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『公的不動産活用通信（PRE メールマガジン）』【第２４号】 民間都市開発推進機構 

 

公的不動産活用通信（PRE メールマガジン）、第２４号を送付します。 

PRE メールマガジンは、公的不動産の最新動向を中心に、  

まちづくりに役立つ情報をお届けします。 

 

━2019 年/5/29 配信━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   

一般財団法人 民間都市開発推進機構 

『公的不動産活用通信（PRE メールマガジン）』【第２４号】  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   

【2019 年 5 月 第 24 号 目次】 

 

■PRE（公的不動産）関連ニュース（1 件） 

〇茨城県常総市が「公共施設のトライアル・サウンディング」等を開始  

 

■まちづくりトピックス（3 件） 

〇2018 年 10 月の住宅・土地統計調査で、空き家率が過去最高の 13.6% 

〇国土交通省が令和元年度「手づくり郷土賞」の募集を開始 

〇手づくり郷土賞 2018 年グランプリ「小樽雪あかりの路」事例考察 

 

■民都機構トピックス（1 件） 

〇民都機構「新津山国際ホテル建設事業」を支援 

 

■編集後記  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■ＰＲＥ（公的不動産）関連ニュース（1 件）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇茨城県常総市が公共施設の「トライアル・サウンディング」等を開始 

 

 常総市は 2019 年 4 月、公共施設の利活用に関する 2 つの制度を発表しました。 

1 公共施設マネジメント民間提案制度（茨城県の自治体で初めての試み） 

2 トライアル・サウンディング（全国の自治体で初めての試み） 

 

 公共施設マネジメント民間提案制度は、民間事業者から市が保有する土地・公共 

施設に関しての提案を求め、公共施設マネジメントに貢献する提案を選定し、採用 

された提案者との協議を経て、事業化を図るものです。 

 対象施設は、公民館やスポーツ施設など 174 件。 

 提案期間は、2019 年 9 月 13 日までです。 

 

一方、トライアル・サウンディングは、市が保有する公共施設等の暫定利用を希望 
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する民間事業者を募集し、一定期間、実際に使用してもらう制度です。 

暫定利用料は原則免除されます。 

対象施設は、水街道あすなろの里、吉野公園の 2 件。 

トライアル期間は、2019 年 12 月 31 日までです。 

 

常総市では、自治体側と民間事業者側に、それぞれ次のような 

効果を期待しています。 

 

 自治体は、民間事業者の事業集客力、信用、施設との相性を確認する 

ことができる。 

 民間事業者は、立地、使い勝手、採算性などを暫定利用しながら確認する 

ことができる。 

 

 詳細は以下、常総市のホームページをご覧ください。 

http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/somu/fm/dep_fm/news/1554336723871.html 

 

 

【編集者のコメント】 

常総市による上記 2 つの制度は今、全国から注目を集めています。 

例えば、2019 年 4 月 23 日に開催された「第 160 回 日本 PFI・PPP 協会 

セミナー」でも 50 分の時間を割いて、常総市の取り組みが紹介されています。 

2 つの制度のうち、全国の自治体で初めての試みである「トライアル・サウン 

ディング」の注目度は特に高い。 

 

無料で試用してもらい顧客に価値を認識してもらう「トライアル」は、価格が 

高くて、なかなか売れない物の販売促進を図るマーケティング手法の王道と 

言われます。近年、人口減少に悩む地方が移住者を獲得する手法として 

「お試し移住」制度を導入する自治体が増えています。 

お試し移住に使う住宅は、空き家をリノベーションして活用することで、人口減少 

対策と空き家対策に相乗効果をあげている自治体も見られます。 

 

 例えば「長野県 移住者向け空き家ポータルサイト」を見ると、長野県内で 20 の 

自治体が空き家を「移住者お試し住宅」として活用している動向が分かります。 

 詳細は以下、長野県 移住者向け空き家ポータルサイトをご覧ください。 

https://rakuen-akiya.jp/infomation/ 

 

以上のような動向から、トライアルは今後、価格が高い物の販売促進だけではなく、 

価格が更に高い不動産の活用促進にも有効な手法と位置付けられるでしょう。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■まちづくりトピックス（3 件） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇2018 年 10 月の住宅・土地統計調査で、空き家率が過去最高の 13.6% 

 

http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/somu/fm/dep_fm/news/1554336723871.html
https://rakuen-akiya.jp/infomation/
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総務省統計局が 4 月 26 日に発表した 2018 年 10 月時点の住宅・土地統計調査 

