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『公的不動産活用通信（PRE メールマガジン）』【第 35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 35号を送付します。 

PRE メールマガジンは、公的不動産や公共空間の活用に関する最新動向を中心に、  

まちづくりに役立つ情報をお届けします。 

 

今号は「廃校など公的不動産を、テレワーク施設に再生した地方創生の最新事例」を 

紹介します。公的不動産活用と地方創生の一助となれば幸いです。 

 

━2021年/9/1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 35号】 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【2021年 9月 第 35号 目次】 

 

■テレワーク利用者の動向から、テレワーク施設の成功要因を探る 

 

■廃校など公的不動産を、テレワーク施設に再生した地方創生の最新事例 

事例１ 官民連携により 4つの廃校を活用した「リモートワークタウン ムスブ宮若」 

事例２ 廃校をテレワーク拠点と飲食店など複合施設に再生した「ワクリエ新居浜」  

事例３ 廃校をテレワーク拠点と研究室など複合施設に再生した「金沢未来のまち創造館」 

 

■編集後記 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■テレワーク利用者の動向から、テレワーク施設の成功要因を探る 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

テレワーク（リモートワーク）という働き方が、ニューノーマルとして定着しつつあり、 

テレワーク施設の整備が進んでいます。 

 

そんな中、廃校など公的不動産を、テレワーク施設として再生し、地方創生を目指す事例が 

増えています。そこで、廃校を活用したテレワーク施設の最新事例を３つ紹介します。 

  

事例紹介の前に、テレワーク利用者の分類を以下 3点で行い、テレワーク施設が成功する要因と 

方向性を示します。この意図は「利用者（顧客）を絞り、その顧客の満足度を高める」ことが成功要因 

というマーケティング理論に基づきます。 

 

分類１ テレワーク利用者の属性が「会社員」か「スタートアップ、起業家」か 

分類２ テレワーク利用者の業種が「事務系」か「ものづくり系」か 

分類３ テレワーク施設の整備主体が「官」か「民」か 
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分類１「会社員」か「スタートアップ、起業家」か、により事例３つを定義すると、次のようになります。 

 

事例１「リモートワークタウン ムスブ宮若」と事例２「ワクリエ新居浜」は主に、通勤が負担だった 

「会社員」に、新しい働き方を実践する機会を提供しています。 

事例３「金沢未来のまち創造館」は主に、事業を立ち上げる「スタートアップ、起業家」を支援し、 

地方創生を目指しています。 

 

 分類２「事務系」か「ものづくり系」か、により事例３つを定義すると、次のようになります。 

 

事例１と事例２は「事務系」の利用者に、通信環境や会議室などの設備を提供します。 

事例３は「ものづくり系」の利用者に、３Dプリンターやレーザー加工機など、研究・製造に 

必要な器具を提供します。この事例は、３Dプリンター等を所有できない製造業の中小企業が 

多い都市の産業活性化に、参考になるでしょう。 

   

分類３「官」か「民」か、により発想が次のように異なります。 

 

官（自治体）は、人口減少という課題と、人口減少に伴う公的不動産の遊休地化という課題の 

解決策として立案されるケースが多い。 

事例２と事例３は、こちらに該当します。 

 

一方、民間企業では、毎日「通勤する働き方を前提として、大都市にオフィスを整備」した 

過去の発想から、「テレワークという働き方を前提として、自然が豊かな地方都市にテレワーク 

施設を整備」する新しい発想への転換が契機となる場合が多い。 

事例１は、こちらに該当します。 

 

大都市のオフィスと、地方都市のテレワーク施設では、次の相違点が見られます。 

働く人を集めて、働く人の食事・買い物という需要に応える店をテナントに入れる複合施設に 

なる点は両者に共通していますが、テナントの種類が異なります。 

 

 大都市のオフィスは高層ビルの低層階に、全国チェーンの飲食店・カフェ・コンビニが 

テナントに入るケースが多い。換言すると、全国チェーンの飲食店・カフェ・コンビニだから、 

高い賃料を払うことができます。 

この結果、どのオフィスビルも個性に乏しい、同じような構成になる傾向が見られます。 

 

