
先進事例一覧
※　提供された情報をもとに事務局で編集しています。

No.
戸建住

宅
集合住

宅
店舗等 高齢者 障害者 子育て

多世代
その他

1 ○ ○ 横浜市中区本牧満坂 Ｈ３０
リトルファーム本牧ＭＯＫＵＲＩ（も
くり）

戸建て空き家と庭、畑を使って老若男女の隠れ家を
運営（野菜づくり、食事会その他のイベント）

木造平屋 有り
「リトルファームHOMMOKUも
くり」運営委員会

参加メンバーの出資
かながわボランタリー
活動推進基金２１

横浜プランナーズネットワーク事業「空き家の活
用による地域の魅力アップ事業」

2 ○ ○ 横浜市金沢区谷津町 Ｈ２９
ＰＲＩＭＥ　ＣＯＮＮＥＣＴ　金沢文
庫

メゾネットタイプの３部屋のアパートを１Ｆ３部屋、２Ｆ
５部屋のシェアハウスに　共用ＬＤＫ
日本人学生と留学生が居住

築40年
木造2階建

有り 京急グループ 横浜市大，京浜急行，金沢区の共同事業

3 ○ ○ 横浜市栄区庄戸 Ｈ２６ サロン・庄戸 多世代交流サロン　活動拠点（暮らし応援事業） 木造２階建 有り 個人所有 地域住民の実行委員会
区や区社協の助成金
資源回収も

4 ○ ○ ○ 横浜市港南区日限山 Ｈ１３ さわやか港南
区民活動支援センターのブランチ
中心は有償ボランティアの居場所、相談所、
部屋の貸し出し、加工品の販売

木造２階建 有り 任意団体さわやか港南 ヨコハマ市民まち普請事業

5 ○ ○ ○ 横浜市金沢区富岡東 Ｈ２８ ジュピのえんがわ 子どもの居場所を中心とした多世代サロン 木造平屋 有り
富岡サロン　ジュビのえんが
わ

金沢区の地域の茶の間事業

6 ○ ○ 横浜市金沢区六浦東 Ｈ２８ もりのお茶の間
１Ｆ：多世代交流拠点、ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ、ﾚﾝﾀﾙｽﾍﾟｰｽ、
２Ｆ：生涯学習ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ、児童生徒の寺子屋、

Ｓ１３頃築
木造２階建

有り 個人所有
六浦東・まち交流ステーション
委員会

耐震費用は住民・近
隣企業の寄付

ヨコハマ市民まち普請事業

7 ○ ○ 横浜市金沢区柳町 Ｈ１３ デイサービスセンターＮＯＡＨ 通所介護（デイサービス）　地域のサロンや祭りも 木造平屋 有り NPO法人W.Coオリーブ
改修：所有者
運営：ＮＰＯ

8 ○ ○ ○ 横浜市青葉区大場町 Ｈ２５
大場町みんなのいえ　わたせは
うす

サロン、小規模保育（６人）、デイサービス（６人）、
ランチ。ティータイム営業

木造平屋 有り
ＮＰＯピッピ・親子サポートネッ
ト

横浜市地域福祉交流拠点モデル事業

9 ○ ○ 横浜市港北区大倉山 Ｈ２８
街カフェ　大倉山ミエル
（ギャラリーカフェ夢うさぎ内）

介護予防・生活支援サービス補助事業
ランチ、小箱ショップ　他

Ｈ５築
木造３階建

有り
所有者が居住し、１階
の一部を地域に開放

ＮＰＯ大倉山ミエル 内部改修：所有者 現在は別の場所に移転

10 ○ ○ 横浜市港北区大倉山 Ｈ２９
地域福祉交流スペースＣＯＣＯし
のはら

多世代交流カフェ、ごちそうさん食堂
水　高齢者向け健康体操、講座
火、木、金　グループ保育、預かり保育

木造平屋 有り ＮＰＯ法人びーのびーの

11 〇 〇 横浜市港北区下田町 Ｈ２５ えんがわの家　よってこしもだ
水、木、金の１０時～１６時
子育て世代からシニアまでが利用

一軒家
個人所有（東京在住）
元地元町内会長の娘
運営にも参加

地域ボランティア 現在はこの建物では実施していない

12 ○ ○ ○ 横浜市旭区若葉台 Ｈ２８
地域交流拠点ひまわり
親と子のひろば　そらまめ
コミュニティダイニング

地域交流サロン、生活支援センター、ボランティアセ
ンター、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーショ
ン