によると、空き家率は過去最高の 13.6%でした。空き家率などの推移は次の通りです。 

 

年度            1998   2003   2008   2013    2018 

総住宅数（単位：万）  5025   5389   5759    6063    6242 

空き家数（単位；万）   576    659    757     820      846 

空き家率（%）       11.5    12.2    13.1     13.5     13.6 

 

 住宅・土地統計調査の詳細は以下をご覧ください。 

https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/g_gaiyou.pdf 

 

【編集者のコメント】 

空き家が増加し続ける中、空き家の削減・利活用は重要な政策課題です。 

その政策事例として「お試し移住」制度を先述しました。 

 

民間都市開発推進機構には、空き家や空き店舗をリノベーション等により再生・ 

利活用する制度があります。詳細は以下、民間都市開発推進機構のホームページ 

をご覧ください。 

http://www.minto.or.jp/ 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

〇国土交通省が令和元年度「手づくり郷土賞」の募集を開始  

 

国土交通省は 5 月 13 日、令和元年度「手づくり郷土（ふるさと）賞」の募集を 

開始。手づくり郷土賞は 1986 年に創設され、今年で 34 回目を迎える国土交 

通大臣表彰です。同賞は、地域づくり活動により、地域の魅力や個性を 

生み出している良質な社会資本とそれに関わる団体の努力を表彰する 

ものです。また、これらの好事例を広く紹介することで、各地で個性的 

で魅力ある郷土づくりに向けた取組が一層推進されることを目指して 

います。 

 昨年は 53 件の応募があり、23 件（一般部門 20 件、大賞部門 3 件）が 

表彰されています。 

 今年の応募期間は、2019 年 7 月 31 日までです。 

 

詳細は以下、国土交通省のホームページをご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000218.html 

 

【編集者のコメント】 

 国土交通省のホームページに記されているように「地域づくり（まちづくり、郷土 

づくり）活動により、地域の魅力や個性は創造」されます。 

 つまり、地域の個性を創る営みを、地域づくり（まちづくり）と言い 

ます。 

では、地域の個性を創るには、どのような視点・発想をもつと良いので 

しょうか？ 手づくり郷土賞 2018 年グランプリ「小樽雪あかりの路」の事例が 

https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/g_gaiyou.pdf
http://www.minto.or.jp/
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000218.html
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参考になります。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

〇手づくり郷土賞 2018 年グランプリ「小樽雪あかりの路」事例考察 

 

「小樽雪あかりの路」は国土交通省のホームページで次のように紹介されて 

います。 

 

活動内容：厳寒地の冬の夜という、従来では観光資源として考えられなかった 

要素に注目し、寒いからこそ感じられる北の旅愁、人の温もりを伝える「静の 

イベント」として、延べ12万本のキャンドルの灯りが歴史的遺産である小樽運河など 

街の夜を演出するイベントを開催。地域資源を活用することで地域住民の郷土愛 

が醸成され、海外ボランティアが小樽の魅力を自国で発信することで国際的な 

観光PRにも繋がっている。また、冬場の宿泊客数の増加、通過型から宿泊 

滞在型への移行、地域経済の活性化などにも寄与している。 

地域活動団体：小樽雪あかりの路実行委員会 

 

【編集者のコメント】 

 上記で着眼すべきポイントが２つあります。 

 第一に「従来では～考えられなかった要素に注目」する発想の重要性です。 

古い常識に囚われない斬新な発想、と換言すると分かりやすい。 

この発想は当事例で次のように具体化できます。小樽は人気が高い観光地 

ですが、厳寒の立地ゆえ「冬と夜は賑わいに欠ける」課題がありました。しかし、 

古い常識・従来の発想から「厳寒の立地なのだから、冬と夜は賑わいに欠けて 

当然」と諦めて、課題を課題として認識せず、対策は特に講じられてこなかった 

のが実情です。しかし「寒いからこそ感じられる北の旅愁、人の温もりがある」と 

発想を転換したことで初めて、対策が見えるようになりました。 

 第二のポイントは「海外ボランティアが小樽の魅力を自国で発信」する視点の 

重要性です。これは「自画自賛の押し付け的な情報発信では効果が出ない、 

よそ者による評価・情報発信が信用される」と換言すると分かりやすい。 

 では、なぜ小樽には多くの海外ボランティア（よそ者）が集まり、よそ者が 

良い評価・情報発信をしてくれるのでしょうか？ 

 私が数年前に小樽へ行き、小樽雪あかりの路実行委員会の人に聞いた話を 

紹介します。 

「12 万本のキャンドルは全て、ボランティアの手作りです。おおよその形は 

決まっているが、個性を発揮すること、手作りを楽しむことを奨励しています。 

自分が作った個性的なキャンドルが 50 万人以上の観光客に見てもらえる 

のは嬉しくて、その画像を添付して SNS 等で情報発信してくれるようです」 

 

