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『公的不動産活用通信（PRE メールマガジン）』【第 27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 27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/11/28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 27号】 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   

【2019年 11月 第 27号 目次】 

 

■ＰＲＥ（公的不動産）関連ニュース （2件） 

〇鎌倉市の市役所移転・開庁は、新駅の開設を踏まえ、3年後ろ倒しの 2028年へ変更 

〇サテライトオフィスがある企業が 13.6％から 33.6％へ急増～スマートワーク経営調査 

 

■連載 まちづくり訪問記 第 2回 城崎温泉の飲食施設「ときわガーデン」 

城崎温泉は、インバウンド（訪日観光客）の宿泊者数が 2011年から 5年で 36倍も増加！ 

 

■編集後記 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■ＰＲＥ（公的不動産）関連ニュース （2件）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

〇鎌倉市の市役所移転・開庁は、新駅の開設を踏まえ、3年後ろ倒しの 2028年へ変更 

 

鎌倉市は 2019年 8月、市役所を現在地のＪＲ鎌倉駅近くから、深沢地区へ移転して 

開庁する時期を、新駅の開設とその整備事業を踏まえ、2016年に策定した当初計画から 

3年後ろ倒しの 2028年へ変更すると発表しました。 

 

 新駅とは、ＪＲ東海道線の大船駅と藤沢駅の間に開設予定の「村岡新駅（仮称）」で、場所は 

隣接する藤沢市の村岡地区にあります。移転する鎌倉市役所はこの新駅から徒歩圏に整備 

される予定です。 

 神奈川県、藤沢市、鎌倉市の 3県市は 2018年 12月、新駅の開設と新駅周辺まちづくり 

事業の正式合意に至り、今年 1月に JR東日本へ新駅設置を要望しました。 

この合意に基づき、鎌倉市は事業を精査し、市役所の移転・開庁の時期が 3年後ろ倒しの 

2028年になると発表しています。 

 

事業のうち、駅舎整備費は約 160億円で、ＪＲ支出部分を除く３県市の負担割合は 

県が 3割、残り 7割は鎌倉市と藤沢市が折半で合意しています。 

事業地は新駅および駅北側にある藤沢市村岡地区が約 9ｈａ。南側の鎌倉市深沢 
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地区が約 31ｈａと広大で、整備費は駅舎整備費とは別に、両市合計で約 270億円の 

予定です。 

 

鎌倉市は今後、移転先の公的不動産と、ＪＲ鎌倉駅から徒歩 5分の中心市街地に生じる 

「市役所跡地という公的不動産」の有効活用が求められます。 

 

 新駅の開設と新駅周辺まちづくりの概要は以下、日本経済新聞 2018年 12月 27日 

記事“東海道線「村岡新駅」、神奈川県など地元負担割合合意”をご覧ください。 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39460060X21C18A2L82000/ 

 

鎌倉市の市役所移転・開庁計画の推移など詳細は以下、鎌倉市のホームページを 

ご覧ください。https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/facility/hontyosya-torikumi.html 

 

【編集者のコメント】 

 鎌倉市の上記ホームページ等から、市役所移転計画の推移を時系列に整理します。 

最初の計画は 2016年度に、市役所を「移転して整備、もしくは建て替え」の必要性を市民へ 

問題提起したことに始まります。必要性の理由として、鎌倉市は「建物の老朽化による耐震性 

の問題、建物の狭隘・分散による業務非効率の問題（以下、２つの問題）」を挙げています。 

２つの問題により、庁舎を「移転して整備、もしくは建て替え」を行う自治体は多く、鎌倉市 

の事業は、他の自治体にとって参考になるでしょう。 

 

鎌倉市は 2016年度、市民対話を半年かけて行った上で「建て替え」ではなく「移転して 

整備（移転先は未定）」と決定する一方、深沢地区にある約 1.7ha の JR大船工場跡地を 

JR東日本から購入する覚書を締結しています。JR大船工場跡地は 2006年の閉鎖から 

10年以上も未利用の状態にあります。 

 

2018年 3月、鎌倉市は「鎌倉市公的不動産利活用推進方針」を策定し、公的不動産の 

利活用推進という観点も加味して「市役所の移転先を藤沢地区に決定」します。 

 

その 2か月後、2018年 5月の広報誌で「市役所の移転先を深沢地区へ決定」と発表 

します。これに市民の一部が反対運動を起こし、8千人超えの反対署名を集めて、移転の 

是非を問う住民投票案を提出という事態に発展しています（結果は議会で否決）。 

 

 市民運動の背景には、他の都市で既に多く起きている「役所庁舎の郊外移転による 

中心市街地衰退」の危惧がありそうです。鎌倉市役所は現在、ＪＲ鎌倉駅から徒歩 5分の 

中心市街地にあり、深沢地区は現在地から約 3㎞も離れた「郊外」にあります。 

 2019年 1月、新駅の設置要望により、移転先の深沢地区は「郊外」から「新駅周辺」という 

立地に変わり、公的不動産の価値が高まります。 

 

