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『公的不動産活用通信（PRE メールマガジン）』【第 26 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）読者の皆様へ  

  

公的不動産活用通信（PRE メールマガジン）、第２６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/9/30 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 26 号】 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   

【2019 年 9 月 第 26 号 目次】 

 

■ＰＲＥ（公的不動産）関連ニュース（3 件） 

〇埼玉県深谷市で全国初、お金を払って公的不動産を売る「マイナス入札」が成立 

〇北海道室蘭市で全国 2 例目の公的不動産の「マイナス入札」が成立 

〇千葉県流山市がファシリティマネジメント施設の事業者提案を公募 

 

■民都機構トピックス（2 件） 

〇東濃信用金庫と共同で「多治見まちづくりファンド」を組成 

〇氷見伏木信用金庫と共同で「ひみまちづくりファンド」を組成 

 

■連載 まちづくり訪問記 第 1 回 ゲストハウス城崎若代 

OL（会社勤め）をしていた姉妹 2 人が、ゲストハウス運営に挑戦！ 

 

■編集後記 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■ＰＲＥ（公的不動産）関連ニュース（3 件）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇埼玉県深谷市で全国初、お金を払って公的不動産を売る「マイナス入札」が成立 

 

深谷市は 2018 年 12 月、入札予定価格を「－（マイナス）13,406,000 円」に設定し、 

用途を専用住宅もしくは共同住宅に限定した建物解体条件付き入札を実施。 

－（マイナス）7,950,000 円で落札されました。物件は JR 深谷駅から 6 ㎞強の郊外に 

立地する小学校体育館跡地です。 

深谷市によれば「公的不動産など公的資産の売却で、自治体側がお金を払う 

“マイナス入札”は前例が無く、全国で初めての事例」となります。 

 この目的と結果について、深谷市はホームページで次のように説明しています。 
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「深谷市においては、郊外にある公共施設が多く点在しており今後、公共施設の適正配置 

が進み余剰地の増加が想定される中、予定価格をマイナスに設定した建物解体条件付き 

入札を導入し未利用地の有効活用促進、財源確保に繋がる取り組みを進めます。こうした 

中、本手法を用いて旧中瀬小学校体育館跡地を入札公告します。（中略）入札の結果、 

村岡守（むらおかまもる）氏が－（マイナス）7,950,000 円で落札をいたしました。」 

 

 詳細は以下、深谷市のホームページをご覧ください。 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/koubai/1540774847569.html 

 

深谷市の「マイナス入札」はマスコミ各社が報道して、話題になりました。マイナス入札の 

経緯は産経新聞 2018 年 10 月 31 日記事が詳しく、以下に引用します。 

https://www.sankei.com/region/news/181031/rgn1810310043-n1.html 

 

マイナス入札は施設解体費の見積額が土地評価額を上回ったため、市が差額分を 

支払い、業者負担を軽減することで応札を促す。（中略） 

旧中瀬小体育館は昭和５４年に建築。廃校後も地元の体育施設として利用されたが、 

平成２２年１２月に閉鎖。市は体育館と敷地を２７年６月と２９年７月の２回、一般競争入札 

で約 1780 万円の予定価格で売却しようとしたが、応札者が現れず、不調に終わっていた。 

今回は落札者が体育館を解体した上、敷地の用途を専用住宅もしくは共同住宅に限定 

する制限付き一般競争入札に変更した。（中略） 

市によると、体育館の敷地の用途を住宅に限定することで、市の人口増と税収増が 

見込めるという。専用住宅なら６世帯分の区画が確保でき、１０年間の固定資産税と 

市民税を試算すると、約１７００万円の税収増になるとみている。 

小島進市長はマイナス入札について、「今後は人口が減り、公共施設の適正配置の中 

で市の余剰地が増えると想定されている。行政は意外と危機感を持っていないが、民間 

出身の市長として使わない部分は１年でも早く売却して税収につなげたい。5 年、10 年 

何もやらないわけにはいかない」と話し、今後も検討していく考えを示した。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

○北海道室蘭市で全国 2 例目の公的不動産の「マイナス入札」が成立 

 

 室蘭市は 2019 年 3 月、昨年 10 月に閉館した旧総合福祉センター跡地の売却について、 

建物解体条件付き入札を実施。－（マイナス）8,814,000 円で落札されました。 

 この経緯は朝日新聞 2019 年 3 月 2 日記事が詳しく、以下に引用します。 

https://www.asahi.com/articles/ASM314TJJM31IIPE012.html 

 