公社の団地内の
空き店舗　他

有り
神奈川県住宅供給公
社
若葉台団地

認定ＮＰＯ法人若葉台
利用料、事業委託
費、寄付金

13 ○ ○ 横浜市磯子区中原 Ｈ３０ Ｙワイひろば
２階建ての空き家の１階部分を地域交流スペース
に、２階は貸事務所にして地域に開放

木造２階建て 有り
太陽住建が所有者から
借り上げ

（株）太陽住建

14 〇 ○ 〇
川崎市中原区武蔵新
城 Ｈ２６ セシーズ・イシイ

空き店舗を貸し出してカフェ等地域コミュニティ活性
化に
Ｈ２６：多目的広場「ＰＡＳＡＲ　ＳＨＩＮＪＯ」をつくり、ま
ちに開放
Ｈ２８：共用部にカフェ「新城テラス」をオープン　他

賃貸用アパート、
店舗

有り 自己管理の不動産 （株）南荘石井事務所

15 〇 〇 川崎市宮前区馬絹 Ｈ２８ すずの家
介護予防事業
ほかに地域で有志の家を開放して集いの場を多数

戸建住宅
施設に入所した高齢者
から有償賃借

すずの会

16 〇 〇 〇 〇 座間市相武台 Ｈ２５
コンチェラート相武台
子育て支援施設　そらまめ

サービス付き高齢者向け住宅（62戸）
高齢者福祉事業所
子育て支援施設
地域交流スペース

公社の集合住宅
神奈川県住宅供給公
社
相武台団地

神奈川県住宅供給公社

17 〇 〇 鎌倉市今泉台 Ｈ２７？ いずみサロン
1F：いずみサロン（地域交流スペース）
２Ｆ：子育て世代が入居

木造２階建 有り 所有者から賃借
ＮＰＯ法人タウンサポート鎌倉
今泉台

18 〇 〇 横須賀市汐入町 Ｈ２４
県立保健福祉大学の学生５人が２軒の空き家に居
住。家賃補助を受け、町内会事業の手伝いなどに参
加。

木造平屋
２軒

有り 神奈川県立保健福祉大学 神奈川県立保健福祉大学等学生居住支援事業

19 ○ ○ 横須賀市追浜町 Ｈ２７
関東学院大の学生が空き家をシャアハウスに改修
し、３人が入居

築２５年の２階建 有り 関東学院大
横須賀市の空き家リフォーム補助（谷戸対策事
業）で改修工事費用の３分の２を助成。家賃の
補助も。

20 〇 〇 藤沢市大庭 Ｈ２７ ぐるんとびー駒寄

都市型団地の居室で小規模多機能型居宅介護を運
営
団地内にコミュニティスペース、社員寮もあり、スタッ
フ10名が居住、団地自治会の役員にも

ＵＲの共同住宅
「ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ駒寄」

（株）ぐるんとびー

21 ○ ○ ○ 寒川町中瀬 Ｈ２８
ヨシさんちの「縁が和」
子ども食堂「えんがわ」

月１回　地域住民の多世代交流
月１回　子ども食堂（こどもおよびその付添人）

所有者の実家 ボランティアの実家
所有者の団体（縁が和）
栄養士など９人

22 〇 〇 中郡二宮町 Ｈ２９ 二宮団地のリノベーション
入居希望者のセルフリノベーション、
団地商店街にコミュナルダイニング（共同キッチン）
共同農園、共同里山

