで、地域に密着した不動産業を営まれている方のお話

を伺ったことがなく、新鮮でした。不動産業についても漠

然と住宅を売買する際に仲介する役割というイメージを

持っていました。しかし小山さんのお話を伺うと、住宅の

みならず事業も含めて「物件と人」のマッチングを行いな

がら地域がどうすれば良くなるか住み心地・景観など広い

視野で捉え、相談されてから受け渡しまでではなくその先

まで長い時間軸で考えていらっしゃる地域のスペシャリ

ストなのだと分かりました。 



居住福祉計画特論レポート 

M18HB002 

池田裕美子 

●講義で気づいたこと 

私は出身が兵庫県出身なので、大阪の長屋の事情をよく知らなかったのだが、大阪とい

う大都市でありながらも空襲で焼けずに残った地域がたくさんあり、長屋が今も残ってい

ることに驚いた。 

バイローカルというマーケットを年 1 で開催しているということだったが、年 3 回など

に増やすともう少し認知度も上がるのではないかと思った。この企画を聞いてとても面白

いと思ったが、いざ行こうと思っても都合が悪かったり、もう終わってしまっていたりす

ると次の開催まで 1年も待たなければならないのは非常に残念だと思う。 

それぞれの専門家がそれぞれの専門に責任を持ってプロジェクトに取り組むというのは

非常に心強く、手がける分野の幅も広がり将来性のある企画だなと感じた。現在は若者の

情報収入源は、インターネットサイトよりも SNSからの発信の方が多くを占めているので

はないかと考えるので、もっと SNSなどで面白い企画やイベントを発信していくと、さら

に認知され集客力も上がり、資金源が増えていくのではないかと思う。 

 

●これから取り組むべきこと 

空き家問題を解決することだと思う。世間からの関心も高まっているので、若い人、高

齢者が入りたくなるようなリノベーションを考えるべきだと思う。日本は新しくマンショ

ンをたくさん立てているが、一方で住まい手のいなくなった住宅が空き家となって増えて

いるため、その問題解決が急務だと考える。新しくマンションを建てる費用より、リノベ

ーションをする方が安く抑えられるため、家賃そのものを低くすることができ、学生や 20

代の社会人が借りやすい。また、リノベーションをバリアフリーに重点化して行うことで、

高齢者向け住宅として再生することができ、需要がさらに生まれると思う。 

大学生の視点からすると、できるだけ安く、綺麗なマンションに住みたいという人が多い

ので、リノベーションは効果的な方法だと思う。 

 

●感想 

不動産業が住宅が売れないと 2000万平気で価格を下げたりするというのを聞いて、とて

ももったいないと思った。やり方次第で本当にもっと利益をあげることができる分野だと

思う。家を探していると、実際に現地に赴かないと詳細なことがわからないというのが常

であるが、住んでいる人にインタビューをして生の声を載せることは非常に効果的な手法

であると感じた。 



「人間と環境」 

「不動産からみた地域再生」について小山隆輝氏による講演を聞いて 

平成 30年 5月 25日 

生活科学研究科 修士 1回 

M18HB003   太田 有美 

(1) 講義できづいたこと 

 昭和町の地域再生について、不動産の視点から活動されている実態を知り、これからの

地域再生の新たな可能性を感じた。地元の商店街は、シャッターを下ろした店舗が数多く

あり、利用する人もあまりいない現状である。原因として考えられることは、地元民が地

域再生に積極的でないこと、建物が老朽化しているが所有者が改修工事を行わないため景

観が悪化していること、新しく外部の人を呼び、商業を始める動きが少ないことが挙げら

れる。今回の講義から、地域に負荷がかからないようなスロービジネスを進めていくこと

が重要だと気付いた。 

 また、小山氏が「勝手に誰かが何かをしている空間」を創ることが重要だと述べてい

た。この言葉通り、そのような空間が実現すれば、高齢者など孤立しがちな立場の人に対

しても、人生に悩んでいる若者に対しても、どんな人でも拒むことなく受け入れることが

できる空間を創り出すことがでるだろう。そして、そのためにも住民みんなが町衆とな

り、地域社会に関わっていくことが地域再生につながると考えられる。 

 

(2)これから取り組むべきこと 

長屋など昔からの建築物の保存と活用について。古いものを排除し、新しいものを進んで

取り込んでいく社会の傾向を、新しいものと古いものを上手く組み合わせていく考え方に

変えていく必要がある。そのためにも、個人主義が目立つ現代人が、町衆として地域と社

会に関わっていかなくてはならない。 

それは、住民だけでなくあらゆる専門家も当てはまる。現在、増え続けている空き家に対

して、福祉転用や商業施設の誘致が考えられる。また相当な老朽化が進んだ建物について

は、資金援助などにのり取り壊すか、改修工事を行うなど、進めていく必要がある。しか

し、そのためには、地域について深く知っていなくてはいけないし、無理な観光地化では

なくスローペースで進んでいく考え方をもたなくてはならない。 

私は、地域再生にはハード面とソフト面の両方の推進が重要であると考える。建築や不動

産に携わる人が地域住民と共にハード面を創造する。また、住民も実際に生活している現

状を専門家や外部の人に発信することでソフト面に対する活動を推進する。専門家も住民

も、それぞれが町衆として自分のこととして考え、取り組んでいくことが地域資産を高め

るときっかけになると考える。 

 

(2) 感想 



地域が衰退していくことを、行政や現代社会を原因にして回避している人びとはいる。

それは、地域再生を取り組むにしても、始め方がわからいことも原因のひとつであろう。

昭和町が実践している Buy-Localという仕組みは、消費者の視点で考えられていること、

さらに、住民が地域の魅力を再発見できる可能性に満ちたものだと考えられる。一つの地

域を深く掘っていけば、眠っている魅力を再発見でき、地域再生のきっかけになるに違い

ない。今回の取り組みを、行政の視点からではなく不動産の視点から行われていることに

感銘を受けた。わたしも、このような活動に積極的に取り組んでいきたい。 



2018/5/18 居住福祉計画特論  

ｍ18ｈｂ004 熊本崇人 

 