 一方、地方都市のテレワーク施設には、地元食材を活かした農家レストランや農産物直売所 

を併設するケースが多い。 

 この結果、農業など地元産業の活性化というシナジー効果を得て、地方創生に繋げることが 

できます。 

 

 地方都市におけるテレワーク施設整備は、このシナジー効果を視野に入れるとよいでしょう。 

以上を念頭に、３つの事例紹介を読んでください。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

廃校など公的不動産を、テレワーク施設に再生した地方創生の最新事例 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事例１ 官民連携により 4つの廃校を活用した「リモートワークタウン ムスブ宮若」 

  

福岡県宮若市は、株式会社トライアルホールディングス（以下、トライアル）と締結した連携協定に 

基づき、4つの廃校などを活用する日本初のリモートワークタウンづくりを進めています。 

 

 トライアルは九州を中心にスーパーセンターを展開する小売業ですが、創業は小売業向けの 

システム開発を行う IT企業です。2019年には、IT と AIを駆使した「（店舗に店員がいない） 

無人店舗の実用化」に成功しています。 

 

 「リモートワークタウン ムスブ宮若」の最初の施設として 2021年 6月、旧吉川小学校の校舎を 

リノベーションした「宮若市 AI活用センター（通称：MUSUBU AI）」が開業しました。 

この施設は、公設民営型です。メイン機能は、テレワーク（リモートワーク）環境を整備した 

シェアオフィスやコワーキングスペースです。 

 

 以下３つの施設は、公的不動産の売却による、民設民営型です。 

2021年 8月、旧笠松小学校の跡地に、ファッション・アートの発信基地となる「MEDIA BASE 

（ファッションビレッジ）」を開業。同時期に、旧宮田西中学校の跡地に、「ＴＲＩＡＬ ＩｏＴ Ｌａｂ 

（AIデバイス開発センター）」を開業しました。 

2021年 11月には、旧吉川幼稚園の跡地に、トライアル従業員住宅（124戸）が完成する予定です。 

さらに、2022年春には、旧吉川小学校の校庭と体育館に、農家レストランや農産物直売所を核とした 

複合施設を開業する予定です。 

 

 農業は宮若市の主要産業であり、上記のテレワーク施設等で働く人を集め、食事・買い物という 

需要を創造し、地元の食材を活用した商品を提供することで、地元農業の活性化と、働く人の 

満足度向上の 1石２鳥を目指しています。 

 

以上、4つの公的不動産を活用したリモートワークタウンづくりにより、移住者の増加（人口の増加）が 

見込まれ、今後は他の公的不動産など遊休地に、トライアルが商業施設を整備していく予定です。 

 

 宮若市は市民に「リモートワークタウン ムスブ宮若」の詳細を説明するため、広報紙「みやかわ」 

2021年 6月号で「学校跡地利活用から生まれる新たな息吹」という特集を組んでいます。 

この内容は以下サイトでご覧になれます。 

https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003447810/3_447810_8987_up_5kez2v3i.pdf 

 

宮若市による当事業の公式発表は以下、宮若市のWebサイトでご覧になれます。 

https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003447697/index.html 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【編集者のコメント】 

 

 福岡県宮若市は、福岡市と北九州市という２つの大都市のほぼ中間に位置しますが、市内に 

鉄道の駅が無く、毎日の「通勤には不向き」な立地といえます。 

 

https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003447810/3_447810_8987_up_5kez2v3i.pdf
https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003447697/index.html
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宮若市は「通勤には不向き」等の制約から、人口減少が加速しています。宮若市の人口は 

1985年 33165人から、2020年 27438人へ。人口減少率 17.3％です。 

 

人口減少という課題は、廃校が増える等、公的不動産の遊休地化という課題も生みます。 

「リモートワークタウン ムスブ宮若」は、２つの課題を解決することが期待されています。 

  

毎日の「通勤が前提なら、鉄道の駅がないから、住みにくい」というネガティブな都市特性が 

「テレワークという新しい前提なら、2つの大都市に近いのに、自然が豊かで、住みやすい」 

というポジティブな都市特性に変貌します。 

 