公社集合住宅 有り
神奈川県住宅供給公
社
二宮団地

神奈川県住宅供給公社

23 〇 〇 小田原市荻窪 Ｈ３０ からたちハウス
週１回　１５時～１８時
小学生の補習、学童保育、
こども食堂

木造平屋
元教員７名
スクールソーシャルワーカー
も

利用料　８００円／月

24 ○ 〇 北海道古平郡古平町 Ｈ２４
多機能型地域住民活性化ステー
ション結

障害者就労継続支援事業Ｂ型
障害者グループホーム
地域交流サロン

木造２階建 有り 所有 （社福）古平福祉会
※１
北海道の地域介護・福祉空間整備推進交付金
事業

25 〇 〇 ○ 北海道北広島市 Ｈ２２
北広島団地地域交流ホームふ
れて

廃業した銭湯の後を高齢者デイサービス、地域包括
支援センターに

ＲＣ造2階建
廃業した銭湯

有り 所有 （社福）北海長正会
※１

26 〇 〇 〇 ○ 北海道倶知安市 Ｈ２１
倶知安複合福祉施設「つくしん
ぼ」

病院を障害者就労継続支援Ｂ型、高齢者ＧＨ、地域
交流センターなどに

ＲＣ造3階建 有り 所有 （社福）黒松内つくし会 ※１

名称 実施概要 元の形状等 改修等
形状 利用対象

地域 備考実施年 所有関係 実施主体・運営主体 運営資金
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27 〇 ○ 仙台市太白区 Ｈ２６
共生型福祉施設「みんなのおう
ち太白だんだん」

事務所兼倉庫を改修。高齢者通所介護、障害者就
労継続支援B型、放課後等デイサービス、認可外保
育、カフェ・レストラン・産直販売、その他イベント開催

鉄骨2階建 有り 賃借 ＮＰＯ法人ワーカーズコープ ※１

28 ○ ○ 宇都宮市明保 Ｈ２９ 三の沢北自治会の集会所
地域内で集会所が欲しいとの声があがり、所有者と
交渉して集会所を開設

軽量鉄骨平屋建 賃借 三の沢北自治会

29 ○ ○ 宇都宮市徳次郎町 Ｈ２８ にこにこ庵
介護サービス利用者所有の一軒家を社福法人が購
入し改装。集会所として地域住民に貸し出している。

介護サービス利
用者所有の一軒
家

有り 購入 （社福）大門福祉会

30 ○ ○ 宇都宮市戸祭 Ｈ３０ キッズハウスいろどり こども食堂、学習支援、居場所の提供 木造２階建
一般社団法人 栃木県若年者

支援機構

31 ○ 〇 埼玉県越谷市 Ｈ２７ 大里東みんなの家 地域ふれあいサロン 木造２階建 有り 無償賃借（５年間） 地元町内会
居住者が老人ホームに入居
文京大学の学生が周辺住民の意見を聴取

32 ○ ○ 埼玉県越谷市 Ｈ３０ ぽらむの家
１Ｆ：こどもカフェ食堂、入浴も可
２Ｆ：ＩＴベンチャーの事務所、子供向けＰＣ教室も計
画

衣料品店兼住宅
木造２階建

有り
主婦グループ「越ケ谷こどもｃ
ａｆｅ食堂」

借主ＤＩＹ（自分でリフォームする）型賃貸方式

33 〇 〇 千葉市美浜区 Ｈ２９ Bring up子ども発達センター
・児童発達支援センター
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援事業