「不動産業からみた地域再生」 小山隆輝 

（1） 講義で気づいたこと 

 

講義を聞く中で、現在の長屋改修の活用方法が多様化し、長屋は魅力的な建築として活用され始めている

ということを改めて気づくことができた。 

その転用方法として、街に必要となる良い商いを持った長屋に転用していく。 

この転用方法は、住人の暮らしの不便さからできていたコミュニティの再構成になっているように思いま

した。例えば、昔であれば水道がないため、共有の井戸を利用しながら暮らしていた。そこには、必ず外

に出なくてはならないのと、住人のコミュニティが生まれていた。このような、住人たちにとって、少し

不便ながらも、それを補う暮らし方は必要だと私は考えています。よい商いの場として長屋を改修してい

くことによって、いくつかの拠点ができ、コミュニティの発展や街の魅力へとつながっていくことは素晴

らしいと感じました。また、住人目線と専門家目線の二つの目線から、まちづくりに関われる不動産会社

で働いている小林さんだからこそできるまちづくりは素晴らしいと感じました。 

 

（2） これから取り組むべきこと 

長屋が改修され、街が良くなっている一方で、地域住民の方は長屋という建築の魅力に気づい

ていないことが分かりました。それは、街に対しての関心がなくなったからだと考えます。 

この状況を改善するために、まずは町の良さを住人や周囲の人に知ってもらうための活動や改

修方法が重要になってくると考えます。 

住人に長屋を知ってもらうには、やはり、実際に使ってもらうことが早いと考えます。 

そのために住人に必要な機能を持った長屋を増やしていく。長屋を改修するにあたって、よい

商いに改修しながら、いくつかのルールや共通のデザインを持った長屋に改修することが重要

だと考えます。そうすることで住人が頻繁に使う場となり、長屋の存在や良さに気づいてもら

えると考えます。また、街並みを統一することができ、きれいな街並みを保つことができると

考えます。こういった住人の興味から住人主体のまちづくりの活動のきっかけにすることも重

要だと考えます。 

 

（3） 感想 

不動産会社の方がまちづくりに関わっているのは、本当に珍しく、勉強になりました。 

その中で、実際に長屋のまちを改修するにあたっての問題点や今後行わなければならない

課題を見つけることができました。授業で発見した問題点や気づきを頭に入れながら、次

回の講義の内容につなげていき、新たな発見をしていきたいです。また、その学んだこと

を今後の授業課題に活かしていけるよう頑張っていきたいです。 



居住福祉計画学特論 2018.05.19.(金) 

M18HB005 近藤 玲 

全学共通「人間と居住環境」連続講義〜エイジング・イン・プレイスと福祉転用」 

(1)「宅建業からみた地域再生	 既存建物の活用と Buy Local活動について」小山隆輝さん(丸順不動産 代表取締役) 

[1]講義で気付いたこと 

	 	 まず、私はこの講義を聞くまで昭和町での Buy local活動を知りませんでした。毎日電車で通り、近くの大学に通ってい 

	 るにも関わらず知らなかったことで、私自身の地域コミュニティへの参加の薄さを実感しました。地域コミュニティやまち 

	 の活性化を考えるにあたって、外部からの力や援助によって発展させようとしがちですがまちの中の力を最大限に活かす工 

	 夫と少しの助けが、これからの地域コミュニティの発展には有効であると思いました。また、それは活動者と地域住民の信 

	 頼関係の上に成り立つもので、制度や法ではなく「人の思い」の力が大きいように感じました。 

	 	 しかし、昭和町には”上質な下町”に成り得たるポテンシャルが存在していたから成功しているのではないかとも思いま 

	 す。現代では、日常の中で自分の住む地域で過ごす時間がとても少ないです。私も学校と家の往復ばかりで家には寝に帰っ 

	 ているような状況です。活動場所(学校や仕事場)が家と離れてしまっているため、地域への関心も薄く、愛着も少ないと思 

	 います。近頃、職住一体の生活が見直されつつありますが、Buy Local活動と併用することで住民が地域に根付く街が出来 

	 るのではないかと思いました。 

[2]これから取り組むべきこと 

	 	 私自身がもっと地域に出て行こうと思います。電車や車を使うと速くて便利ですが、たまにはゆっくり街を歩いて寄り道 

	 してみたり、お話したりしたいです。 

	 	 人口減少にともなって、これからどんどん空き家が増えると思います。そんな現状の中、大きなマンションがあちこちに 

	 建っています。私の地元でも最近、街のシンボルであった竹林が切り開かれて大きなマンションが建ちました。マンション 

	 等の集合住宅は住戸が積層されていくので、建築面積あたりの住戸数が多いです。なぜ、人口が減少し空き家が増加してい 

	 る中で集合住宅を建てるのか疑問でしたが、戸建てに比べると立地やコストが良いので需要があるのかなと思っていまし 

	 た。しかし、今回の講義でこれから不動産は安くなっていくというのを聞いて、コスト面の問題がなくなり、職住一体によ 

	 って立地の問題も解消され、次はマンションがどんどん余っていくのだと思いました。空きマンションの利用や人口の分散 

	 について考える必要があるように思いました。 

[3]感想 

	 	 不動産の立場からのお話を聞くことができて、新たな発見が多くありました。今年の Buy localにはぜひ行ってみたいと 

	 思いましたし、昭和町まち歩きもしたいなと思いました。古いものの価値や良さに惹かれながらも、新しいテクノロジーや 

	 技術にも関心があるという複雑な世の中だと感じていますが、Buy Localの考えは上手く両立していくための一つの要素に 

	 なるのではないかと可能性を感じました。今回は、貴重なお話を聞かせて頂き本当にありがとうございました。 



居住福祉計画特論 2018  2018.05.18 

小山隆輝さん(丸順不動産 代表取締役)による講義を受けて 

 