この「古い前提から、新しい前提へ生活様式の改革」を「ニューノーマル」と言います。 

 

 実は、この事業はトライアルから宮若市へ「ニューノーマルを実現できる街」をつくる、という 

提案から始まりました。次のサイトを見ると、宮若市の有吉哲信市長と、トライアルの亀田晃一 

代表取締役のコメントが紹介されていますが、事業成立の経緯が分かる箇所を引用します。 

https://www.data-max.co.jp/article/38380 

 

トライアルの亀田晃一代表取締役 「東京で AI開発拠点の新設を計画していたところ、新型 

コロナ禍により、社会および私たちの価値観に変化が生じた。リモートワークで仕事と生活を両立 

させながら研究開発を進められるとして、昔から縁のあった宮若市に新拠点を設けることにした。 

宮若市は博多と小倉のほぼ中間に位置しておりアクセスが良好なうえ、食や自然に恵まれている。 

この地で自治体と住民と一体となって AI開発のほか、さまざまな事業に挑戦し、新しいライフスタイル 

を実現できる街として成功させたいと考えている。」 

 

宮若市の有吉哲信市長 「トライアル社から、リモートワークタウンムスブ宮若の構想を 

もちかけられた際、宮若市としては千載一遇のチャンスと捉え、宮若市議会でもこの構想を全体で 

推進するとの後押しをいただいた。宮若市とトライアルの官民一体で進めていく地方創生のモデル 

ケースとして、リモートワークタウンムスブ宮若を世界に発信できるよう協力していく。」 

 

宮若市は、トライアルからの提案を受けた後、最初の市議会（2020年 7月）で、提案を生かしつつ、 

遊休地化していた複数の公的不動産を活用する内容の事業方針を決めます。2020年 9月には、 

トライアルと連携協定を締結します。意思決定が（自治体としては）早いことに感心します。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

事例２ 廃校をテレワーク拠点と飲食店など複合施設に再生した「ワクリエ新居浜」 

 

愛媛県新居浜市は 2021年 6月、廃校となっていた旧若宮小学校を、テレワーク拠点と 

飲食店など複合施設に再生した「ワクリエ新居浜」を開業しました。 

 

ワクリエ新居浜は、公設民営型です。運営者は指定管理者として株式会社ハートネットワーク 

（以下、ハートネットワーク）が担います。 

 

 ハートネットワークは、テレビとラジオの地上一般放送事業者であり、高速無線インターネット 

サービス事業者でもあり、通信環境の整備・推進に強みを有しています。 

https://www.data-max.co.jp/article/38380
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【編集者のコメント】 

 

 ワクリエ新居浜に整備される飲食店「若宮食堂」は、市内３つの飲食店が共同経営 

します。飲食店の位置づけは、テレワーク施設で働く人を集め、彼らに食事を提供する 

という点では先に紹介した宮若市と同じです。 

 

 しかし、両者の経営スタイルは違います。違いは、都市の特性・事情の差にあります。 

宮若市の「農家レストラン」は、農業が主要産業であるという都市特性を活かしています。 

 

一方、新居浜市の「若宮食堂」は、コロナ禍で経営が厳しい市内の飲食店を支援する 

必要性が高いのでしょう。 

 

 いずれも、自治体にとって重要な政策であり、テレワーク施設で働く人を集める結果 

として成り立つ「連携した政策」といえます。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

事例３ 廃校をテレワーク拠点と研究室など複合施設に再生した「金沢未来のまち創造館」 

 

石川県金沢市は 2021年 8月、廃校となっていた旧野町小学校を、テレワーク拠点と 

研究室など複合施設に再生した「金沢未来のまち創造館」を開業しました。 

 

金沢未来のまち創造館は、個性的な特徴として、次の２つが見られます。 

第一に、（事務系よりも）ものづくり系の利用者を想定して、３Dプリンターやレーザー加工機 

など、研究・製造に必要な器具を備えた研究室があることです。 

 