市は人口がピーク時から半減しており、不要になった公共施設の集約を進めている。 

従来は建物を解体し、更地にしてから売り出していたが、解体費用が障害となり、処分が 

進まないケースもあったという。室蘭市は今回、建物の解体費用を見積もり、土地を不動 

産鑑定した。その結果、財産価値がマイナス 881 万円と分かり、最低入札価格にした。 

青山剛市長は「高額な建物解体費が障害となって活用が難しくなる恐れのあった土地を、 

民間活力によって素早く開発していただく手法として、有効だと考えている」とコメントした。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/koubai/1540774847569.html
https://www.sankei.com/region/news/181031/rgn1810310043-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASM314TJJM31IIPE012.html
http://www.asahi.com/topics/word/室蘭市.html


3 

 

○千葉県流山市がファシリティマネジメント施設の事業者提案を公募 

 

 流山市はファシリティマネジメント施設の事業者提案を公募します。申込期限は 2019 年 

10 月 15 日です。提案条件は「対象施設を活用し、流山市として本事業における新たな 

財政支出はしない」ことです。 

提案の申込対象施設など詳細は以下、流山市のホームページをご覧ください。 

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/1006912/1006966/1006978/1022911.html 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【編集者のコメント】  

 室蘭市のマイナス入札は、深谷市でマイナス入札が成立した 3 か月後のことです。 

マイナス入札は今後、他の自治体にも普及しそうです。そこで、全国初のマイナス入札を 

実施した深谷市を例に、マイナス入札の目的・効果などを紹介します。 

 

 深谷市は落札 2 か月後、広報誌「広報ふかや」2019 年 2 月号で 4 ページにわたる特集を 

組み、この落札の経緯や効果などを市民に説明しています。内容は以下、深谷市のホーム 

ページで閲覧でき、自治体の公的不動産担当者にとって、示唆に富んでいます。 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/201902_A3all-2.pdf 

 

 深谷市はこの特集の中で『マイナス入札』『未利用資産』という言葉を多用しています。 

まず、リードの一文を紹介します。 

「深谷市では保有する『未利用資産』を速やかに売却するため『マイナス入札』という方法を 

導入し、全国で初めて『マイナス価格』で落札されました。」 

 

 この一文から『マイナス入札』という制度は深谷市が創造したという自負が伝わってきます。 

次に、特集の結語１文は次の通りです。 

「公共施設適正配置を進めていく中で増える『未利用資産』は、今後も市にとってできる限り 

有効な方法で売却を含めた利活用を進めていきます。」 

 

特集では「有効な方法」を「税収確保につなげるマイナス入札」と言い、未利用資産を 

売却・利活用すべき理由を次のように記しています。 

「施設は建てたら終わりではありません。保有している以上、コストが掛かり続けます。 

（中略）売却した土地が活用されると、市には『税収』という形で『プラス』になって 

戻ってきます。」 

 

 保有したまま、活用しないので収入は無く、コストだけが掛かり続ける未利用資産・ 

不動産は「負動産」と揶揄されることがあります。 

例えば、朝日新聞は以下のように 2017 年 6 月から 2019 年 4 月の約 2 年間にわたり 

不定期で「負動産時代」という連載を組んでいます。 

https://www.asahi.com/articles/ASM4S5T1GM4SULFA03H.html 

 

朝日新聞と広報ふかやは、使う言葉こそ「負動産、未利用資産」と違うが、売却を含めた 

利活用の必要性を説く結論は同じです。 

 

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/1006912/1006966/1006978/1022911.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/201902_A3all-2.pdf
https://www.asahi.com/articles/ASM4S5T1GM4SULFA03H.html
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 また、深谷市は特集で公共施設の延床面積の割合を用途別にグラフで見せています。 

上位 5 施設は次の通りです。 

1 位 学校教育系施設         53% 

2 位 市民文化系施設         10% 

3 位 市営住宅              9% 

4 位 スポーツ・レクリエーション施設 8% 

5 位 行政系施設             6% 

 

 学校教育系施設の割合が際立って高い。人口減少により、廃校が増える中、廃校の 

売却・活用が難しい状況は、他の自治体も同じと思われます。 

理由は主に 2 つあります。まず、かつて住宅は郊外化が進み、学校も郊外の立地が 

多く、活用が難しい。そして、卒業生など地元市民の多くが学校施設に強い愛着をもち、 

施設の有効活用を期待するからです。 

 

