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ノベーションまちづくりで

ちなかに暮らそう

リ
ま

～空き家 ・ 空室活用のすすめ～

平成30年１⽉  那覇市

最近多く見られるようになった「空き家・空室」をリノベーションすることで、

●建物所有者は、収益が得られる新たな “地域の資産” に再生させることができます。

●居住者は、“⾃分のライフスタイルにあった暮らし” を実現できます。

那覇市は、まちなか区域におけるこのような取り組みを推進します。

 ◆ 「リノベーションまちづくり」 とは？
既存の空き家・空室を含めたまちの資源を活用することで、その地域の居住者や就業者を増

やしコミュニティの再生、エリア価値の向上などを図る取り組みです。

那覇市では、既存の空き家・空室を活用して、建物の内外装のデザイン性を高めたり、居住

者のニーズに合わせた用途や間取りの変更により、コミュニティの活性化を目指しています。



 空き家・空室活⽤の進め⽅とリノベーションのイメージ

STEP1 空き家・空室の活⽤でまず検討することは︖
●空き家・空室の活用を検討する際、どのような改修をすればいいのか、費用はどのくらいかかる

のかなど、まずは実績のある専門家に相談してみましょう。

●賃貸物件のリノベーションにはいくつかの手法があります。

(1) カスタマイズ賃貸
建物所有者が入居者の希望を聞きながら改修を実施して貸し出す方法です。

(2) ＤＩＹ賃貸
⼊居者が借りた住宅等を自分で改修する方法です。家賃は通

常の価格より低くなるのが一般的です。改修内容については

建物所有者と入居者で話し合って決めることが重要です。

(3) サブリース⽅式
リノベーション事業者が所有者から建物を借り受け、改修を

行って入居者に貸し出し、回収した家賃から必要経費を差し

引いて建物所有者に支払う方法です。

STEP2 リノベーションの資⾦計画はどのように考える︖

ケース 1（カスタマイズ賃貸）
（例）長く空いていた３DK のアパートの一室を、入

居希望の若い夫婦の意向を聞いて１ LDK に改

修して内装や照明、キッチン等を新しいものに

変えて貸すことにしました。

（専⾨家と検討した結果・・・）
① 自分のライフスタイルに合わせて改

修してほしいという入居者がいたの

で約 120 万円を掛けて家主が改修

しました。

② 家賃は、それに見合って設定（相場

の５万円を６万円に）することにし

ました。

【家 主】建物所有者が 120 万円を負担するが、毎

月６万円の家賃で、２年間で投資を回収で

きます。

【⼊居者】相場のプラス１万円で自分のライフスタ

イルに合った住宅に住めます。

リノベーションのイメージ ( 例１）

※これらはあくまで一例です。物件により費用は異なるので専門家の

アドバイスを得てご検討下さい。

この写真はイメージです。

【Before】

【After】

写真提供：｢沖縄不動産文庫｣ 

ディ・スペック ( 株 )
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建物所有者より　Owner Interview トイレでエリアのリノベーション