大阪市立大学生活科学研究科 

修士 1 年 後藤佑理子 

 

講義で気づいたこと 

 大正時代末から昭和初期にかけて拓かれた昭和町。天王寺から JR 阪和線で 2 駅と、利便性がよいこ

のまちは、空襲で焼けなかったエリアで長屋も多く残っていることを初めて知った。 

古き良き建物は歴史的価値があるだけではなく、その地域に馴染み、まちの景観を守っている。小山

氏は昭和町に残る長屋に着目し、その資産価値をあげるべく、“まちの不動産屋さん”という立場で長

屋改修を手掛けている。この活動は一見、地域の活性化を目的とした地域おこしのそれに見受けられる

が小山氏の見解は少し違った。小山氏は街の魅力を外に向けて発信するのではなく、まちの魅力をまち

(なか)の人が再発見し、自分たちが誇れるまちを目指している。 

「シビックプライド（Civic Pride）」という概念がある。日本語の「郷土愛」といった言葉と似てい

るが、単に地域に対する愛着を示すだけではないところが違う。「シビック（市民の／都市の）」には権

利と義務を持って活動する主体としての市民性という意味がある。自分自身が関わって地域を良くして

いこうとする、ある種の当事者意識に基づく自負心、それがシビックプライドということだ。そして小

山氏はまさにシビックプライドを体現している。私はこのことに大変感心した。なぜなら、この概念が

広く認知されるようになった先駆けは 19 世紀のイギリスで、現代日本ではまだあまり浸透していない

にもかかわらず、小山氏は自然とこの概念を実現していたからだ。そしてシビックプライドのある人は

まちづくりの資源になると私は考える。 

 

これからの取り組むべきこと 

 昭和町には歴史があり、長屋のような古き良き地域資産も点在している。一方で資産郊外型の住宅地

は歴史的蓄積に乏しく、分かりやすい地域資源が見出しにくいことも多い。しかし、物質的資産だけが

地域資源になり得ることはなく、“人”が資源であるということを再認識することが必要だと考える。 

 シビックプライドは住民や地域団体が自ずと持つもので、それ自体をデザインすることはできないが、

シビックプライドを盛り立てることにつながる、まちと住民の接点、すなわちコミュニケーションポイ

ントはデザイン可能だ。住民同士の継続的な交流や地域アイデンティティの認識を促すものがあれば、

シビックプライドはより育ちやすくなる。今後はこの“住民同士の継続的な交流や地域アイデンティテ

ィの認識を促すもの”があらゆる地域で必要となってくるであろう。それが SNS なのか、行政的はた

らきなのか、はたまた建築的行為なのかはその時のケースによって変わるだろうし、その都度模索しな

くてはならない。 

 

感想 

 昭和町は小山氏のはたらきによって救われていると思う。もちろん、小山氏のみならず地域の人の努

力もあるだろう。しかし、地域住人の意識を変えるきっかけをつくることは大変重要かつ容易なことで

はない。人口減少、コミュニケーション能力の低下などが訴えられている今日の日本において小山氏の

活動や人材は必要不可欠であると思う。 

 



居住福祉計画特論 2018  2018.05.19講義 

M18HB007 阪口由佳 

「全学共通「人間と居住環境」連続講義〜エイジング・イン・プレイスと福祉転用」 

 (1)「宅建業からみた地域再生 既存建物の活用と Buy Local 活動について」 

小山隆輝氏(丸順不動産 代表取締役) 

 

1． 講義を受けて気づいたこと 

地域再生と聞くと、いつもなにか新たに瞬発的な盛り上げ、そういったイベントなどをイメー

ジしていました。小山さんのお話を伺い、深く感銘を受けたのは「ゆっくり、ゆるやかに」の言

葉でした。何か大それた観光地を盛り上げる、活気を取り戻すといったこととは違い、いわば全

国各地にある住宅街を見つめ直し、活性化させると言うことの本質はきっとそこなのだろうと

感じました。 

また、それは地域のキーパーソンの有無により大きく変わるのだろうとも感じました。昭和町

では、小山さんのように地域と人、街のポテンシャルと人の個性などをうまく結び付けられるキ

ーパーソンが存在することにより、まちの再生がスムーズに進んでいるのではないでしょうか。

もちろんそこに buy local は大きな役割を果たしているように思います。地域内の結びつきを強

めるだけでなく、外からの人を引き込むなど、活気や興味をまちに惹きつける鍵として成立して

いることが講演をお聞きして理解しました。まちのマルシェは気軽に参加できる分、様々な視点

を持った人を引きこみ、商売という方法を通じて多数の人と交流し、接点を持つとても良い場だ

と再認識しました。 

 

2． これからすべきこと 

今の私自身に出来ることはまず地域の現状やまちを知ることであると思います。知り、そして

どういった助けを求められているのか、何が不足しているのか、ということをまず見極めどう改

善していくかを予測すべきだと思います。私の住む奈良県は過疎地域と密集地域の差がありま

す。過疎地域をどうにかすることはもちろんですが、今後そういった地域になりかねない地域も

数多く存在しています。地域情報誌の発信などに目を向けることも解決になるように感じます

が、それだけでは現状ままならないのではないでしょうか。田舎暮らしやグランピングなど最近

はやりのアウトドアと地域の連携をとれるイベントを利用するなど、そこで暮らす人々と会話

し、その地域特有のコミュニティを築き、ゆるやかに変化をさせていくべきはないでしょうか。 

また、市街地に感じるまちでは既存のコミュニティを大いに活用することが大切ではないで

しょうか。廃品回収などただ地域のごみをゴミ捨て場で集めるのではなく、ごみステーションと

いった誰もがかかわる場所をコミュニティの拠点にするなども有効ではないでしょうか。そこ

が buy localのような役割を持つと、地域からも外からも目を向けられるようになると思います。

まとまった一か所ではなく、小さな地域の拠点へと点在することにより、ゆっくりではあります

が小さな効果が積み重なり、個性あふれる地域づくりが可能になると考えます。 

 

