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この事業計画書に記載している重点課題は、東京オリンピックが開催される２０２０年
までに実現することを目指しています。



１．設立から６年間の経緯と活動実績

《実績》
＊会員数２０１５年４月１日現在（カッコ内は設立当初）

９６（２８）会員：企業３８（１９） 団体９（１） 個人３７（８） 賛助９（０） ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ３（０）

＊定例的な活性化イベント（２００８年から２０１４年度までの実施回数）
・大井どんたく夏まつり ７回
・スポーツＧＯＭＩ拾い大会 ５回
・大井焼酎スクラッチラリー ４回
・大井町ウォーク（バル）春・秋 各３回
・スポーツ鬼ごっこ全国大会 in  品川 ２回（３回目からは他の地域で実施）
・そばの花観察スケッチ展 ８回

＊総合的なまちづくり推進に関する活動
・地域ブランディング事業（品川区策定 大井町駅周辺地区まちづくり構想に基づく） ２０１１年度
・人があつまる大井町駅前中央通り（駅前ロータリー＆立会道路を含む）アイデアコンペ ２０１２年度
・大井町駅前中央通り（駅前ロータリー＆立会道路を含む）の改善提案 ２０１３年度
・大井町駅周辺地区バリアフリー計画に関する改善提案 ２０１４年度

《これまでの経緯》

２００８年（Ｈ２０年）９月の設立以降、早や７年目の活動に入りました。この間、当法人の地域への認知度は、
決して十分とは言えませんが、少しずつ着実に広がってきています。

スタート時に会員数が２８会員だったものが、９６会員（オブザーバー３を含む）まで増え、各種のイベント事業
においても、若手の会員に参画してもらえるようになってきています。

また、２０１１年（Ｈ２３年）に品川区が策定した「大井町駅周辺地区まちづくり構想」に基づいて、当法人にお
いて「地域ブランディング事業」を実施し、「人が集まる大井町駅前中央通りアイデアコンペ」や品川区主催の
「大井町駅周辺地区バリアフリー計画策定協議会」への参画などを含めて、今後の大井地域のまちづくり構
想の方向性が見えてきています。



２．活動実績に関する分野別の概要



３．当法人が目指す将来像

【出所：経済産業省「ソーシャルビジネス研究会報告書」】
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当法人は、品川区との連携により“大井地域における都市型のまちづくり”を積極的に
推進する事業型ＮＰＯ法人の実現を目指しています。
その要件として、以下の３項目を重要な要素として捉えています。

①自前の拠点（事務所及び人が集まれるコミュニティスペース）を持つこと。

②安定的な経営基盤としっかりした運営体制を構築すること。

③コミュニティビジネス分野での事業を積極的に展開すること。

事業型ＮＰＯ



設立からの６年間（第１ステージ）における実績としては、以下の３点が挙げられます。
 基本的な組織基盤と運営体制の構築
 地域並びに品川区に対する当法人のある程度の認知
 第２ステージ（２０２０年までの６年間）の方向性の見出し

上記の実績をもとに、本格的な大井地域のまちづくり事業活動を積極的に推進する上での重点課
題は、以下の通りです。
※後掲の重要キーワードの要素を組み込んで、具体的な検討を行なう。

① 大井町駅周辺地区まちづくり計画の具体的な推進（品川区の都市計画と連動）
・委員会を設置して検討課題について継続的な議論を行ない、随時品川区へ提案していく。
・課題は、バリアフリー委員会で検討してきている課題をベースとし、新たな課題を加える。

※一部、中長期的な課題を含む。
※新しい多世代共創型コミュニティ創成事業に関する調査・研究を含む（別紙を参照）。

② 組織運営並びにまちづくり活動に必要となる安定的な資金の確保事業への積極的な取組み
・会費とバナー広告で、運営コストの大方はまかなっているが、充分ではない。
・資金調達が可能となるＣＢ事業を立案・実施して、収支改善を積極的に推進していく。

③ 情報受発信の仕組み再構築による認知度の向上とにぎわいの創出
・現在まで様々なツールを作ってきましたが、相互連動した仕組みと更新対策が出来ていない。
・効果と効率を高めるために、デジタルとアナログの両面を考慮した仕組みを再構築する。
・デジタルに関しては、継続的な更新業務ができる体制と仕組みの構築が重要となる。

４．事業計画：重点課題への取組み（４－１）



① 大井町駅周辺地区まちづくり計画の具体的な推進（品川区の都市計画と連動）

ハードを中心としたインフラ整備の課題が中心となっているため、品川区との連携が重要となって
きます。
実現できる課題から優先順位を決めて、分科会を設けて積極的に取り組んで行く予定です。
そのためには、多くの会員の積極的な参画が必要となります。