 第二に、利用者を（会社員よりも）スタートアップ・起業家の利用者を想定して、起業を 

支援・サポートできる者を、指定管理者に選んでいることです。 

 

金沢未来のまち創造館は、公設民営型です。運営者は指定管理者として一般社団法人 

CCLが担います。 

 

CCLの代表を務める宮田人司さんは 1998年、世界で初めて着メロのダウンロード 

事業を手掛け、新たな大きい市場を創造したことで話題を集めました。 

 

 宮田さんが 2010年、東京から金沢に移住すると、彼を慕い、多くの若きクリエーターが 

金沢へ移住し、宮田さんのサポートにより 17社が起業しています。 

 この詳細は次のサイトで確認できます。 https://www.reallocal.jp/35037 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【編集者のコメント】 

 

テレワーク施設に、利用者（顧客）が最も期待するニーズは「新たな人・知と出会い、 

オープン・イノベーションの創造」と言われます。 

https://www.reallocal.jp/35037
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 例えば、世界約 160カ所でテレワーク施設を運営する「WeWork」には、施設毎にコミュ 

ニケーション・マネージャー（以下、CM）が配置されています。 

 CMは、利用者同士の交流を促すことに加え、利用者がビジネス創造に求める内容 

を聞き、助言をしたり、（利用者ではない）人の紹介を行います。 

 

金沢未来のまち創造館が、指定管理者に CCLを選定した理由の１つがここにあると 

推察します。つまり、17社の起業をサポートした CCLの代表を務める宮田さんに金沢市は 

CM的な活躍も期待しているのでしょう。 

 

金沢未来のまち創造館は「スタートアップ・新ビジネス創造」を目的の一つに掲げて 

います。この目的の実現に、CCLは最高の官民連携パートナーと判断されたようです。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■編集後記    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事例紹介を通して、地方自治体によるテレワーク施設の整備は、次のように多岐にわたる 

政策と連携して、多くの効果が期待されていることが分かりました。 

 

（１） 廃校など公的不動産を活用する政策 

（２） テレワーク施設が食事などの需要を創造し、農業や飲食業など産業活性化政策 

（３） 起業家を育成する政策 

（４） 移住（人口減少）政策 

 

移住（人口減少）政策は、テレワーク政策との関連性が特に高く、テレワークの推進は 

地方都市の移住者（人口）増加に繋がります。例を挙げて説明します 

 

トヨタ自動車株式会社は今年 8月から、テレワークを更に推進する新しい勤務制度を導入 

しました。これまでは「毎日でなくても事業所に通勤する前提」で、事業所に約 2時間以内に 

アクセスできる場所に住む必要があり、これが単身赴任・人口の大都市集中を誘発していました。 

 

 新しい勤務制度では、どの事業所に勤務していても、居住地を全国から選ぶことができます。 

出社時の交通費は何処に居住しても全額支給されます。新制度により、単身赴任はなくなり、 

人口の大都市集中も回避でき、全国どこでも「住みたい場所に居住できる」ようになります。 

 

全国どこでも「住みたい場所に居住できる」には、出社率の低さが必要です。トヨタの出社率は 

今年 5月の実績で、東京地区は約 20％、名古屋地区は約 30%（出典は以下トヨタ公式サイト）。 

https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/31893102.html 

 

新制度は「この出社率を更に下げる（テレワークを更に推進する）」目的を掲げているので、 

全国どこでも「住みたい場所に居住できる」ことは可能と思われます。 

  

トヨタと同じような勤務制度を既に、三菱電機株式会社なども試験的に導入しています。 

以上のテレワーク制度の詳細は以下のサイトで確認できます。  

https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/31893102.html
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080200087&g=eco 

 

 このようなテレワーク制度が普及すれば、移住が日本中で活発化します。地方自治体は、 

テレワーク環境を整備する政策と、住みやすい政策などを連携して推進することで、 

移住者（人口）の増加が期待できそうです。 

 

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。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 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Webサイトをご覧ください。 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Web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  mail：pre.ppp@minto.or.jp 

編集者：まちづくり支援部 久繁哲之介（ひさしげ・てつのすけ） 
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