3． 感想 



居住福祉計画特論 2018  2018.05.19講義 

M18HB007 阪口由佳 

まちづくりに対し、局地的に盛り上げると言うことでなく、地域競争から将来人に選んでもら

える、住みたいと思われる街を作るということは、じわじわとした人の繋がりをつくることであ

ったり、その地域での息遣いや雰囲気を大事に、汎用性を持ちながらも個性を受け入れ、かつ個

性を創出することだったり、まちにどのような影響を総括的に与えるか考えることが大切なの

だと思います。実際に街でご活躍する小山さんのお話を聞き、非常に興味深く感じました。今求

められるコミュニティ形成や、街並み保全といった地域の魅力を発掘すること、また人同士をつ

なげる役割を持つことが非常に大切で、今後より必要とされると思いました。小山さんと同じよ

うな活躍を多方面で他業種から考えるとさらにおもしろそうだと思いました。またお話をお伺

いしたいです、ありがとうございました。 



居住福祉計画学特論 

M18HB008 

『不動産からみた地域再生』 

 

＊講義で気づいたこと 

 豊かな住環境を維持しながら、地域を維持することを目的に、スモールビジネスを促進・

維持し、地域全体を住民にとって良いものにする、というのは実際は難しいことだと感じま

した。講義の中で、特定の地域に人が集中すると、その地域の地価が上がりスモールビジネ

スの展開が困難になるとありましたが、まさに天王寺付近などがその例だと思います。複数

の大型ショッピングモールが立ち並ぶおかげで便利さは増しましたが、その周辺の商店街

はシャッター街となってしまっています。特に郊外ではイオンモールのような大型店があ

り、そこに行けばなんでもそろっているという一極集中型の地域が多いように感じます。し

かしそれではわざわざその地域に住まなくてもどこで暮らそうが同じように思います。住

民が住みやすい街について考えたとき、良い商いに着目することは、街づくりを行う上でと

ても大事なことだと思いました。地域密着型のスモールビジネスを展開することで、住民が

その地域と密な関係になり、自分が住む町のコミュニティに積極的に参加していくように

なる、という流れは、人口減少社会で地域の自立的に維持するための基礎となることに気づ

かされました。 

 

＊これから取り組むべきこと 

 昭和町がもともと豊かな地域だったことが良い商い、良い街づくりの成功の要因のひと

つだと思いました。今回の講義は昭和町にスポットをあてたものでしたが、他の場所でもこ

ういった取り組みが拡大していくと素敵だと思います。聞き逃したかもしれませんが、長屋

や古い建物の再生はもともと空き家だったものを使用しているのでしょうか。私たちの大

学付近にも昔ながらの建物や商店が点在していますが、事例として紹介されていたものと

違い、ものさみしい感じがします。空き家が目立つのも「寂れた」雰囲気となってしまう原

因の一つだと思います。こういった地域に、昭和町で行われていた buy localの取り組みと

同じことを行ったとしても、成功する可能性は低いように感じます。良い商い、良い地域に

するためには、まず住む人にその地域に何があるか、どういう可能性はあるのか知ってもら

うことが大事なのではないかと思いました。そして、住み手に地域を好きになってもらうこ

とが第一の取り組むべきことだと感じました。 

 

＊感想 

 3 年ほど前にオープンナガヤという大阪の長屋の一斉公開イベントに参加したことがあ

るのですが、そこで講義中に紹介されていた長屋の再生の事例のうち何件かを見たことが

あります。昭和町以外にも、あまり知られていないけれども通いたくなるような素敵な店は

たくさんあるので、もっと外部に情報を発信していけたらと思います。しかし人が集中しす

ぎると住民の居場所になりにくくなるというのは、加減が難しいと思いました。 



2018.0519                                           M18HB009 田中 大貴 

居住福祉計画学特論「不動産業から見る地域再生」 

 

（１）講義で気付いたこと 

人が都市に一極集中している状況でなおかつ、不動産の価値が下がり、人々が移動しやす

い社会となることが予想されるので、町ぐるみで何か明確な街のコンセプトを強くたたき

出してく必要がある、つまりそれぞれの街ごとの差異というものを明確にし、その街の理念

に共感した人々を呼び込む方法をこれまで以上に考えていく必要であると気付きました。

そのためにも自分が住んでいる街について、お店や人はもちろんのこと、どのような政策が

あり、またどのような歴史があって街ができたのかといった幅広い分野について知ってい

く必要があると感じました。また地域内でのスモールビジネスを行うために、これまで以上

に地域の人々同士が繋がり合って地域の福祉サービスや防災などの大きなことを成し遂げ

る、住民による地域づくりの必要があると思いました。 

 

（２）これからの取り組むべきこと 

 これからのスモールビジネスが行われる社会において、デザイナー・建築家は「空間づく

り」のプロとして、人が多く集まり、地域が盛り上がっていくような場づくりを提案してい

く必要があるように思います。 

 また地域の魅力を発見していく上で、必要なこととして、外部の視点というものがあると

考えます。そこに古くから住んでいる人達の意見も当然重要ですが、新たに移り住んできた

人達もしくは外部から関わりを持つ人達の視点があることによってはじめて街を客観的に

見つめることができ、また見落とされていたことを掬い上げることができるのだろうと考

えます。そしてそれが街の新たな魅力発見につながるのではないでしょうか。「空間づくり」

のプロとして、街の魅力を見つけていくことも重要ですが、そうした様々な立場の人々をつ

なぐことのできる空間づくりとシステムの構築を責任もって担っていくべきだと考えまし

た。 

 