 以上の推移より、鎌倉市は市役所の「移転もしくは建て替え」事業を、それ単体ではなく、 

民間事業の未利用地活用や、公的不動産の活用とを連携していると分かります。 

 多くの政策を連携して、事業を広げると、反対される等のリスクが生じます。そのような 

リスクをマネジメントしながら、政策連携を推進するこの事業は評価されるべきでしょう。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39460060X21C18A2L82000/
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/facility/hontyosya-torikumi.html
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○サテライトオフィスがある企業が 13.6％から 33.6％へ急増～スマートワーク経営調査 

 

 日本経済新聞は 2019年 11月 12日の朝刊で「スマートワーク経営調査」特集を組み、 

今年で 3回目となる今年度のスマートワーク経営調査の概要を公表しました（調査対象は 

上場企業など国内有力企業 708社）。 

 

今年度の調査結果で、スマートワークは急速に普及していることが分かります。例えば、 

サテライトオフィスがある企業は 2年前の 13.6％から 33.6％へ約 2.5倍の増加。 

在宅勤務の制度がある企業は 2年前の 35.4％から 53.0％へ約 1.5倍増えています。 

 

スマートワークとは「場所を問わない賢い働き方」のことで「テレワーク」とほぼ同義ですが、 

詳細は以下、日本経済新聞 2019年 11月 12日記事をご覧ください。 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52022230R11C19A1SHA000/ 

 

【編集者のコメント】 

サテライトオフィス需要の急増は、地方や郊外の公的不動産を活用する好機です。 

また、在宅勤務が普及すれば、地方移住や 2地域居住が進み、地方の公的不動産 

活用に繋がるでしょう。 

 

 政府広報オンラインの以下サイトで、廃校を活用したサテライトオフィスの事例集が 

紹介されています。https://www.gov-online.go.jp/cam/haikou/list/work/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■連載 まちづくり訪問記 第 2回 城崎温泉の飲食施設「ときわガーデン」 

城崎温泉は、インバウンド（訪日観光客）の宿泊者数が 2011年から 5年で 36倍も増加！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

前号より、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」を始めています。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）。 

 前号から 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 

旅行スタイルの多様化に対応することで、まちを回遊する人を増やすなど魅力あるまちづくり 

が進められています。 

今号は泊食分離を象徴する飲食店「ときわガーデン」の話です。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

城崎温泉は、まちの中心を流れる大谿川に、石造りの太鼓橋が架り、川沿いには柳並木が 

ゆらゆらと揺れ、風情あるまち並みを形成しています。太鼓橋の一つで城崎温泉の中心にある 

地蔵湯橋の袂に、城崎温泉の新しいランドマークと言われる飲食店「ときわガーデン」が 2018 

年 11月にオープンしました。 

ときわガーデンは、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 2番目に投資を行った施設です（所在地：兵庫県豊岡市）。 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52022230R11C19A1SHA000/
https://www.gov-online.go.jp/cam/haikou/list/work/
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 ときわガーデンの経営者である原良式代表は、人気の高い温泉旅館「ときわ別館」の経営者で 

もあります。飲食店経営への挑戦で、二刀流を実践しています。また、城崎温泉観光協会長など、 

まちの要職を幾つも歴任する地域のリーダーでもあります。 

原氏は多忙を極める中、インタビューに快く応じてくれました。ときわガーデンの理念や開業後 

の動向について、お話を伺いました。 

 

ときわガーデンの立地は城崎温泉の中心にある一等地で、約 50年前までは温泉旅館「ときわ 

本館」として活用されていました。ときわ本館が広い敷地を求めて中心部から少し離れた場所に 

「ときわ別館」として移転した後、この地は約 50年間、駐車場でした。原氏は子どもの時から 

「この一等地が駐車場で、まちにとって良いのか」という問題意識をもち続けていたといいます。 

 原氏がこの地で、未経験な飲食店を立ち上げようと決断に至る要因は次の２つです。 

１ 泊食分離という新しい「顧客ニーズへの対応」 

2 飲食店を協働で経営できる「パートナー（仲間）との出会い・連携」 

 

「顧客ニーズへの対応」と「パートナーとの出会い・連携」は、よく「新しい事業や起業の 

成功要因」として語られます。原氏も「失敗できない事業なので、この２つが揃ったので事業を 

立ち上げた」と言います。２つの成功要因を詳しく伺うことにしました。 

 

１ 泊食分離という新しい「顧客ニーズへの対応」 

城崎温泉がインバウンドに人気が高い温泉地へ成長した要因の１つに「泊食分離」という 

戦略があります。 

観光庁は 2017年 8月、訪日外国人を 2020年に 4000万人という目標を達成する戦略 

として、海外の観光客では主流な観光スタイルである「泊食分離」を推進すると発表しました。 

城崎温泉は、時代に先駆けて「泊食分離」を推進しているから、インバウンド（訪日観光 

客）の宿泊者数が 2011年から 2016年の 5年間で 36倍も増加する等、大きな成功を手に 

した、と言えます。 

 