具体的に取り組む課題は、２０１５年３月３１日現在で以下の通りです。

 ＪＲ職員住宅の取り壊し（及び跡地の再開発）に関する案件（※再開発は中長期課題）
 交番を見える位置に移設する案件
 大井町駅前に広場をつくる案件
 広場と関連して、セミオープンデッキをつくる案件
 アトレと跨線橋の間に広場をつくる案件
 地下駐輪場をつくる案件
 みど＊リンク活動の推進方策構築の案件
 東急大井町線駅前にスロープを付設する案件
 浅間台通りの整備に関する案件
 防犯カメラの設置台数を増やす案件
 ソーラーパネル付き街路灯を設置する案件
 大井町駅の景観改善に関する案件
 商店街の案内サインを設置する案件
 多世代共創型コミュニティ創成事業の調査・研究に関する案件（※中長期課題）

４．事業計画：重点課題への取組み（４－２）



４．事業計画：重点課題への取組み（４－３）

② 組織運営並びにまちづくり活動に必要となる安定的な資金の確保事業への積極的な取組み

収入を得るために常にマンパワーを必要としない、主に権利的な収入になるような事業を構築し、
安定的な資金を確保していく。

 ベースとしては、会員数とバナー広告数を増やして収入を増やし、確実に運営コストを上回れ
るようにする。
そのためには、ウィンウィンの関係が実現できる活発なまちづくり活動を実施し、多くの企業・
団体・個人に参画してもらう必要がある。

 ２０１４年度からスタートした「地域活動支援型自販機事業」を継続し、設置台数を増やしてい
き、毎月の安定的な収入額を増やしていく。（月額約３万円 2015.3.31現在）

 会員との協働による新たなＣＢ（コミュニティビジネス）事業を構築し、安定的な収入源として育
成していく。
地域活動支援型自販機事業に引き続き、「品川のまち並み・風景イラスト活用事業」や「大井
町ファーム事業」を推進する。
さらに、会員からも積極的にやりたいことを提案してもらう。

※ 永続的な組織運営体制を実現していくためにも、次代を担ってもらえる事務局（長）スタッフの
育成が極めて需要となる。



４．事業計画：重点課題への取組み（４－４）

③ 情報受発信の仕組み再構築による認知度の向上とにぎわいの創出

現在ある様々な情報ツールは、その告知効果が充分に発揮できていません。
デジタルとアナログの両面を考慮した効果的な仕組みを再構築していく必要があります。
特にデジタルに関しては、継続的な更新業務ができる体制と仕組みの構築が重要となります。

（現在あるツール）
 デジタル関係

・大井町ポータルサイト
・大井グルメガイド※日本語・英語・中国語
・大井スマホサイト（シナモロールのお～い散歩）※日本語・英語・中国語
・大井スマホサイト用のアプリ（シナモロールの大井町探検）※日本語・英語・中国語

 アナログ
・地域情報誌「おおいまち」 ※リニューアル版を検討中
・各種イベントのポスターやチラシ
・大井グルメガイド※日本語・英語・中国語

（対応課題）
 デジタルツールの管理一本化（サーバーと管理者）
 デジタルツールの更新に関する仕組みと予算捻出
 地域情報誌「おおいまち」のリニューアル版発刊のための資金調達
 広報担当者の設置（デジタルツールの更新担当兼務・事務局のサポーター）



《補足資料》
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景観改善・環境改善・ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ作り・ｴﾘｱ別再開発・回遊性改善

ハード面の整備・充実（品川区への提案）

ソフト面の整備・充実

防犯・防災・発生時対策

健康維持・増進

出産・子育て

教育・生涯学習

環境保護・改善
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１．事業展開における構成要素の関係チャート
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（企業・団体・個人）

自主事業３
（企業・団体・個人）

プロデューサー

NPOまちづくり大井
組織経営

CB（コミュニティビジネス）に関わる関係者の位置づけ

参
画
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画

NPOまちづくり大井

＊助成事業
＊委託事業
＊協働事業
＊事業連携 など

＊会員への入会
＊事業への協賛
＊有形＆無形資産を

活用しての協力 など

＊NPOが展開する事業への参画
（業務委託・有償ボランティア） など

＊NPOの経営へ参画
＊NPOの事業推進・管理責任 など

＊独自で事業展開
＊NPOが様々な支援
（告知協力・集客協力・
資金提供など）

２．事業の取り組みに関する役割関係チャート



ＮＰＯまちづくり大井

大井地域のまちづくり
事業計画２０２０

ジェロントロジー
（別紙参照）

シビックプライド
（別紙参照）

プレイス
メイキング

（別紙参照）

大井地域における
経年優化のまちづくり実現

（多世代共創型コミュニティ）

（社）グローバル・ジェロントロジー・センター提唱
（University of Southern California ×山野学苑）

東京理科大学理工学部建築学科
准教授 伊藤香織さん提唱 国土交通省提唱

公共的空間（パブリックスペース）には、活気
ある賑わいを求める利用者と、静かに過ごし
たい利用者のどちらも訪れる可能性があり、
実際に両者は混在していると考えられる。