ケース２（ＤＩＹ賃貸）
（例）２DK の古いタイプのアパートが空き家になっ

ています。改修費用も負担できないのですが、

借りてくれる人を探していました。

（専⾨家と検討した結果・・・）
① 入居者が自分で改修するＤＩＹ方式

が考えられ、そのままの状態で住む

人を探しました。

② 入居者は、家主の許可を得て、専門

家のアドバイスをもとに自分で部屋

の改修を行いました。

【家 主】ほとんど負担なしで、家賃４万円を得ら

れるようになりました。

【⼊居者】入居者が改修費の 50 万円を負担しまし

たが、相場より１万円安く借りられたので、

４年間住むと、ほぼ相場家賃で自分の好み

の住宅に住めるようになりました。

ケース 3（サブリース⽅式）
（例）３階建ての併用ビルがまるごと空いているので

すが、内階段のため借りてくれる人がなかなか

見つかりませんでした。

（専⾨家と検討した結果・・・）
① １階を雑貨店に、２，３階をシェア

ハウスに、まとめて借り上げたいと

の事業者が現れました。

②改修費用も事業者が負担するという

ことで、家賃は事業収支からお互い

の納得できる範囲で決めました。

【家  主】今まで収益のなかった物件から毎月 20 万

円の家賃が得られるようになりました。

【事業者】事業者が 600 万円を負担して改修工事を

実施しました。

1 階を 15 万円、2、3 階を 20 万円（5

万円 ×４世帯）で入居者に賃貸し、計 35

万円 / 月の賃料のうち、家主には 20 万円

を支払います。

最初に投資した 600 万円は３年４か月で

回収します。

※ 契約について　ケース２（ＤＩＹ賃貸）の場合の賃貸借契約では、退去時に入居者の現状回復義務免除、居住者

が行なった設備や造作の家主への買取請求なし、入居期間中の維持管理は入居者が行うこととし、新たなリフォー

ムを行う場合は家主の許可を得ることを契約に定めました。

この写真はイメージです。
写真提供：週刊タイムス住宅新聞、（株）佐平建設

この写真はイメージです。

写真提供：（株）佐平建設

リノベーションのイメージ ( 例２）

リノベーションのイメージ ( 例 3）

【Before】　　　　　　　　 【After】

【Before】

【After】

※これらはあくまで一例です。物件により費用は異なるので専門家の

アドバイスを得てご検討下さい。

古い２DK をアジアンリゾート⾵の内装に

２



 
 リノベーションの効果 

リノベーションの効果①
       建物所有者にとって

★所有する建物を、建て替えと比べて少ないコス

トで、収益性のある物件に再生することができ

ます。

★居住者の好みに合わせた住まいづくりによって

物件１つ１つに個性が生まれ、建物の資産価値

の向上につながります。

★居住者が愛着をもてる空間を生み出すことで、

長く住んでもらうことができ、安定的な家賃収

入が見込めます。

リノベーションの効果②
         ⼊居者にとって

★自分のこだわりの住まいと生活を手に入れるこ

とができます。

★シェアハウスなどでは割安な家賃で広い生活ス

ペースが確保できます。また同じ趣味や志向の

人が集まることでコミュニティのある暮らしが

送れます。

★将来、家を持つ時などに改修の経験が活かされ、

家づくりのノウハウが学べます。

リノベーションの効果③
          まちにとって

★まちの資源を活用して、住宅だけではなくカフェ

や店舗等の交流スペースを創出することで、地

域のにぎわいや交流人口の増加が図られます。

★空き家・空室が使われることで、防犯面の不安

も解消されます。

★シェアハウスなどの新しい住まい方が拡がり、

地域コミュニティに寄与します。

★まちなかでスモールビジネスや不動産活用事業

者が生まれるなど、就業の場の創出にも繋がり

ます。

居住者が交流できる屋上

ロイヤルアネックス（東京都豊島区）

⼊居者といっしょに作るカスタマイズ賃貸

ロイヤルアネックス（東京都豊島区）

シェアできる畑やカフェがある団地

ホシノタニ団地（神奈川県座間市）

３

建物所有者より　Owner Interview トイレでエリアのリノベーション



 　　 ひめゆり同窓会館 DATA
　　　　　　　ひめゆり同窓会館は、那覇市安里（栄町市場内）にある３階建のＲＣ造の

　　　　　　建物で、ひめゆり平和祈念財団事務局及び沖縄師範学校女子部・沖縄県立第

一高等女学校の同窓生の集まる同窓会館として使用されてきましたが、財団事務局が糸満

市にあるひめゆり平和祈念資料館内へ移転してからは、月２回程度の同窓生のコーラス練

習以外には、約２年間ほぼ使用されていない状態となっていました。