（３）感想 

私はこれまで何度か引っ越しを幾つかの場所での生活を体験しています、そこで思い出

す情景の中にはいつも、優しいマスターがいるよく通っていたカフェだとか、学校帰りによ

く行った近所の駄菓子屋さんとかそういうものが思い浮かびます。きっとその土地にしか

ない店やモノ、人が強く記憶に残っているのだろうと思い、今回の講義の内容はとても共感

できました。「たしかに自分はここで暮らしていた」ということを実感できる街こそがいい

街なのだと思うし、この春から移り住んだ大阪での生活も自身の故郷となるようそこでの

人々や街と関わりながら暮らしたいと思いました。またこれからは、街をそういった視点を

もちながら見ていこうと考えました。今回は貴重なお話、ありがとうございました。 



全学共通「人間と居住環境」連続講義 ～エイジング・イン・プレイスと福祉転用～ 

「不動産業からみた地域再生（仮）」小山隆輝（丸順不動産 代表取締役） 

 

生活科学部研究科 居住環境コース 

M18HB010 冨田茉理奈 

 

（１） 講義で気づいたこと 

講義の後の話し合いの時間にも出た話だが、昭和町だからできる地域活性化の方法ではないかという話

になり、地域再生に取り組むにあたって重要なのはその地域の特徴をしっかりと把握し、地域に網を張れ

る可能性のある事柄について着目していくのがいいのだと改めて感じた。今回は商いということで、消費

者をターゲットにしながらの話だったが、物の売買というものは必ず生活面で必要不可欠なものでそれが

現在商店街などの衰退などもあり、商いからのコミュニケーションが減少している中、商いと長屋を通し

てこのような地域再生ができるということで一つ勉強になった。また、不動産として長屋に目をつけ、そ

こからその物件、家主、建築家を結ぶ役割をしているということが面白く、立場として専門家などを結び

つけてハード面を変えていき、そこから住民に対してコミュニティを形成してゆく（ソフトに影響する）

という流れとその職業に面白さがあると感じた。 

 

（２） これからの取り組むべきこと 

 地域の様子を観察し、地域の伸ばせそうな事柄を見つけだすために地域の観察をすることが重要かと感

じた。また本研究室で長屋を取り扱っているので長屋のリノベーション方法についても考えてみたいと感

じる。長屋のある地域に出向き、住民の声を聴くことも重要かと感じた。住民の声を聴くことで転用方法

などについて考える。また今回の講義より「良い商い」をしている地域の調査にも興味がある。昭和町以

外にも「良い商い」をしているところは多い。地域のイベントというものに個人的に興味がある。地域の

イベントは地域内で完結することが多く、なかなか目にする機会も意識を向けていないとないと感じる。

しかしイベントはあらゆるところで行われており、地域の活性化のための要素として取り上げられている

のも事実である。個人的にはそのイベントがどのような流れで運営、継続されているのかを調べてみたい

とも感じる。取り組むべきこととして個人的にはまず知らないところを知ることが重要だと感じるため、

事例などをみることが重要かなと感じた。 

 

（３） 感想 

居住環境学科で色々な地域再生に関しての事例を見る機会がありましたが、不動産からの実際の活動例

を聞けたのは興味深かった。ゆっくりと活性化ということで、やはり特に地域のつながりなどはゆるやか

な速度で関係をつくっていくのが重要なのだと改めて感じました。個人的には昭和町などのイベントでの

開催にどれだけ引っ越してきた人、地域を巻き込むのかが難しそうでしたが、それを繋げる可能性を持つ

一つが商いなのかと思いました。 



  居住福祉計画学特論 2018.05.19.(金) 

M18HB011 西口誠 

全学共通「人間と居住環境」連続講義〜エイジング・イン・プレイスと福祉転用」 

「宅建業からみた地域再生 既存建物の活用と Buy Local活動について」小山隆輝さん 

 

（１）講義で気づいたこと 

 私が大学に入学したてのころ、「Think globally, act locally」という言葉を習いました。

その言葉を聞いて、「何を言っているのだろう。地域や国の垣根を越えて活動をするほうが

現代的だし、社会への貢献度も高いに決まっているのではないか」と、当時思ったことを

覚えています。しかし、今回小山さんの講義を拝聴し、考えを改めさせました。 

 小山さんが取り組んでいる既存建物の活用と Buy Local 活動は阿倍野区内に限定して行

っているということで、まさに”act locally”ですが、その活動は地域再生から福祉、建築、

プロモーションなど様々な分野に至る射程を持っているように思いました。そして、その

活動は非常に高度な社会性を持っていて、私自身とても共感しましたし、同じような活動

が全国のいろいろなところで行われれば、必ず社会は今よりももっと素敵になるのだろう

なと思いました。そういう意味で、小山さんの思想や活動は” globally”であると思いました

し、自分が将来社会に出て働くときにどのように働いていけばいいだろうかと考えさせら

れました。 

 

（２）これからの取り組むべきこと 

 不動産業の従業者数は 118 万人ほどいるそうですが、小山さんと同じような考えを持っ

て活動している人は全国に 10 人ないしは 20 人ということでしたので、この活動を広く発

信し、活動を広めていくことが必要ではないかと思いました。そのためには、不動産業だ

けではなく幅広い知識とスキルを持つ人材を育成することも同様に必要だと思います。 

 また、「選んでもらえなかった街」をどうしていくかについても考える必要があるように

思います。小山さんは地域間で人口の取り合いになったときに、自分の街が選んでもらえ

るだろうかという危機意識から今の活動を始めたとおっしゃっていました。では、その競

争に負けて人口流出が進み、成り立たなってくる街も出てきます。全国の 49.8％に当たる

896市町村が消滅可能性都市として挙げられているそうですが、人がいなくなってしまった

それらの「選ばれなかった街」は、その後どうしていけばよいでしょうか。 

 