泊食分離とは、具体的に言うと、食べる「物・時間帯・場所の雰囲気」を顧客は自由に 

選びたい、ということです。しかし、旅館の多くはこの３つが制約されます。 

そこで城崎温泉は泊食分離を推進してきましたが、泊食分離を最新の顧客ニーズに 

応える形で更に強化したい。すると、新しく立ち上げる飲食店には、顧客ニーズは高いが 

今の城崎には無い「メニュー、営業時間帯、店の雰囲気」が求められます。 

イメージしたのは「夜 8時以降も営業する、オシャレなカフェで、城崎自慢の海鮮料理を 

セルフサービスのバーベキューで食べられる」大型の飲食店です。 

前例が無い挑戦的な事業なので、旅館経営者だけでは、実践は難しい。 

そこで、次のパートナー2社との連携を進め、3社で合同会社を設立して、新しい 

形態の飲食店を立ち上げることにしました。 

 

2 飲食店を協働で経営できる「パートナー（仲間）との出会い・連携」 

まず、京都でオシャレなカフェとして人気が高い「DRIP&DROP COFFEE SUPPLY」を 

経営するデザイン会社「マーブル」さん。店舗やロゴのデザイン、カフェの運営などで 

協力を得ています。 

そして、地元の城崎を代表する鮮魚店「おけしょう鮮魚」さん。バーベキューなど 

レストランとしての運営や仕入面で協力を得ています。 
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パートナーとの連携は、運営面は勿論ですが、店の魅せ方や広報でも効果が 

出ています。例えば、城崎温泉では客席が 20席以下の小さな飲食店が多く、 

18時から 20時の間に店が閉まります。 

ときわガーデンは 22時まで店が開いていて客席が約 60席あり、店内は外観から 

想像できないほど広い。そして、レストランの中に、カフェ・スタンドとバーベキュー・ 

コーナーを設置しています。顧客は広い店内で、ゆったり寛ぐこともできるし、店の 

中での回遊を楽しむこともできます。 

 

カフェ・スタンドは京都でオシャレなカフェとして人気が高い「DRIP&DROP COFFEE  

SUPPLY」が兵庫県で初出店という形の広報が話題になりました。 

この話題性からか、ときわガーデンは開業後、店の外に入店を待つ 100人以上の 

行列ができる日が続きました。想定以上の集客が続き、雇用を増員し、地元での雇用 

創出にも貢献しています。 

スターバックスなど人気が高いカフェが地域で初出店すると、よく入店を待つ人の 

長い行列ができる日が続きます。ときわガーデンも開業後、スターバックスと同じような 

現象が起きるほど、地域の人気店となっています。 

 

以上のように、泊食分離などの顧客ニーズに対応すると、ときわガーデンという 

飲食店が賑わう効果に加えて、まちを回遊する人が増える等まちづくりの効果にも 

繋がります。 

                                                  

以下、民都機構のホームページにて、ときわガーデンや原氏の写真が付いた文章を 

見ることができます。 

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

「連載 まちづくり訪問記 第 1回」は、こちらでご覧いただけます。 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■編集後記 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 城崎温泉に滞在して、浴衣を着て歩く観光客の多さに驚きました。旅行新聞新社による 

アンケート調査「浴衣が似合う温泉地」で、城崎温泉はほぼ毎年 1位に選ばれている事に 

納得します。浴衣を着て歩く観光客が多い城崎温泉のまちづくりは「ウォーカブルタウン」や 

「居心地が良く歩きたくなるまちづくり」の参考になると思い、その肝を原氏に聞いてみました。 

原氏の答えを一言で表すると「ハードウエアとソフトウエアの連携。実践しやすい取り組みと 

実践が難しい取り組みの融合」です。 

 

ハードウエアは先述した「大谿川に、石造りの太鼓橋が架り、川沿いには柳並木がゆらゆらと 

揺れ、風情あるまち並み」づくりや外湯に相当します。 

 ソフトウエアは城崎温泉が平成 6年から今も実践し続ける「浴衣の似合うまちづくり」による 

様々な企画・イベントに相当しますが、このまちづくりは次の 2つに分ける事が重要です。 

 

第一に「ミスゆかたコンテスト」等、話題性が高いイベント型まちづくり。こちらはマスコミや 

http://www.minto.or.jp/archives/pdf/archives_tokiwa.pdf
http://www.minto.or.jp/archives/pdf/archives_wakayo.pdf
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ＳＮＳ等で話題になるので、皆が知っていて実践しやすい取り組み、と言えます。 

第二に、温泉旅館が連携してオシャレな浴衣を用意して、観光客に「浴衣を着て、まち 

歩きは楽しいですよ」と、提案する地道な取り組みを重ねるまちづくり。こちらは全ての 

温泉旅館による連携が必要となる上、従業員にも楽しそうに提案する等の接客ノウハウが 

必要となり、実践が難しい取り組み、と言えます。 

 

この難しい取り組みを平成 6年から 20年以上も実践し続けているから、城崎温泉は 

インバウンド（訪日観光客）の宿泊者数が 2011年から 5年で 36倍も増加する等、高い 

成果を出しているのでしょう。 

 

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 2020年 1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。  
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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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