小学校の跡地 有り 賃貸 ＮＰＯ法人　ＥＰＯ ※１

34 〇 〇 東京都千代田区 Ｈ２７
グローバルキッズ飯田橋園
（東京都認可保育所）

ビル１棟に認可保育所（１３８人）、学童保育（60）、事
業者事務所等

地上４階地下１階
のｵｯﾌｨｽﾋﾞﾙ

有り 有償賃借 （株）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞ ※１

35 〇 〇 〇
東京都内に１０か所
（前橋市にも１か所）

Ｈ１５
タウンコレクティブ、コレクティブ
ハウジングの取組（都内では１０
か所）

増える空家を活用し、多様な人がかかわり合って暮
らす地域コミュ二ティを再構築

戸建住宅、集合
住宅など

有り
ＮＰＯコレクティブハウジング
社

36 〇 〇 東京都豊島区 Ｈ２７
RYOZANPARK大塚 こそだてビ
レッジ

５～７階にキッズルーム付きシェアオフィス
認可外保育施設として登録

駅前ビル７階建 有り 定期建物賃借 （株）ＴＡＫＥ－Ｚ ※１

37 ○ ○ 東京都文京区駒込 Ｈ２５ こまじいのうち コミュニティカフェ、学習支援他
個人所有（相続）
管理は所有者本人

駒込地区町会連合会
ＮＰＯ法人居場所ＣＯＭ

東京都の「地域のそこ地力再生事業補助」

38 ○ ○ 東京都文京区千石 Ｈ２５ 風のやすみば
コミュニティカフェ、他　毎日ランチを提供
週１回、夜間も営業
ＮＰＯのまちのなんでもやさんの拠点

空き店舗
（クリーニング店）

ＮＰＯ法人風のやすみば

39 ○ ○ ○ 東京都文京区大塚 Ｈ２９ だんだんひろば
介護予防体操、こども食堂、子育て世代向けサロン
他

ビルの３階 医療生協 だんだんひろば実行委員会

40 ○ ○ 東京都文京区関口 Ｈ２９ みちこはうす（まちの自習室） みちこはうすクラブ（ゲーム部、手芸部、料理部など） 運営者の親戚の空き家 個人

41 ○ ○ ○ 東京都文京区駒込 Ｈ２９ キーベース 写真カフェ、中間的就労活動　など マンションの１室 個人 実行委員会

42 ○ ○ 東京都文京区本駒込 Ｈ２８ こまぴよのおうち
子ども広場（保育士が常駐）
月～金の１０時～１５時、２階に授乳室あり

２階建て 有り
文－１の「こまじいのう
ち」の隣家

ＮＰＯ法人居場所コム 地域子育て支援事業

43 ○ ○ 東京都文京区本郷 Ｈ３０ こそだて応援 まちぷら こそだて拠点 ビルの４階 一般社団法人　まちの広場 地域子育て支援事業

44 〇 〇 東京都港区港南 Ｈ２７ グローバルキッズ港南保育園 東京都認可保育所（９９名）
オフィスビル
17階建の２階

有り 有償賃借 （株）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞ ※１

45 ○ ○ 東京都大田区池上 Ｈ２９ メゾンしろ 障害者グループホーム（７人） 木造２階建 有り 10年間の有償賃借 （社福）プシケ　おおた

46 ○ ○ 東京都大田区池上 Ｈ２８ さくら草 障害者グループホーム（７人） 木造２階建 有り 10年間の有償賃借 （社福）プシケ　おおた

47 ○ ○ 東京都大田区本羽田 Ｈ３０ ホームそら 障害者グループホーム（４人） 2階建 有り 10年間の有償賃借 （社福）プシケ　おおた

48 ○ ○ 東京都大田区南鎌田 Ｈ３０ ホームメイ 障害者グループホーム（６人） RC造３階建 有り 10年間の有償賃借 （社福）プシケ　おおた 都の基準により室内階段工事施行

49 〇 〇 東京都板橋区高島平 Ｈ２６ ゆいまーる高島平
高島平団地の１棟をサービス付き高齢者向け住宅
（３０戸）に

ＵＲの共同住宅 有り 定期建物賃借 （株）コミュニティネット ※１

50 ○ ○ 東京都杉並区本天沼
きずなサロン　みんなのたまり場
「松下さんち」

多世代のサロン
居住者の死後、相続人
の協力を得て開設

医療生協、社協の補
助あり

「きずなサロン」は区内に４３か所あり

51 〇 〇 東京都杉並区阿佐ヶ
谷

Ｈ２６ ペアレンティングホーム阿佐ヶ谷 シングルマザー専用のシェアハウス（５室） ＲＣ造３階建 有り 定期建物賃借
一般社団法人ﾍﾟｱﾚﾝﾃｨﾝｸﾞﾎｰ
ﾑ

※１

52 ○ ○ 東京都世田谷区深沢 Ｈ３０ ふかさわの台所
「食」を通じて集えるコミュニティスペース
（ランチ会、子育て支援）

木造２階建 有り
所有者（個人）と
NPO法人せたがや子育てネッ
ト

世田谷区おでかけひろば事業

53 ○ ○ 東京都世田谷区大蔵 Ｈ２６ タガヤセ大蔵 小規模通所介護サービス、認知症カフェ 木造平屋アパート 有り （株）ＡＮＤＩＴＯ
（社福）大三島育徳会
（株）ＡＮＤＩＴＯ

手すりを極力なくした、
市民をボランティアの位置づけで介護エリアに
出入り、
建物の管理業務を障害者に

54 〇 〇 東京都世田谷区全域 Ｈ１９～ 地域共生の家
住まいの一部を使用した地域共生の家を区内に2３
個所設置

個人宅の部屋 個人
個人やＮＰＯが運営。（財）世
田谷トラストまちづくりがサ
ポート

55 〇 〇 東京都世田谷区大蔵 Ｈ２６ タガヤセ大蔵
空き室だらけのアパート、１階の３戸をデイサービス
事業所（１０人）に再生

木造２階建の集
合住宅

有り 自己所有 （株）アンディート
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56 〇 〇 東京都世田谷区 Ｈ２６ コーシャハイム千歳烏山
公社の集合住宅を大規模改修によりサービス付き高
齢者向け住宅（１５戸）、一般賃貸住宅（８戸）に