（３）感想 

  小山さんの考えから様々な分野を横断する具体的な取り組み、そして宅建業の将来像

などをとても丁寧にお教えいただきありがとうございました。とても面白かったですし、

非常に勉強になりました。特に、「立地やスペックといった不動産価値だけでなくて、暮ら

し方や街のこと、設備の良し悪しのことを紹介する不動産の在り方」にとても共感しまし

た。ぜひ、今年のバイローカルには参加したいと思います。改めまして、今回は貴重なお

話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。 



 居住福祉計画特論	 レポート 1不動産業からみた地域再生 
生活科学研究科	 M18HB013	 藤原祐人 
（１）講義で気づいたこと 
	 私はこの講義で「やっぱりこれからは人と人の関わりあい時代だ」ということに気づい

た。この「人と人の関わりあい」は、小山さんのお話の中で、私が特に重要だと感じたキ

ーワード「人口減少社会での生活」「地域の自立」「良い商い（＝個性・特色の表出）」に

共通する土台だからだ。そしてさらに人と人の関わりあいにおいて、まちの全体としての

状態を知ったうえで、求めている人に適切な人をつなげてきたであろう小山さんのような

存在が「これから」に必要とされていると感じた。 
	 BuyLocal 運動でも街をひとつのかたまりとして捉えていて、それ全体の価値を上げる
ためにどうするかという視点が小山さんをはじめとして建築士数名やまちづくり関連の

人などと共有されている。そこからさらにイベントなどを通して、お店をやっている方や

町に住んでいる人にまで運動が波及していた。街への要求やこんなことをしたいと思って

いても実際に行動するには個人ではなかなか難しい。このような声を持った街の住民に耳

を傾け、町全体を考えた計画を引き出し実現に向けることのできる小山さんの存在は非常

に大きく、人口減少社会の市町村に必要な存在だと思った。 

（２）これからの取り組むべきこと 
	（１）で述べたように街への要求ややりたいことのある一般住民の人々の声を聴き上げ、

実現に向ける存在がこれからの社会に必要だと考える。しかし日本の多くの不動産を営む

人には、専門知識のある人や街の人とのコミュニティ、街の不動産の下地･物件･利益、そ

もそも街の視点を持つことが難しいことなどで課題があり難しい。このことから積極的に

小山さんのように街という大きな視点を持って仕事をし、バイローカルという理念でまち

づくりを行う団体の設立が日本の各地域で有用だと考えられる。 

（３）感想 
	 今回小山さんの講演会で気づいたこととして述べた、｢人と人を繋ぐことの重要性｣はこ

の講義で初めて聞いたバイローカル不動産の在り方から気づくことが出来た。私は不動産

という言葉には地域の伝統や景観、産業を度外視し営利目的の業務をするといったイメー

ジを持っていたのだが、この言葉を聞いて大きく変わった。 

	 営利目的のイメージだった不動産業が人口減社会での街の目標を見定め、地域の為に質

の高い店舗の出店を促進させるという在り方が元あったイメージと大きく違ったからだ。 

	 日本でただ一つという新しい不動産の在り方をはじめ、新しい視点を知れてとても有意

義な時間でした。ありがとうございました。 



人間と居住環境 「不動産からみた地域再生」より 

 

2018.5.25 

M18HB014 堀田 裕紀 

①講義で気づいたこと   

  この講義を受けるまで、私にとって地域の不動産屋は住み手・使い手と建物の仲介役という印象しかな

かった。故に小山さんの活動では昭和町の持つ景観・密度・業態の特性を守った上で地域再生を行う手法

に感銘を受けました。都市計画を行政でなく、街の一不動産屋が主体となって考えていることに新しい

不動産屋の在り方と共に地域における空き家・空き店舗化の問題が深刻になっていると感じた。その中

で「良き商い」と商業に特化している点から業態の一点特化型が不動産においても普及しているのだと

感じた。そのために BuyLocal活動を消費者と主体となって行なっていることは、地域の資産・価値の再

発見においてとても有効な手段であると同時に、イベントが大切なのではなく、その後に年間を通じて

の利用、店や街のファンを増やすことが重要なのだと言う小山さんの言葉がとても印象的だった。 

近年私たちは安易にお洒落な空間へのリノベーションを好みがちである。しかし必ずしもそれらが地

域にとって求められているもの、適用するものではない。不動産は地域にある資源を知り、その価値を引

き出すよう誘導することも、価値を大幅に下げることもできてしまうことを改めて気づかされる良いき

っかけとなった。 

 

②取り組むべきもの 

「私はリノベーションをしないんです。してくれるであろう人に物件を紹介するんです。」小山さんの

言葉で最も印象に残った言葉である。建築家は今まで独りよがりな都市計画や設計を進めてきたように

思う。それは建築家だけでなく不動産、ひいては建築業界全体に通ずることではないだろうか。しかしこ

れからは多業種の人々が知識を共有しつつ、リノベーションや立地選定といった各々の専門分野に対し

て特化して行くべきではないだろうか。これまでのように少数が全体的な計画を決める時代は終わりつ

つあると感じた。その中でも餅は餅屋ではないが建築家という大きなくくりではなく更に細分化した技

術・知識が必要であると感じた。 

 また、これまで地域再生において景観・地域への関わり（業態・文化）を考えられているように思って

いたが、新店舗の流入による賑わいの変化や福祉サービスなど細かな部分への配慮が不十分であった。

しかし高齢化に伴う使用者及び提供者の数的・年齢変化は著しいものになっていくだろう。これらを見

越した計画を業種を超えて議論していく必要があると感じた。 

 

