
報道関係各位 2016年 2月 25日 

ＵＲ都市機構（独立行政法人都市再生機構）では、築年数が古く住民の高齢化が進む団地に若い世代にもお住まいいた

だけるよう、多世代共生による団地のコミュニティや周辺エリアの活性化に取り組んでいます。その取り組みのひとつとして、若い世

代の方々にも快適にお住まいいただくことができるように、多くの団地で空室のリノベーションを行っています。今回、リノベーションに

よって新しく生まれ変わった団地をたくさんの若い世代に知ってもらいたい！若い世代のこれからの人生を応援したい！そんな思い

を実現するために、UR都市機構初の試みとして『UR ワカモノ応援プロジェクト』を立ち上げることとなりました。 

『UR ワカモノ応援プロジェクト』は、一流のアーティスト・クリエイターを目指す若者たちに 1 年間無償で団地に住んでいただき、

「団地の活性化・再生」と「若者たちの夢の実現」を共に目指していくプロジェクトです。プロジェクトの初年度となる今回は、2016

年 4 月から 2017 年 3 月までの期間、「大阪府堺市 白鷺団地 リノベーション住宅」に暮らしていただきます。そこで暮らすこと

となったワカモノたちには、団地での様子や得られた情報を SNS やブログを通じて発信していただきます。さらに、団地内でワカモノ

たちが作品を披露し、その場での団地住民との交流・ふれあいを通じて、ワカモノたちの「夢」のスタートアップ機会に満ち溢れた場

にしてまいります。 

本プロジェクトを通じて、瑞々しい感性をもったアーティスト・クリエイターの卵であるワカモノたちの力をお借りし、高度経済成長・バ

ブル期の象徴としてこれまで数多くの文化を発信してきた団地という場を、これまでとまったく違う「文化・有機的なムーブメントが多

数湧き起こる活気あるステージ」として進化させてまいります。 

｢夢｣を追いかけるワカモノたちを「団地」で応援する UR都市機構初の試み 

リノベーションで新しく生まれ変わった団地でワカモノたちの夢をサポート

『URワカモノ応援プロジェクト』始動！

大阪府堺市 白鷺団地が 1 年間家賃無料 本日から 3/9（水）までWEBサイト上にてご応募受付中 

大阪府堺市 白鷺団地 リノベーション住宅

【本プロジェクトに関するお問い合わせ窓口】 

独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 総務チーム 伊藤 

TEL：06-6969-9008 FAX：06-6967-0658 MAIL：s-itou04@ur-net.go.jp 

tel:06-6205-9800


◆ UR ワカモノ応援プロジェクト 概要

本気で「夢」を追いかけるワカモノたちを応援するプロジェクト。そこに住むワカモノたちが、「団地暮らし」や「住民とのふれあい」、

「周辺エリアの情報」などとともに「夢」を叶える過程も発信します。 

◆ UR ワカモノ応援プロジェクト 応募方法とスケジュール

ミュージシャンやデザイナー、イラストレーター、お笑い芸人など、クリエイターやアーティストを目指す方で URの PR活動をお手伝い

いただける４名のワカモノ入居者を募集します。UR賃貸住宅の白鷺団地に 1 年間家賃無料でご入居いただき、団地での生活

をブログやＳＮＳで情報発信していただきます。また、集会所で定期的に個展やライブを開催していただき、より楽しい団地ライフ

のお手伝いをしていただきます。 

※このリリース内の白鷺団地の写真やロゴデータを使用希望のプレス関係者様は、以下までお問い合わせください。

本気で「夢」を追いかけるワカモノたちが「団地」に暮らして、そこでの「暮らし」や「情報」を発信 

SNSやブログで発信 

団地暮らしや住民の方々との交流、 

周辺エリアの情報などを 

SNS や特設ページ上のプログで配信 

集会所を利用した集客 

個展やライブ・イベントなどを 

集会所で開催し集客を図る 

広告やイベント協力 

各自の特性を活かし、 

広告やイベント開催時に協力 

参加者の数多くのフォロワーに情報配信 参加者の数多くの友人を現地に誘導 UR の PR 活動に協力 

こんなワカモノたちがこんな活動をします 

【本プロジェクトに関するお問い合わせ窓口】 

独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 総務チーム 伊藤 

TEL：06-6969-9008 FAX：06-6967-0658 MAIL：s-itou04@ur-net.go.jp 

■応募方法/web サイト上の申込用紙に お名前・ご住所・ご年齢・お電話番号または、

メールアドレス・クリエーターやアーティストなど今までの実績や経歴・自己ＰＲ・本プロジェクト

に貢献できることをご記入いただき、顔写真を添付しメールまたは、郵送にて応募 

■選考方法/1次選考:3月 11日（金）10～20名様程度を選考

2次選考:3月 17日（木）・18 日（金）面接を実施。本プロジェクトに

貢献できること企画書を用いて約 15分プレゼンテーション

■決定発表/3月 22日（火）合格者に電話・メールにて通知