ＲＣ造４階建 有り 東京都住宅供給公社 ※１

57 〇 〇 武蔵野市 Ｈ１１ テンミリオンハウス
武蔵野市の補助を受けて自宅等を地域に開放
９個所以上

個人所有
武蔵野市
ＮＰＯや住民組織が運営

武蔵野市から1000万
円／年補助

58 〇 〇 武蔵野市 Ｈ２２ せきまえハウス 知的障碍者のグループホーム（６名） 木造２階建 有り 賃貸 （社福）武蔵野 ※１

59 〇 〇 東京都町田市 Ｈ２６
空き家を使ってサロン
シングルマザーのシェアハウス（職員寮）

（社福）合掌苑

60 ○ ○ 新潟市中央区 Ｈ２６ よろてば沼垂 地域の茶の間 木造平屋 現況で
県外在住の個人所有
者が提供

中央区社協 内部リフォーム

61 ○ ○ 新潟市西蒲区 Ｈ２９ ＧＨたいぐるま 障害者グループホーム（５名） 木造２階建 （社福）愛宕福祉会 内部リフォーム

62 ○ ○ 新潟市東区 Ｈ２６ 実家の茶の間・紫竹（しちく）
サロン、毎週　月・水曜日
利用料あり（子供は無料）、昼食提供（有料）

木造２階建 有り 任意団体「実家の茶の間」
新潟市が「地域包括ケア推進モデルハウス」第
１号

63 ○ ○ 新潟市秋葉区 Ｈ２８ まちの茶の間　だんだん・嶋岡
毎週　火・土曜日
利用料あり（小学生以下無料）、昼食提供（有料)
近くの畑で野菜を栽培

旧医院
任意団体「こすどﾌﾟﾗﾁﾅﾈｯﾄ
ﾜｰｸ

新潟市「地域包括ケア推進モデルハウス」

64 ○ ○ 新潟市西蒲区 Ｈ２８ 西蒲（にしかん）の茶の間
毎週　月・木曜日
利用料あり（高校生以下無料）、昼食提供（有料)
人と情報が集う場所（情報センター）

木造長屋 有り 寺院が所有 任意団体「Rera」 新潟市「地域包括ケア推進モデルハウス」

65 ○ ○ 新潟市南区 Ｈ２８ 天昌堂サロン
毎週　火・木曜日
利用料あり（小学生以下無料）、昼食提供（有料)

元洋品店で社交
の場であった

任意団体「みなみらいＰＪ」 新潟市「地域包括ケア推進モデルハウス」

66 ○ ○ 新潟市北区 Ｈ２２ 松浜こらぼ家
サロン　利用は無料
月～金曜日　10-16時

商店街の空き家
（茶屋、カメラ店）

有り
任意団体「松浜こらぼ家運営
委員会

新潟市「地域包括ケア推進モデルハウス」

67 ○ ○ 新潟市中央区 Ｈ２９ しもまち笑顔の家
毎週　火・金曜日
利用料@300、

木造２階建 任意団体「しもまち笑顔の家」 新潟市「地域包括ケア推進モデルハウス」

68 〇 〇 長野県飯田市 Ｈ２７ サテライト松島 町家の１階を小規模多機能居宅介護（１８名）に 木造２階建 有償賃借 ＮＰＯ法人おいなんよ ※１

69 〇 〇 福井市大窪町 Ｈ１９ 鷹巣児童クラブ 1階を学童クラブに 木造２階建 有り 有償賃借 （社福）鷹巣福祉会 ※１

70 〇 〇 富山県射水市 Ｈ２５
地域生活支援・交流ハウスふ
らっと

児童放課後等デイサービス
デイサービス、地域生活支援センター　他

木道２階建 有り 公設民営 ＮＰＯ法人　ふらっと ※１

71 ○ ○ 金沢市彦三町 Ｈ２９ おきらくさん
地域相談窓口、手作り教室、勉強会
個別機能訓練

２階建て 特養　彦三きらく園

72 〇 〇 〇 〇 〇 輪島市 Ｈ３０ 輪島ＫＡＢＵＬＥＴ

1階　温泉、食事処、
2階　生活介護、放課後等デイサービス、住民自治
室
他の１軒　高齢者デイサービス

２軒の木造空き
家

（社福）佛子園，
（公社）青年海外協力協会

73 〇 〇 浜松市天竜区
Ｈ２８～
Ｈ３０

退院後や冬季の生活支援（訪問や電話による見守り
の拠点）

（社福）天竜厚生会
Ｈ２８～Ｈ３０に
「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事
業」として一時実施