③感想 

  小山さんの不動産に対する姿勢はこれまで典型化されていた不動産のあり方と大きく異なっており、

こういった人々によって昭和町は街本来のもつ情緒を残したまま新たに展開して行くのだろうと感じた。

しかし、小山さんのような不動産屋は各地域にあるわけではなく、少数派である。土地資産の再発見には

不動産だけでなく建築からもこういった活動を誘発して行くべきではないか、またそれはどのようすれ

ばいいのかを改めて考えさせられました。 



Ｍ18HB015 王馨   

                                                                                  2018.5.24 

「宅建業からみた地域再生」講義・レポート 

先週「宅建業からみた地域再生」という講義に行って小山さんの既存建物の活用と

バイローカル活動についての話を聞いたら、とても興味深かった。 

 講義で気づいたこと 

寺西家の長屋は昭和７年建てられた。この長屋は、築 86 年を過ぎ老朽化して、住

みにくい、日当たりが悪い、冬は寒い。まちの雰囲気を守るため建替えるより長屋を活

用のほうが価値があがた。人口減少社会において、いろいろな危機意識がある。豊かな

住環境を維持するため地域の資源を活用することで、まちを活気づけようという機運が

生まれた。自分の気づいたことは古い建物を活用「バイローカル」ということです。地

域に景観や業態や密度など負荷をかけず、地域の関係性を持ている。これはバイローカ

ルムーブメントのやり方である。「バイローカル」はもともとアメリカがの市民運動で

すが、地域の豊かな食衣住などを維持しながら、地域を自立的に持続される。バイロー

カル不動産の中で、「月ノ輪カフェ」というのカフェで、昭和町を住みたいという人が

カフェを飲むだけでなく、カフェのオーナーが近所の長屋を案内したこともあります。

古いものや懐かしいものを空間に利用し、そこで暮らす人の生活の質を高め、そして多

くの人が住みたいと思うまちとなり、地域の資産価値を向上させる。 

 これからの取り組みべきこと 

寺西か阿倍野長屋の活用からの取り組みべきことは古い建物のリノベーションだと

思います。建物の古い雰囲気を残しつつ地域によって、新たなカフェや飲食店やモノづ

くりなどをつくた。魅力的な空間を継続的に使うことで、新しい人を呼び込むきっかけ

になっている。具体的なことは外観を建設当初の姿に戻すことにした 。内部を修理し

て、現状のまま残し、空き家になるたびに新しい店を入れて、家主さんの投資でリノベ

ーションして。 良き商いが残り育ち、新たに良き商いが生まれて、そのことで地域は魅

力的になる。例えば、昔の壁をそのままのこして、土壁の部分は歴史的な魅力が持てい

る。そんな店が外国人観光客は興味を持っていると思います。一方，高齢化と空き家の

問題に伴って、既存建物を福祉転用のこともいいと思います。高齢者に対して、マンシ

ョンに比べたら長屋の方がもう落ち着く。地域に根ざす良き商いが、古い建物の再利用

は間接に地域の魅力をつくて、まちの生活を魅力的なものにし、地域の価値を向上させ

る。 

 感想 

今回の講義では、寺西家阿倍野長屋の活用からまちの魅力が見つけ。今日本では人

口の減少や空き家率の増加など社会的な変化に伴って、社会資源の再利用が必要と思い

ます。時間をかけて長屋のリノベーションをして、昔の建物は地域に雰囲気を与え、社

会と自然が集まってることができる。地域の豊かな住環境を維持し、地域を自立的に持

続される。長屋は生き続け、まちを継続されていくことになる。 



不動産業からみた地域再生

シュウカンヨウ Ｍ１８ＨＢ０１６

１、講義で気づいたこと

最近、長屋を再生するためには不動産業者、設計施工会社、大家の協力が重要だと感じ

ている。長屋の改修プロジェクトについて調べたところ、長屋を改修した後も住み手が見

つからないこともあるようだ。何か月も経ってまだ住み手が見つからなかった場合、経済

的な損失のほかに、大家にとって長屋を改修する意欲が減退してしまうことにも繋がるの

ではないかと考える。

住み手が見つからない原因として、不動産業者が長屋の賃貸を重視していないという理

由の他に、これまで長屋に住んだことがない人にとって、「長屋に住むことが不安である」

ということが考えられる。この問題を解決する方法として、不動産業者の力を借りること

が挙げられる。不動産業者は各地域の相場や住み手のニーズを把握している。最初の設計

の段階で不動産業者の力を借りることができたら、住み手が借りやすい長屋を設計するこ

とが可能になるのではないだろうか。そのため、不動産業者をプロジェクトに積極的に参

加させることが重要だと思う。

２、これからの取り組むべきこと

大阪の長屋の歴史は古く、現在は長屋の大家の高齢化も進んでいる。高齢の大家の立場

から考えると、老後の生活などを考えると経済的な余裕はあまりなく、長屋を改修する場

合できるだけリスクが低い改修方法を望んでいるのではないだろうか。

研究室は山ノ内長屋を福祉施設に改修するプロジェクトに関わっているが、その長屋と

学校との距離が近いことを考えると、留学生寮として使うのが良いのではないだろうか。

長屋の延床面積は 80 ㎡ほどで、長屋を改修するためには最低でも 1500 万円の費用がかか

る。大家がこの金額を払うことができない場合、費用の捻出方法を考える必要がある。

この捻出方法の一案として、下図のように不動産業者と設計施工会社と大家が協同し、

長屋改修プロジェクトを行うのはどうだろうか。不動産業者の役割は「住み手を探すこと」、

「一部の工事費を提供すること」である。大家の役割は、「長屋を提供すること」と「一

