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『公的不動産活用通信（PRE メールマガジン）』【第 25 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 25 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/７/30 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』【第 25 号】 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   

【2019 年 7 月 第 25 号 目次】 

 

■ＰＲＥ（公的不動産）関連トピックス（３件） 

○神奈川県茅ケ崎市の市役所仮設庁舎跡地に、東横インの進出が決定 

○千葉県白井市が、公的不動産の利活用のサウンディング型市場調査を実施 

○広島県広島市が、公的不動産の利活用のサウンディング型市場調査を実施 

 

■まちづくりトピックス（２件） 

〇流通、店舗減に転じる～ネット台頭、変革迫る（日本経済新聞 6 月 12 日記事） 

〇令和元年度まちづくり月間関連「国土交通大臣表彰」事例紹介～月岡温泉 

 

■民都機構トピックス（４件） 

  〇6 月 21 日、花岡洋文理事長が就任 

〇民間都市開発推進機構特集（日刊建設工業新聞 6 月 12 日記事） 

〇令和元年度「クラウドファンディング活用型まちづくりファンド」を募集中 

〇桐生信用金庫と共同で「桐生まちづくりファンド」を組成 

 

■編集後記 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■ＰＲＥ（公的不動産）関連トピックス（３件）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇神奈川県茅ケ崎市の市役所仮設庁舎跡地に、東横インの進出が決定 

 

 茅ヶ崎市は 2019 年 4 月、4 グループから応募があった「市役所仮設庁舎跡地 

活用事業」の優先交渉権者を、ビジネスホテルを全国展開する東横インに 

選定・決定したと発表しました。 

 

 当事業は 2018 年 6 月に「公民連携サウンディング型市場調査」を行うと 

公表したことから始まっています。 

 茅ヶ崎市が優先交渉権者を決定するまでのプロセスは以下の通りです。 
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2018 年 6 月 公民連携サウンディング型市場調査の実施要領を公表 

2018 年 8 月 民間 10 者が公民連携サウンディング型市場調査に参加 

2018 年 11 月 公募型プロポーザル方式による募集要項を発表 

2019 年 3 月 民間 4 グループがプレゼンテーションを実施 

2019 年 4 月 優先交渉権者を、東横インに選定・決定 

 

 詳細は以下、茅ヶ崎市のホームページをご覧ください。 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/1001901/1001935/1030250/index.html 

 

【編集者のコメント】 

 

ＰＲＥ（公的不動産）の利活用に、公民連携サウンディング型市場調査を行う 

自治体は多く、茅ヶ崎市による今回のプロセスは参考になります。 

 

茅ケ崎市の市役所仮設庁舎跡地は、広さが 1780 ㎡。立地は現在の茅ヶ崎 

市役所の本庁舎に隣接し、ＪＲ茅ヶ崎駅から北へ約 600ｍ（徒歩 7～8 分）です。 

茅ヶ崎市は市役所仮設庁舎跡地という公的不動産の活用に、まず公民連携 

サウンディング型市場調査を実施し、民間 10 者の参加がありました。 

 

この観点から、公的不動産の活用など公的事業の企画立案に、私たちの想定 

以上に「民間は公的事業の企画に関与したい」という示唆を得ることができます。 

 

 また、当事例における民間からの提案を分析すると、今後の施設づくり・まち 

づくりは、いわゆる「よそ者」の視点も重要と分かります。 

この意味は、施設づくり・まちづくりを「地元の市民・自治体だけで計画」する 

場合と比較すると分かりやすいでしょう。 

 

地元の市民に「どのような施設が必要か？」と聞けば、市民が日常生活で使う 

商業施設や交流施設など地元市民向けの施設が挙がると思います。 

 

一方、当事例では民間 4 グループのうち、３グループが「ホテルを核とした 

施設づくり」を提案しています。残り 1 グループは「大学を核とした施設づくり」を 

提案しています。 

 

 ホテルも大学も、地元の市民向け施設というよりは、よそ者を集める・もてなす 

施設といえます。この提案がなされた背景を考察してみます。 

 

大学という提案は、東京一極集中の是正を目的に、2018 年から東京 23 区では 

定員を増やせなくなった影響がありそうです。東京 23 区周辺では今後、大学が 

土地を必要とするケースが増えるかもしれません。 

 