落札者の村岡守氏は地元の深谷青年会議所で理事長を務めています。村岡氏の 

仕事は、食品加工会社の経営者で、建設業や不動産業ではありません。以下の 

東京新聞記事によれば、村岡氏は市を通して「地元の仲間と協力しながら地域の 

活性化に役立てたい」とコメントしています。 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122702000132.html 

 

 今回の事例は「建物解体」が条件ですが、建物の状態によっては改修などで建物を 

活用する方向性が期待されます。 

公的不動産で過半を占める「学校教育系施設の活用」を進める方向性は、自治体と 

地元市民の協働・連携が重要と思われます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■民都機構トピックス（2 件） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇東濃信用金庫と共同で「多治見まちづくりファンド」を組成 

〇氷見伏木信用金庫と共同で「ひみまちづくりファンド」を組成 

 

多治見まちづくりファンド、ひみ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、12 番目、13 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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■連載 まちづくり訪問記 第 1 回 ゲストハウス城崎若代 

OL（会社勤め）をしていた姉妹 2 人が、ゲストハウス運営に挑戦！ 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122702000132.html
http://www.minto.or.jp/products/management.html


5 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今号より、民都機構が関わっている地域に根ざした「まちづくり」を紹介する連載 

「まちづくり訪問記」を始めます。まちづくりで活躍されている方々から現場でお話を伺い、 

読者に参考となる形に要約して紹介します（要約した文責は民都機構にあります）。 

 今号から 3 回にわたり、城崎温泉のまちづくりを紹介します。城崎温泉も他の温泉街や 

商店街と同じように、後継者不在による廃業や空き家問題などにより、まちの活力低下が 

懸念されています。そのような全国共通の諸課題に対して、城崎温泉では、泊食分離など 

魅力あるまちづくりで解決しようとしています。 

今号は OL をしていた姉妹 2 人が、ゲストハウス運営に挑戦する話です。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ＪＲ山陰本線の城崎温泉駅を出て、賑やかな温泉街を約 5 分歩き、細い路地の坂道を 

50m ほど上った所に、落ち着いた門構えの「ゲストハウス城崎若代（以下、若代）」があります。 

若代は、但馬信用金庫と民都機構が共同で設立した「城崎まちづくりファンド」が最初に 

投資を行った施設です（所在地：兵庫県豊岡市）。 

 

姉妹（姉の大石瑞穂氏、妹の吉高千尋氏）が運営する「若代」は 2018 年 4 月の開業から 

約１年半。予約サイト「ブッキングドットコム」で 9.4（城崎温泉を含む豊岡市で 1 位）と、 

ｎ高いクチコミ評価を得ています。 

成功要因や未経験なゲストハウス運営に挑戦した経緯などを、ホストの姉妹に 

お話を伺いました。 

 

若代は築 90 年の建物を改修したものです。建物は当初、姉妹の祖父母が置屋と 

して使用していましたが、約 40 年前、姉妹の両親が「旅館若代」を開業します。 

姉妹は旅館を事業継承する意思は乏しく、学校卒業後は OL をしていました。2016 

年 2 月、父の病気を機に、旅館若代は廃業します。 

旅館を継承する意思は乏しかった姉妹ですが、いざ廃業が決まると、両親の旅館業へ 

の想いや建物への愛着が募ります。姉妹はその想いを、まちづくり会社「湯のまち城崎」 

に伝えて、まちづくり会社から次のような助言を得ます。 

 

「食事も宿泊も提供するフルサービス型の旅館経営は難しいが、宿泊特化型のゲスト 

ハウスで顧客を女性に限定すれば、泊食分離のまちづくりを推進する城崎温泉なら 

未経験な姉妹でも、やりくりできるのでは」 

 

姉妹はこの助言など、まちづくり会社から様々な支援を得て、女性客専用のゲスト 

ハウスを開業します。若代の成功要因は助言にあるように「泊食分離のまちづくり、 

城崎温泉という地域性」と「ホストである姉妹の資質」の 2 つに分ける必要があります。 

 

１） 泊食分離のまちづくりを推進する城崎温泉という地域性。 

食べる「場所、メニュー、時間帯」を自由に選びたい海外の観光客にとって、泊食分離 

は主流な観光スタイルです。泊食分離の推進で、飲食施設が多く揃う城崎温泉では、 

宿泊特化型のゲストハウスは集客しやすい。逆も然り。若代など宿泊特化施設の評価が 

高くなると、地域内の飲食店も賑わう。城崎温泉ではこれを「共存共栄」といい、泊食施設 

の連携にも着手しています。例えば、若代の場合「ゲストハウスから徒歩 30 秒の寿司屋での 
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夕食付き宿泊プラン」等を用意し、宿泊施設予約サイトで高いクチコミ評価を得ています。 