そのため、公共的空間には、楽しみやサービ
スを提供することで活動しながらの滞留を促
す「能動的滞留」エリアとともに、居心地良く
することで滞留を促す「受動的滞留」エリアの
両方を兼ね備える必要がある。

都市に関係する人々（そこで住んだり、働い
たり、遊びに来たりする人たち）が、その都
市に対して持つ誇りや愛着のこと。

ノスタルジアではなく、都市をより良い場所
にするために、自分自身が関わっているとい
う当事者意識に基づく自負心。

生涯にわたる人間の発展と加齢の研究であり、歳をとるという要因である遺伝子・環境・経験・ライフスタイルの影響を研究している学問です。

つまり、昨今言われている“アンチエイジング”ではなく、健康で活動できる“アクティブエイジング”に着目をし、寿命が延びたことによる“豊かな
生き方”（クオリティ・オブ・ライフ）を研究している学問です。

“ジェロントロジー”は、高齢者や高齢社会だけをターゲットとしているものでなく、全ての人間一人ひとりが、社会と共生していくために必要であ
ると考えています。

３．事業展開計画の実施に関わる重要キーワード（詳細は次ページ以降を参照）
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（都市のコミュニケーション・ポイント）

（出典：ｼﾋﾞｯｸﾌﾟﾗｲﾄﾞ 宣伝会議）

４．重要ｷｰﾜｰﾄﾞ：シビックプライド



ジェロントロジー
医学

心理学 生理学

生物学

経済学 法律学

南カルフォルニア大学は、アメリカ政府調査によると、全米の研究型大学のトップ１０のひとつにランクされ
る名門大学で、ロサンゼルス中心に位置し、1880年創立されたアメリカ西海岸で最古かつ最大の私立研究
型大学です。
７６の学士課程、１２２の修士・博士課程を有する総合大学で、教育環境及び教授陣の質の高さにおいて、
米国で抜群の知名度を誇っています。
ジェロントロジー学部のランクは、ハーバード大学を抑えて、全米1位にランクされています。

５．重要ｷｰﾜｰﾄﾞ：ジェロントロジー（University of Southern California）

テーマ：“人間の老化をいかに遅らせられるか”

高齢化社会の到来は、“まちづくり事業”において避けて通ることが出来ない問題です。
高齢者というイメージは、一般的に「支えられる側」として捉えられていますが、多くは元気な高
齢者であり、これからは「支える側」なってもらうことが、高齢者のＱＯＬ（Quority of Life 人生の
質）を高めることにつながります。積極的に社会に関わってもらうことにより、地域の発展を推進
していくためには、ジェロントロジーを学ぶことが重要であると考えています。



６．重要ｷｰﾜｰﾄﾞ：プレイスメイキング

分類 要素 成果 摘要

能動的滞留
（よろこび要素）

面白い にっこり この６つのよろこび要素を感じる
のが五感である。すなわち「見る
(目)」「聴く(耳)」「匂う(鼻)」「味わう
(舌)「触れる(皮膚)」の五感を通じ
てよろこびを感じることである。

気持ち良い 夢中

驚き・目新しさ ウォーと感じる

美味しい 味の満足

楽しい うきうきする

嬉しい 感謝の気持ち

受動的滞留
（居心地要素）

快適 壮快 我々、動物や人間は、快適な空
間と心地良い場、さらには仲間と
の良好な交流が生活に必要不可
欠な要素である。

ロマンチックな気分の場や交流
のできる場や清潔・健康的な場、
良い意味での不良っぽい場とい
う言葉で表現できる。

交流 仲間意識

借景 借景の商売化

癒し 元気になる

異次元 斬新さ

臨場感 参加憾

プレイスメイキングは、“サードプレイス”とも言われています。自宅（ファーストプレイス）や職場・学校（セカンドプレイス）
とは異なる場所として定義される。その特徴は、カフェやバーのように、自宅や学校ではないにも関わらず、遊び心にあ
ふれそこを利用する人々に家庭のような快適さといつもの仲間たちとの交流を提供する場所である。
（都市社会学者のOldenburg(1989)によって提唱）

（出典：次世代型SCに人を集める機能 日刊レジャー産業資料 2011年1月号
copyright：㈱ダイナミックマーケティング社）