 3 グループから提案があったホテルは「関係人口を活かす、まちづくり」 

が進んでいると解釈できそうです。詳細は以下、国土交通省のホームページ 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/1001901/1001935/1030250/index.html
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「関係人口の創出に向けて」をご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/common/001226948.pdf 

 

ホテルやゲストハウスなど宿泊施設は「関係人口を集める・もてなす」拠点、 

まちづくりの拠点として期待されています！ 

 

メトロエンジンリサーチ（https://metroengines.jp/research/）によれば、茅ヶ崎市 

の宿泊施設数は 10、部屋数は約 250 室。うち 160 室が茅ヶ崎駅北口に既にある 

東横インです。 

東横インは今回の公募で、4 グループのうち最も高い賃料を提案しています。 

これは、既に稼働中のホテルで確かな需要があるからと推測できます。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

○千葉県白井市が、公的不動産の利活用のサウンディング型市場調査を実施 

○広島県広島市が、公的不動産の利活用のサウンディング型市場調査を実施 

 

 白井市は、旧白井市学校給食共同調理場跡地の利活用を推進する為、サウンデ 

ィング型市場調査を実施します。エントリーシートの提出期限は 8 月 30 日迄です。 

詳細は以下、白井市のホームページをご覧ください。 

http://www.city.shiroi.chiba.jp/sangyo/jigyosha/j01/1562820516080.html 

 

 広島市は、安佐市民病院跡地の利活用を推進する為、サウンディング型 

市場調査を実施します。説明会の申込期限は 8 月 20 日迄です。 

詳細は以下、広島市のホームページをご覧ください。 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1563268919357/index.html 

 

【編集者のコメント】 

 

茅ヶ崎市の事例で考察したように、ＰＲＥ（公的不動産）の利活用に、サウンディング 

型市場調査は非常に効果的です。同調査を実施する自治体は今後、さらに増えると 

思われます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■まちづくりトピックス（2 件） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇流通、店舗減に転じる～ネット台頭、変革迫る（日本経済新聞 6 月 12 日記事 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO45980220R10C19A6MM8000/） 

 

 この記事は、茅ヶ崎市の事例と関係性があり、その観点から記事を抜粋します。 

 

日本国内で小売り・外食の店舗数が減少している。（中略）18 年末と最新値（4～ 

5 月）を比較した。外食は 2.4%減で 3 年ぶり減少。百貨店は 1.8%減、11 年連続の 

落ち込みだ。スーパーも 0.3%減った。（中略）米国での店舗閉鎖はより大規模で、 

19 年は 6 月上旬までに 7222 と 18 年通年（5864）を上回った。小売りの EC 比率が 

https://www.mlit.go.jp/common/001226948.pdf
https://metroengines.jp/research/
http://www.city.shiroi.chiba.jp/sangyo/jigyosha/j01/1562820516080.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1563268919357/index.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO45980220R10C19A6MM8000/
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10%強と高いためだ。（中略）6%にとどまる日本の EC 比率はさらに高まるとみられ、 

人口減の影響も加わって米国以上の大きな変化が生じる可能性がある。 

 

【編集者のコメント】 

 

茅ヶ崎市の事例は「米国以上の大きな変化が日本で生じる」一例といえます。 

人口 24.2 万人の茅ヶ崎市へ、民間 4 グループの提案には「流通の店舗を核と 

した施設づくり」はありません。かつての地方都市における中心市街地活性化は 

「流通の店舗を核とした施設づくり」という特性が強かったですが、今後は違う形の 

施設づくりへ移行する変化が生じるでしょう。 

関係人口の創出は、その重要な切り口といえます。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

〇令和元年度まちづくり月間関連「国土交通大臣表彰」事例紹介～月岡温泉 

 

国土交通省は昭和５８年から毎年６月を「まちづくり月間」と定め、まちづくりに 

関する啓発活動を幅広く実施しています。国土交通大臣表彰はその 1 つです。 

 ここでは「第１回 先進的まちづくり大賞」の最高賞にあたる国土交通大臣賞を 

受賞した新潟県新発田市の月岡温泉で実施されている「歩いて楽しい温泉街へ」 

空き家・空き店舗再生事業を取り上げます。 

国土交通省のホームページ（https://www.mlit.go.jp/common/001290382.pdf） 

では、この事業を次のように紹介しています。 

 