 

２） 顧客を女性に限定し、女性客が喜ぶ施設づくりと接客を、姉妹が実践。 

 具体的なストーリーを 2 つ紹介します。最初のストーリーは、ゲスト（宿泊者）が集うゲスト 

リビングに、琴や三味線が置いてあることから始まります。女性客の多くが、琴や三味線に高い 

興味を示します。姉妹は「弾いてみますか？」と言い、琴を習っていた妹さんの指導により、 

琴を弾く体験ができます。顧客にとっては、想定外かつ無料の体験ができて感動するようです。 

 

 さて、今時の顧客は、このような感動的な体験を写真に撮り、個人のインスタや facebook に 

投稿します。また、宿泊施設への感謝の気持ちを込めて、宿泊施設予約サイトにも宿へ高い 

評価を付けて、顧客自身が映る写真を投稿します。こうして、若代は宿泊施設予約サイトの 

クチコミ欄に、顧客が顔だしで喜ぶ写真が蓄積されていきます。これは他の施設には無い 

若代だけの高い価値を創造しています。なぜなら、他の施設では顧客自身が映る写真は、 

なかなか投稿してもらえず、人（顧客）が不在の施設や料理の写真だけが掲載されること 

が多いからです。ここにゲストハウス城崎若代のクチコミの高さと多さの秘密があります。 

 

 ストーリーは更に続きます。顧客は「なぜゲストハウス若代に、琴や三味線があるの？」と、 

驚きをもって聞きます。姉妹は「ゲストハウスの前は旅館で、旅館の前は“置屋”だった」と 

いう若代の歴史ストーリーを話し始めます。琴と三味線は恐らく 50 年ほど前から、置屋で 

活躍していた代物と分かります。若代のそんな歴史を聞きながら、顧客は琴を奏でると、 

古い楽器から想像できないほど綺麗な音が出るので、更に感動するのでしょう。 

 

次は「織田信長の草履を懐で温めていた日吉丸（後の豊臣秀吉）の物語」を彷彿させる 

ストーリーです。ある日、雨中に来訪した顧客の靴が雨でビショビショに濡れていることに 

気がついた姉妹は、頼まれた訳ではないのに、ヘアドライヤーを使って乾かしていました。 

顧客は姉妹のその姿を見て感動し、クチコミとして投稿します。 

 

このように、若代には顧客が感動するストーリーが多く生まれています。そのストーリーは 

計画された予定調和的な演出ではなく、歴史や人間性による産物だから、顧客は 

心から感動するのでしょう。 

これらの感動ストーリーは顧客がクチコミとして次々と投稿します。インターネット上に 

若代の高い評判が蓄積して「城崎へ行きたい、若代に泊まりたい」というファンが増え 

続けています。  

 

注）民都機構の以下ホームページで若代や姉妹の写真付き文章を見ることができます。 

http://www.minto.or.jp/archives/pdf/archives_wakayo.pdf 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■編集後記 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今回の編集後記は、若代を経営する姉妹へのインタビュー後記とします。 

 

姉妹にゲストハウス経営の成功要因を聞き、まちづくり訪問記に「顧客が感動した 

具体的なエピソード」として紹介しました。これらのエピソードが生まれる本質を姉妹に 

http://www.minto.or.jp/archives/pdf/archives_wakayo.pdf
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問うと「未経験な素人で、前例や成功例は知らないので、目の前にいるお客さまに 

喜んで頂く事にだけ注力しています」と答えてくれました。 

 

 姉妹と逆の方法は一見、正しいようですが事業が継続できない例が多いようです。 

姉妹と逆の方法とは、経験豊富で成功例を多く知り、過去の成功経験や前例に固執 

しすぎ、顧客があまり見えていない状態のことです。 

前例や成功例に基づき、周到に計画された事業や演出は、成功した場合でも、 

他者が簡単に真似できて、飽きられてしまうので、賑わう期間は短い。 

一方、若代のように人間性や歴史が育むストーリーは、他者は真似できないし、 

顧客は飽きないので、顧客は感動し、成功は長く継続するのでしょう。 

 

 若代を経営する姉妹とのインタビューは学びと感銘に満ちていました。若代の 

ような取り組みを、地域で積み重ねると、まち全体の魅力が高まると思います。 

 

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 11 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） 
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