部の工事費を提供すること」である。設計施工会社は、「一部の工事費を無料にすること

を考えて設計を行うこと」である。これらの資金は家賃で回収することが可能である。こ

うすることで改修のリスクを分散し、不動産業者、大家、設計施工会社の３つを繋げるこ

とができる。
撒

３、感想

今回の講義を聴いてよかったと

思う。とくに小山さんのお話の

中にあった、「良き商い」につい

ては興味深かった。「良き商い」

が地域に集積することにより、

住民もその場所に愛着が湧き、

ずっと住み続けたいと思う。こ

れは長い目で見るとまちを維持

することに繋がると思う。今後

のプロジェクトにおいても、長

い目で考える必要があると感じ

た。



陸明軒 M18HB017 2018.05.25

不動産業からみた地域再生

講義で気づいたこと

現在、日本の人口は減少の一途。古い町や地域が老齢化になるし、住民が減

少している状況がある。そして、空き家もどんどんふえている。残っている

100 年以上の古い建築が魅力的な伝統建築である。その大阪昭和町の長屋が歴

史的価値が認められた。2003 年初めて有形文化財に登録された長屋もある。

小山さんが昭和町の人口が少しずつ減ってきてるとかそういう危機意識が

あったので、地域特有の長屋を活用して、町の価値を高めることになった。長

屋と空き家が大家さんの投資でリノベーションして、店舗や民宿などになって、

町がゆるやかに、ゆっくり人口を増えている。

そして、お店のひとが、昭和町に住むたいひとに長屋を案内することもまち

づくりの重要なことである。住民たちが、自分の町をよい町と思っているだか

らこそ、他の人が来るかもしてません。

これからの取り込むべきこと

日本全体において、インバウンド需要の取り組みなど、観光は地方創生の原

動力となっており、その推進により、地域の自立に繋げられるよう、観光地経

営の視点に立った戦略的な新たな体制が求められている。人口減少が進む古い

町においては、観光客による交流人口を増やす必要があるが、その中でも、リ

ピーターや宿泊客、１人当たりの消費単価等をいかに増加させるかが観光の最

重要課題となっているとおもいます。

街の不動産会社は、オーナーや地元の人たちとの付き合いが深く、人脈も豊

富です。その強みを活用して、負の資産と考えられがちな物件に価値付けをす

べきだとおもいます。

街の不動産会社は、大学のデザイン研究科の研究室と連携する。学生たちが

いろんなプログラムを作って、リノベーションの時も手伝って、町に活力を高

めるとおもいます。

感想について

今度の講義を聞いた、不動産業と地域再生についてのことは、もっと詳しく

に知っている。小山さんのやったことは、自分住んでいるところだけではない、

町全体の環、雰囲気をかわりました。町の活力、町の伝統的な景色を守りまし

た。とてもおもしろいと思います。



「不不動産からみた地域再⽣生」 

        -------レポート                     M18HB018 梁梁暁儀 

１） ⾃自分を気になること： 

⼩小⼭山さんの講義を最後に説明した buy-local は⾯面⽩白く感じましたので。ホームページにみまし

た、昭和町周辺で取り組む、地域の素敵な商いを⽣生活者が知ることから始まります。そしてそ

れらのお店を積極的に継続的に使うことで、良い商いが残り育ち、新たに良き商いが発芽し、

そのことで地域がより魅⼒力力的になる、結果そこで暮らす⼈人の⽣生活の質を⾼高め、そして多くの⼈人

が住みたいと思うまちとなり、地域の資産価値を向上させる取り組みです。 

そこで地域リノベーションプランの提案、よい店の紹介、新店オーペン情報も載ってありま

す、外部からの⼈人にとって使いやすいと思います。そして⼩小⼭山さん⾃自らの業務スタイルを変⾰革

して、⾃自分の育ったまちを守ることをシフトさせて、⼈人と⼈人、組織と組織、⼈人ともの、⼈人と空

間を繋がりました。 

２）これから取り組むこと： 

これから注⽬目するにはまちの持続可能で住みやすい⽣生活環境の実現を努⼒力力する、⼦子供も⾼高齢者

も、そしていかなる障がいがある⼈人であろうと、誰もが⾃自由して暮らしを営めるための環境を

⽬目指すと考えました。 

このため取り組むべきことは２つがあると思います、１つは地域における絆の創造と強化、新

たな居住を始める⼈人々に地域での絆を作りやすくするため、まち住⺠民が世代や所得などで細分

化され、同質の地域社会での暮らしを通して、異異質な⼈人を排除する⾏行行動を身につけがちであ

る。そこで多様な⼈人々が触れ合って暮らす新たな試みとして住⺠民たちが多様な絆をつくる場所

が提供する必要がある、２つは住⺠民にはさまざまなニーズを抱えた⼈人がいるが、少数者として

無視されないため、例例えば障がい者と⾼高齢者は、ようやく空間を利利⽤用する権利利が認められ、公

共空間つくりにその意⾒見見を反映できるようになります。 

３） 感想： 

今回の講義を聞いて、不不動産エージェントのキャラクターはまちとしていくつのよいことがあ

るとわかりました。⼩小⼭山さんは昭和町にある⻑⾧長屋はいろんなお店を転⽤用という⽅方法通して、ま

ちの魅⼒力力を発掘することをずっと努⼒力力して、このような改修はまち未来の発展にとって続き価

値があると思います。もし特徴があるのカフェや飲⻝⾷食店、モノづくりやデザイン事業所などを

たくさんあったら、地域の助け合い、地域経済や働く場、古い建物の再利利⽤用など、直接、間接
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に地域に貢献するもできます。そしてインタネットを活⽤用させて、まちの特徴を宣伝し、観光

客も年年々増えると思います。 