■契約・入居/契約が完了次第順次ご入居（引越費用を上限 5万円 UR で負担）

3/6（日）： 現地にてプロジェクト説明会 

3/9（水）： 応募締切 

3/11（金）： 1次選考合格者通知 

3/17（木）・18（金）： 2次選考面接 

3/22（火）： 最終合格者発表 

tel:06-6205-9800




築年数の経過した多くの団地では、住民の高齢化が進んでいます。
URでは、これらの団地に若い世代にもお住まいいただき、
多世代共生による団地のコミュニティや周辺エリアの活性化に取り組んでいます。
その取り組みのひとつとして、若い世代の方々にも
快適にお住まいいただくことができるように、
多くの団地で空室のリノベーションを実施しています。

リノベーションによる若い世代の取り込み

DESIGN SELECT アーベイン東三国 暮枠〈クラシック〉 金剛 MUJI×UR 新千里東町

DIY 箕面粟生 STAY+ 夕陽丘 イケアとURに住もう さざなみプラザ第7



新しく生まれ変わった団地を、たくさんの若い世代に知ってもらいたい。
そして、ワカモノ達のこれからの人生を応援したい。
そんな思いをカタチにするプロジェクトを、
堺市の白鷺団地からスタートさせます。

本気で「夢」を追いかけるワカモノ達を応援するプロジェクト
そこに住むワカモノ達が、「団地暮らし」や「住民とのふれあい」、「周辺エリアの情報」などとともに

「夢」を叶える過程も発信します。

ワカモノ達のこれからの人生を応援するプロジェクト



白鷺団地とは

白鷺団地 白鷺団地 白鷺団地

●南海高野線「白鷺」駅から徒歩約5分

■白鷺団地　現地周辺図 ■交通図

※所要時間には乗換時間、待ち時間を含みません。また、ラッシュ時はこれより時間がかかる場合があります。
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【白鷺団地 リノベーションルーム】
例えば、2DKの住戸を、広い LDKと 1居室にした1LDK。
開放的な雰囲気の LDKで、友人を招いてパーティをしたり、
趣味のスペースとして利用するなど、ワカモノ達のライフスタイルに応える住まいです。

ワカモノ達に住んでいただきたい住戸
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※反転タイプもあります。
※床に麦わらパネルを使用しております。

団 地 名 ： 白鷺
タイプ名 ： 1LDK-メ

※間取図と実際の住宅が異なる場合があります。

PS:ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ凡例 MB:ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ :洗濯機置場洗
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1LDK-メ ●住戸専有面積 41㎡
●バルコニー面積 5㎡

※リノベーション住宅内の家具・調度品は、生活をイメージするためのものであり、お住まいいただく住宅には設置しておりません。



本気で「夢」を追いかけるワカモノ達が「団地」に暮らして、そこでの「暮らし」や「情報」を発信

団地暮らしや住民の方々との交流、
周辺エリアの情報などを

SNSや特設ページ上のプログで配信

個展やライブ・イベントなどを
集会所で開催し集客を図る

各自の特性を活かし、
広告やイベント開催時に協力

SNSやブログで発信

参加者の数多くのフォロワーに情報配信 参加者の数多くの友人を現地に誘導 URのPR活動に協力

集会所を活用した集客 URの広告やイベント協力

例えば、こんなワカモノ達が住まい、こんな活動をする



応募条件とスケジュール

2/25（木）：PMより応募開始
3/6（日）：白鷺団地集会所にてプロジェクト説明会
3/9（水）：応募締切
3/11（金）：1次選考合格者決定・通知
3/17（木）・18（金）：2次選考面接
3/22（火）：最終合格者決定・通知
4/1（金）：プロジェクトスタート

ご入居者 限定4組 2016年 4月～2017年 3月まで

1年間家賃・共益費無料 さらに
引越費用
5万円
URが負担

■応募方法/webサイト上の申込用紙に お名前・ご住所・ご年齢・お電話番号または、メールアドレス・クリエーターやアーティストなど
今までの実績や経歴・自己ＰＲ・本プロジェクトに貢献できることをご記入の上、顔写真を添付しメールまたは、郵送にてご応募ください。
■選考方法/●1次選考:3月11日（金）10～20名様程度を選考●2次選考:3月17日（木）・18日（金）面接を実施。
　本プロジェクトに貢献できることを約15分プレゼンテーションしていただきます。
　プロジェクトに貢献できることをご記入いただいた企画書をご持参の上お越しください。
■決定発表/3月22日（火）合格者に電話・メールにてご通知いたします。
■契約・入居/契約が完了次第順次ご入居いただきます（引越費用を上限5万円負担します）。
※リノベーション住宅内の家具・調度品は、生活をイメージするためのものであり、お住まいいただく住宅には設置しておりません。