取組名：月岡温泉地区 ｢歩いて楽しい温泉街へ｣ 空き家・空き店舗再生事業  

応募者：合同会社ミライズ  所在地：新潟県新発田市 

閉鎖店が増加し著しく景観を阻害していた温泉街において、地区の若手経営者 

が自ら合同会社を設立し運営する民間によるリノベーション事業。宿泊客を自社 

の旅館に囲い込むのではなく、街中に出すことをコンセプトに、温泉街に点在する 

空き店舗を、新潟の食をテーマにした体験型店舗等に再生するなど、歩いて楽しめ 

る温泉街づくりを継続。行政や観光協会の協力も得て、温泉街全体の景観改善、 

回遊による賑わいを創出し、その独創性、持続性、普及可能性、成果が高く評価 

されました。 

 

【編集者のコメント】 

 

「宿泊客を自社の旅館に囲い込むのではなく、街中に出す」というコンセプトの 

具体化は「街中の魅力アップ（まちづくり）」と「旅館が顧客の囲い込みを止める」の 

両方が必要になります。 

 

街中の魅力アップ（まちづくり）の具体化は国土交通省ホームページにあるように 

「温泉街に点在する空き店舗を、新潟の食をテーマにした体験型店舗等に再生する 

など、歩いて楽しめる温泉街づくり」です。  

この取組を、朝日新聞 6 月 5 日記事で次のように紹介しています 

（https://www.asahi.com/articles/ASM644D1GM64UOHB003.html）。 

https://www.mlit.go.jp/common/001290382.pdf
https://www.asahi.com/articles/ASM644D1GM64UOHB003.html
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ミライズは温泉街の空き店舗を借りて改装し、酒や米など新潟ならではの特色を 

打ち出した店を開いてきた。2014 年５月に地酒をテーマにした１号店「蔵ＫＵＲＡ」 

を開き、今年４月の「実ＭＩＮＯＲＩ」まで年１店のペースで計６店舗をオープンした。 

店舗は観光客が回遊する人気コースとなり、月岡温泉を訪れる人は年約 50 万人 

を維持しているという。 

 

次に「旅館が顧客の囲い込みを止める」具体化は、必要性から考えてみましょう。 

旅館が宿泊客を囲い込んだまま、街中の魅力アップ（まちづくり）だけを進めても、 

来訪客は旅館内に籠ってしまいます。 

  

ここに温泉街の衰退し続ける根本的な原因があると、月岡温泉は悟り、宿泊客を 

自社の旅館に囲い込むことを止める決断をします。その具体化として、人気が高い 

旅館の摩周が「旅館内のスナックやカラオケ施設を撤去」し「オシャレな浴衣を貸す 

から、それを着て温泉街を歩こう」という取組を始めました。 

 

 摩周は上記の取組などが評価されて、2016 年に「人に優しい地域の宿づくり賞」 

を受賞しています。 

 

 まちづくりの成功例に「リーダーが先ず実践する・模範を示す」という話を、よく聞き 

ますが、月岡温泉もその 1 つといえそうです。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■民都機構トピックス（４件） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇6 月 21 日、花岡洋文理事長が就任 

 

6 月 21 日、花岡洋文理事長が就任しました。花岡理事長が所信の一端を語る 

ご挨拶を民都機構ホームページでご覧ください。 

http://www.minto.or.jp/about/greetings.html 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

〇民間都市開発推進機構特集（日刊建設工業新聞 6 月 12 日記事 

https://www.decn.co.jp/inc/uploads/201906120701.jpg） 

 

この記事は、公的不動産活用の重要性と今後の方向性を示すもので、その観点 

から記事を抜粋します。 

 