74 〇 〇 愛知県岡崎市江口 Ｈ２６ ふれあいホーム 町内会の活動拠点 木造２階建 有り 町内会が購入 地元町内会 改修費用は町内会負担

75 〇 ○ 〇 豊田市豊栄町 Ｈ３０
あそびとくらしとまなびのいえ
ちゃぽっと

多世代交流の場所　毎月第１，３月曜日　昼 古民家
実行委員会代表が購
入した家

つどいの家づくり実行委員会

76 〇 〇 豊田市若神町
海外人材の居住支援として空き家を活用して住居を
提供

（社福）東加茂福祉会　巴の
里

77 〇 〇 名古屋市緑区桃山 友愛サロン神沢
高齢者サロン
月～金曜日　９：００－17：００

無償賃借 老人クラブ 市から運営補助あり 家の買い手が決まり次第事業終了予定

78 〇 〇 〇 名古屋市緑区 Ｈ２４ いっぷく茶屋 サロン 有り 現在は閉鎖？

79 〇 ○ ○ 名古屋市港区 Ｈ２７ 陽まわり 共生型サロン 古民家、畑有り 有り 主任児童委員の所有
ＮＰＯ法人名古屋おやこセン
ター

名古屋市地域子育て支援拠点

80 〇 〇 〇 〇 名古屋市北区 Ｈ２７ ゆいまーる大曽根

大規模集合住宅の一部の住戸を賃借して分散型
サービス付高齢者向け住宅７０戸を設置。
同時に賃借した団地内スーパーの空スペースを障
害福祉団体に賃貸し、カフェ、ショップ、資源買い取り
センター、イベントスペースを運営。

ＳＲＣ１１階建
（１９７３年築）

有り
県住宅供給公社から賃
借しサブリース

（株）コミュニティネット
改修の際のサ高住補
助、
あとは事業収入

81 〇 〇 名古屋市港区 Ｈ２８ ゆいまーる神南

大規模集合住宅の一部の住戸を賃借して分散型
サービス付高齢者向け住宅１７戸を設置。（今後コ
ニュニティスペースの整備及び６２戸まで増やす予定
あり）
同じ集合住宅の一部で名古屋市のセーフティネット
住宅（１０戸）も運営。

ＳＲＣ１４階建
（１９８８年築）

有り
民間事業者が買取った
雇用促進住宅の一部を
賃借

（株）コミュニティネット
改修の際のサ高住補
助、
あとは事業収入

82 〇 〇 京都市右京区 Ｈ２７ 店舗併用住宅→障害者就労継続支援施設
Ｓ１０築
木造２階建
店舗併用住宅

有り
改修費用は所有者負担
補助（特定目的活用支援タイプ）あり

83 〇 〇 大阪市港区 Ｈ２５ デーセンター音・on 事務所付き工場を障害者生活介護事業所に改修 鉄骨創 有り 賃貸 （社福）ゆうのゆう ※１
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84 〇 〇 大阪府箕面市 Ｈ２４ まめべや
障害児を持つ親が株式会社を設立し障害児者支援
事業所

ＲＣ造5階建の1区
画

有り 賃貸 （株）まめっと ※１

85 〇 〇 〇 〇 大阪府堺市 Ｈ２２ 泉北ほっとけないネットワーク

地域レストラン（空き店舗　２個所　計230㎡）
まちかどステーション（空き店舗　58㎡）
生活支援住宅（府営住宅空き住戸　７戸　計300㎡）
シェアハウス（134㎡）
このほか配色サービス、健康相談、など

泉北ニュータウン
住民，ＮＰＯ、大学、行政が協
議会を組織

86 〇 〇 大阪府堺市 Ｈ１５ ハーモニーあかさか 府営住宅を高齢者グループホーム（6名）に ＲＣ造５階建 有り 賃貸 （社福）野田福祉会 ※１

87 〇 〇 〇 大阪府堺市 Ｈ３０ やまわけキッチン 惣菜店、食堂
公社の集合住宅
の１室

大阪府住宅供給公社 ＮＰＯ法人ＳＥＩＮ
財団からの助成、
ｸﾗｳﾄﾞﾌｧｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