 まちづくりというと、地域・まちが個性的であることがフォーカスされがちです 

が、市民や観光客など人が個性を発揮できる裁量・しくみを創る「まちづくり」 

も大切ですね。                    
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■民都機構トピックス（1 件） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇民都機構「新津山国際ホテル建設事業」を支援 

 

民都機構は、平成 31 年 3 月 25 日に「新津山国際ホテル建設事業」（まち再生 

出資業務・支援額 200 百万円）への支援を実施しました。 

 本事業は、岡山県津山市中心地において、老朽化した既存ホテルを、近くの 

市営駐車場用地へ移転・建替し、宴会場などの交流機能やマルシェ・レストランの 

賑わい機能を備えた新たな拠点として整備する公民連携事業です。 

 津山市が定めた「津山市中心市街地活性化基本計画」において、本事業は、 

「城下地区賑わい再生事業」と位置付けられており、中心市街地に人の流れを生み、 

賑わいの創出を図ることが期待されています。 

 民間企業の出資と併せて民都機構が出資することにより、事業の立ち上げ支援を 

行いました。詳細は以下をご覧ください。 

 

☆民都機構ホームページ 

http://www.minto.or.jp/archives/results_tsuyama.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■編集後記 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和元年度の今号より、本メールマガジンの編集を担当することになりました 

久繁哲之介です。よろしくお願い申し上げます。 

 

 編集後記の初回は「自分では顧客になっていない事業で、提供者・支援者になる 

怖さ」をテーマに話をします。 

最初に告白しますが、実はメールマガジンの編集者になった私もその状態にあり 

ました。つまり、自分では他にメールマガジンを購読していないのに、メールマガジ 

ンの編集者に就いた、という状態でした。 

 

 読者の中にも、同じ状況の人がいるかもしれません。例えば、自分の買物は 

郊外の大型店に行くから、中心市街地の商店街で買物をしないのに、中心 

市街地活性化の担当・商店街を支援する担当に就いている、という状況です。 

 

これを「自分では顧客になっていない事業で、提供者・支援者になる怖さ」 

と私は定義し、解決策の１つとして以下を想定します。 

 

 まず、自分が顧客になる体験を積むこと。そして、顧客になった体験から 

「自分が面白い・役に立つ」と実感したものを、提供・支援するコンテンツの 

核にすること、だと思います。 

 

 この解決策を今回、私も実践してみました。つまり、他のメールマガジンを 

読みあさり「自分が面白い、これが顧客にとって役に立つ」と実感した体裁と 

http://www.minto.or.jp/archives/results_tsuyama.html
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内容のメールマガジンを作成しました。 

 

 以上の背景から、本メールマガジンの体裁と内容は、前号までとは変わった点が 

幾つかあります。ご海容いただけると幸いです。 

本メールマガジンを最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

次回の発行は 2019 年 7 月末頃を予定しています。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 私たち民間都市開発推進機構は、まちづくりのパートナーとして、安定的な資金 

支援を通じ、「魅力あるまち」の実現に貢献します。 

 

民間都市開発推進機構の支援メニューは以下、民間都市開発推進機構 

のホームページをご覧ください。 

http://www.minto.or.jp/ 

 

本メールマガジンを転送などの方法で見た方は、以下サイトより読者 

登録できます。 

http://www.minto.or.jp/products/mailmaga.html 

 

本メールマガジンに関するご意見、配信停止などご要望は以下へ 

ご連絡ください。 

pre.ppp@minto.or.jp 

 

 本メールマガジンのコメントや意見にわたる部分は、編集者の私見であり、 

民間都市開発推進機構としての見解ではございません。  

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

発行： 一般財団法人民間都市開発推進機構 http://www.minto.or.jp/ 

所在地：〒135-6008 東京都江東区豊洲 3-3-3 豊洲センタービル 8F 

TEL：03-5546-0797（企画部）  mail：pre.ppp@minto.or.jp 

編集者：企画部 久繁哲之介（ひさしげ・てつのすけ） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://www.minto.or.jp/
http://www.minto.or.jp/products/mailmaga.html
mailto:pre.ppp@minto.or.jp
http://www.minto.or.jp/
mailto:pre.ppp@minto.or.jp