地方都市においては、公的不動産の有効活用ニーズが高まっています。自治体の 

財政状況を起因として、公的施設の統廃合の結果生じた余剰の公的不動産を、地域 

活性化の起爆剤にしようという公民連携・公的不動産有効活用ニーズです。（中略） 

地方都市における公的不動産を有効に活用したプロジェクトの支援は今後、当機構 

が手がけなければならない重要な案件になると思います。 

http://www.minto.or.jp/about/greetings.html
https://www.decn.co.jp/inc/uploads/201906120701.jpg
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

〇令和元年度「クラウドファンディング活用型まちづくりファンド」を募集中 

 

クラウドファンディング活用型まちづくりファンドの仕組みは次のとおりです。 

地方公共団体と民都機構の資金拠出により、まちづくりファンドを組成します。 

まちづくり事業者（住民等）はクラウドファンディングにより、個人等から資金提供 

を受けていただきます。クラウドファンディングで、調達目標額の１／２以上調達 

できた場合、原則としてその残額を助成することができます。まちづくりに資する 

ハード事業であれば、幅広く助成の対象となります（ハード事業と一体となるソフト 

事業も助成等の対象となります）。 

詳細は以下、民都機構ホームページをご覧ください。 

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

 

 応募の事前相談を随時受け付けております。ご相談は以下へお願いします。 

電話：民都機構 企画部第二課 03-5546-0797 

mail：kikakubu@minto.or.jp 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

〇桐生信用金庫と共同で「桐生まちづくりファンド」を組成 

 

桐生まちづくりファンドは「マネジメント型まちづくりファンド」として、11 番目の 

ものです。マネジメント型まちづくりファンドの仕組みは次のとおりです。 

地域金融機関と民都機構が連携して「まちづくりファンド」を組成し、当該 

ファンドからの投資（出資・社債取得）を通じて、リノベーション等による民間まち 

づくり事業を一定のエリアにおいて連鎖的に進めることで、当該エリアの価値 

向上を図りつつ、地域の課題解決に貢献します。 

詳細は以下、民都機構ホームページをご覧ください。 

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

 

マネジメント型まちづくりファンドのご相談は以下へお願いします。 

電話：民都機構 企画部第三課 03-5546-0797 

mail：kikakubu@minto.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■編集後記 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

不特定多数のマス市場で、認知度や共感を得ることを主な目的とする広報では 

「真面目な説明」よりも「面白いコンテンツ」の方が有効、という話をします。 

不特定多数の読者へ文章を書く時、この用語は「ある読者には、説明が無いと 

理解できないが、別の読者には分かりきった話で、どうすべきか？」と、悩みますよね。 

 私は今号で「関係人口」の紹介を悩み、真面目な説明と、面白いコンテンツの両方 

を探し、それぞれ以下のサイトを私が読んだ印象を比較することにしました。 

 

http://www.minto.or.jp/products/fund_rec.html
mailto:kikakubu@minto.or.jp
http://www.minto.or.jp/products/management.html
mailto:kikakubu@minto.or.jp
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地方創生第 1 期終了へ関係人口創出、次の一手に（日本経済新聞 7 月 8 日記事 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47020540V00C19A7ML0000/） 

 

国土交通省のホームページ「マンガでわかる！カンタとケイコが学ぶ『関係人口』」 

http://www.mlit.go.jp/common/001265775.pdf 

 

 日経記事は最後まで読んでみて、関係人口が来年からの地方創生第 2 期の 

キーワードになると分かります。真面目な説明は正確ですが「メモを取らないと 

記憶に残りにくい、心に刺さりにくい」情報という印象を受けました。 

 

一方、マンガという「面白いコンテンツ」は、あっという間に読めて楽しめる上 

「メモを取らなくても記憶に残る、心に刺さる」情報という印象を受けました。 

 

 このように、広報では「読者（顧客）がメモを取らなくても記憶に残り、楽しめる」 

意識をもつことが重要です。心に刺さると、記憶に残る（認知される）上、共感して 

他人に話したくなるクチコミ効果も期待できます。広報を担う者は「面白い 

コンテンツで、顧客に関心を抱いて頂く」意識を大切にしたいですね。 

 

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 9 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） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47020540V00C19A7ML0000/
http://www.mlit.go.jp/common/001265775.pdf
http://www.minto.or.jp/
http://www.minto.or.jp/products/mailmaga.html
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http://www.minto.or.jp/
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