88 〇 〇 東大阪市菱屋西 Ｈ２８ あきばこ家

近畿大学の学生による空き家リフォーム
１Ｆ：市民や子供の居場所（週5日以上の貸出とイベ
ント開催）
２Ｆ：学生ルームシェア

木造平家
築50四軒長屋

有り ５年間の有償賃借
改修費用は所有者負担
市の地域まちづくり活動助成あり

89 〇 〇 〇 豊中市上野東 Ｈ２９
学友collaboつどい場ゆりちゃん

閑静な住宅街に佇む敷地面積659㎡、建物面積
148.22㎡の大きな住宅
学習支援・遊び支援で実績のあるNPO法人学遊と、
つどい場ゆりちゃんが共同で運営しているコミュニ
ティーサロン

木造２階建て
現況の
まま

有償賃借
ＮＰＯ法人学遊とつどい場ゆ
りちゃんの共同運営 豊中市空き家マッチング支援事業

90 〇 〇 奈良市大柳生町 Ｈ２９
就労継続支援施設　くれよんの
里

障害者就労継続支援
木造平家
市街化調整区域

有り 有償賃借 ＮＰＯ法人　くれとんの里

91 〇 〇 奈良県生駒市 Ｈ２５ ソフイア東生駒こども園分園 保育園の分園 ファストフード店 有り 有償賃借 （社福）みやび ※１

92 〇 〇 西宮市今津巽町 Ｈ３０ フォーワンズスペース
難聴者のサロン、手話教室等開催
訪問介護事業所

木造２階建 現況で 有償賃借　２年 ＮＰＯ法人

93 〇 〇 神戸市兵庫区湊川町 Ｈ２８
多世代の居場所
空き家改修・耐震補強のモデルルームを兼ねる

木造平家 有り １０年間の無償賃借
地元工務店等で構成する地
域団体

神戸市空き家再生等推進事業

94 〇 ○ 倉敷市連島町西の浦 Ｈ２４
男の居場所としてスタート、
食事会、子育て支援など

保育園 地域住民 倉敷市「通いの場」事業

95 〇 倉敷市玉島黒崎 Ｈ２７
呉服店のスペースを利用して体操教室やサロンを開
設

地域住民 倉敷市「通いの場」事業

96 〇 〇 〇 倉敷市児島下の町 Ｈ２７ 交流サロンふらっと
交流の場
月～土　講座開設

クリーニング店 有り 地域住民 倉敷市「通いの場」事業

97 〇 〇 倉敷市粒江 Ｈ２９ 交流の拠点 民家 地区社協 倉敷市「通いの場」事業

98 〇 〇 倉敷市中庄 Ｈ２１ どまんなか
交流（月～土　健康教室、日舞、親子体操等）
３団体が月７回昼食づくり

古民家 地区社協 市の委託料　他 倉敷市「通いの場」事業

99 〇 〇 倉敷市福田町 Ｈ２９ みんなの食堂
子育て支援、カフェ運営
多世代交流の場

空き店舗 ＮＰＯ法人ファミリーステップ 2018.8閉店

100 〇 〇 〇 〇 広島市佐伯区 Ｈ２４
多世代交流スペース「ら・ふぃっ
とＨＡＵＳＥ」

認知症高齢者ＧＨ、デイサービス「ゆるり」、
障害児支援　ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ「ゆるり」
おしゃべり食堂、おやこＤＥ　caféなど

団地の空き室 ＮＰＯ法人悠々自在

101 〇 〇 下関市富任町 富任茶話会 茶話会、脳トレ、体操等

102 〇 〇 下関市長崎新町 なごみ会 いきいき百歳体操、茶話会等

103 〇 〇 福岡市早良区 Ｈ２８ 利生院 障害福祉サービス事業所 木造平家 有り
有償賃借
サブリース

（株）でかぬーて

104 〇 〇 宮崎市青島地区 Ｈ２９ 青島浜のばんこ会
サロン活動　健康体操、ゲーム
火、金曜日　１０－１５時　参加費@100

生き活き地域活動応援事業

105 〇 〇 宮崎市大橋地区 Ｈ２７ 大橋３丁目健康会
空家を公民館に再利用し介護予防事業を実施
（健康体操、血圧測定など）

所有者と賃貸借契約 家賃の半額を市が補助