そのため、２階を平和の島・文化の島・沖縄の発信拠点「ひめゆりピースホール」として、

３階を同窓生の宿泊施設であった既存の造りを活かした市場の上に泊まる宿「リリィホス

テル」として、2017 年にリノベーションしました。

ひめゆり同窓会館は、文化・芸術や地域密着型の観光を通して、変わらぬ平和への思

いを栄町から発信し続けていきます。

栄町市場内は、賑わいがある一方、トイレ

未設置店が多く、トイレ不足による衛生面等

に課題があります。

そのため、市場の来訪者な

どにトイレの提供を行うため、

ひめゆり同窓会館併設外トイ

レ（ひめゆり平和祈念財団所

有）をリノベーションしました。

トイレの提供が市場に新た

な来訪者層などを呼び込み、

地域の更なる賑わい・活性化

へ繋がることが期待されます。

Ｑ：リノベーションをおこなったきっかけは？

Ａ：那覇市のモデル事業に応募し、会館の利活用について相談を行っ

たことがきっかけです。

Ｑ：なぜリノベーションをしようと思ったのですか？

Ａ：建物は使用していないと劣化の進行が早いと聞きます。そのよ

うな理由などから使用頻度が極端に低下していた会館（建物）の

使用頻度を上げるために、手法の適用を考えはじめました。

Ｑ：リノベーションを行ってよかった点はなんですか？

Ａ：この場所が『ひめゆり』発祥の地であるという同窓生の思いな

どをアピールできる機会が増えたこと、同窓生の皆さんが会館の

リノベーションを非常に喜んでくれたことがよかったと思いま

す。会館のリノベーションが、地域の賑わいに繋がる可能性があ

ることもよい点だと思います。

Ｑ：リノベーションを検討されている方にメッセージをお願いします。

Ａ：信頼できる再生事業者などを見つけて、相談を行うことが大切

だと思います。相談をとおして、より洗練された建物の活方法を

見つけていくとよいと思います。 ４

建物所有者より　Owner Interview建物所有者より　Owner Interview建物所有者より　Owner Interview

市場・⼟地を体感できる宿
リリィホステル

学び・交流・情報発信の場
ひめゆりピースホール２階

３階

AfterAfter

Before

事例紹介１ ひめゆり同窓会館 ~ 栄町から平和を発信し続ける ~

リノベ後の会館使⽤状況

栄町市場内の様⼦

After

清潔なトイレを
         使⽤できます︕

トイレでエリアのリノベーショントイレでエリアのリノベーショントイレでエリアのリノベーション



（お問合せ先）
那覇市役所 建設管理部 建設企画課

◆那覇市泉崎 1-1-1 
◆電話︓(098)951-3235 ◆FAX︓(098)951-3252
◆Email︓b-kikaku001@neo.city.naha.okinawa.jp

Ｑ１.リノベーションをすると、次の⼈に貸しにくくならない︖

リノベーションの内容は居住者と建物所有者の話し合いにインテリアなどの専門家も加わっ

て決めることになるので、時代のニーズに合ったデザイン性の高いものになると考えられます。

居住者のこだわりを反映した住宅となるので個性的な物件となり、他との差別化による魅力

が高まります。

Ｑ２.どんな建物でもリノベーションできるの︖

用途の変更を行う場合は、建築基準法の規定に適合させる

必要がありますが、間取りをはじめとしてほとんどの変更が

可能です。上下階との関係でキッチンや浴室などの水周りの

移動に制限が生じたり、使用できる床材が制限されることが

あります。

なお、長く空き家であった場合などは、劣化診断を行い居

住者が安心して住める状態にした上でリノベーションをする

ことが必要です。

Ｑ３.居住者が⾃分で改修 (DIY) を希望する場合は︖

近年、自分で壁紙や床材を貼ったり、棚を造りたいと

いう人が増えています。今まで建物所有者が行っていた

改修を、居住者自身のニーズや好みに合わせて行う暮ら

し方が少しずつ拡がっています。

その際、居住者と建物所有者で話し合って、改修可能

な部分をはっきりさせ、退去時の原状回復（義務なし）や、

居住者の実施した造作の扱い（家主の買取り義務なし）

等をあらかじめ賃貸借契約で決めておくことが重要です。

リノベーションに関する Q&A

５

Administrator
テキストボックス
まちなみ共創部　まちなみ整備課

Administrator
テキストボックス
862-8874

Administrator
テキストボックス
T-SIGAITI001@city.naha.lg.jp      
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