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不要施設

今ここから まちづくりの出発点

空き家、空きビル等の空間資源の増加



 自治体の財政難（税収・地方交付税減少 X 支出増）

 産業（特に地場産業）の疲弊

 人口（特に生産年齢人口、若い女子の人口）の減少

 医療・介護費、生活保護費の増大

 中心市街地の業務・商業の衰退

 住宅地の空き家の増加

 公共不動産の遊休化（道路、公園、公共施設）

 良質の雇用の喪失

 安心・安全、大災害の危険性

 コミュニティの崩壊

 民間（市民・企業）自立心の欠如

 社会変化への対応力（マネジメント）の欠落 等々

実に多くの都市・地域経営課題が存在する



都市は経営危機を迎えています

• 多くの都市では、やがて投資的なお金
が枯渇して来ます

• 主な原因（各地域でほとんど共通）
– 産業の疲弊⇒雇用の喪失⇒住民の流出

– 不動産価値の下落・長期停滞

– これらによる自主財源の減少

– 義務的経費の増大（人件費、扶助費、公債費）

– 加えて公共施設の維持管理更新費の増大 他



どうしてこうなった？

• 縮退時代に変わった中で、時代に適合
したやり方をしてこなかったから

• 公共サービスは官が提供するものだと
思い込んでいたから

いままでの考え方、いままでのやり方を
新たなやり方に変えて行きましょう！

原因



行政主導・市民参加のまちづくり

民間主導・公民連携のまちづくりへ

公共心を持ち企画・経営力のある
民間の自立型まちづくり会社が大事



縮退社会の中で、まち中に増え続けて

いる遊休不動産に着目しましょう！

まちには民間と公共の不動産オーナ
ーがいます

公と民の不動産オーナーが
賢い不動産オーナーになることが
まちの価値を高め、まちを持続可能に
する究極の道です



縮退時代に適合した民間主導・公民連携まちづくり

リノベーションまちづくり

今あるものを活かし、新しい使い方をしてま
ちを変え、多くの都市・地域経営課題を同時
解決するまちづくりのことです

遊休不動産を暫定利用（低投資で利用）する
のが基本です

解体撤去・新築型（再開発等）に比べて
スピードが速く、収益性が高いのが特長です
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都市を再生する都市政策と具体的な再生戦略
（行政の役割）

家守会社
（複数）

ＰＰＰ
エージェント

公と民が一緒にまちを変える

不動産所有者

（民間・公共）

遊休化した

不動産

起業者
事業オーナー

不動産オーナー、行政、家守会社、大学等が集まる場づくり
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現代版家守（やもり） とは
“家守”とは江戸時代、不在地主に代わって家屋を管理する

役割の人 店子に慕われ尊敬されると同時に、店子から持ち

込まれたありとあらゆる面倒ごとの相談に乗っていた

今、全国の地方自治体が財政難で喘いでいる。その中で江戸の

町人によるまちのマネジメントの仕組み”家守“を現代に採り入れて、

空室の多いビルの店子集めから、地元の職人・企業との交流によ

る起業支援などを手がけまちを再生しようという

実践的な試みが全国各地で始まっている

2007年7月16日 読売新聞 編集手帳



❶小さい
リノベーションまちづくり

ーーーーーーーーーーーー
遊休不動産の再生
家守プロジェクト

❷大きい
リノベーションまちづくり

ーーーーーーーーーーーー
道路空間、公園
公共施設の活用

公も民も境目はない
力を合わせて最強の

プロセスをつくる

民間不動産活用 公共不動産活用

２タイプ のリノベーションまちづくり

中心市街地再生 公共施設再編



小さいリノベーションによる
中心市街地の再生

北九州市 小倉魚町



小倉魚町でのリノベーションまちづくり
2010年度以降の８年間で行ったこと

・ 「小倉家守構想」（エリアを変えるビジョン）策定
・ 「リノベーションスクール」開催（13回）

・ 家守会社・リノベーション事業者が次々に誕生
・ 23の暫定利用（高利回り）プロジェクトが実現
・ 都市型産業が集積し450人超の雇用創出
・ 歩行者通行量魚町銀天街で3割増
・ 賃料が上昇して、新築も建てられるようになってきた

民間プロジェクトに補助金は一切付けていません！

小さいリノベーションまちづくり事例



【事例】 メルカート三番街
古い空きビルに個性豊かな10店舗が 2011年6月オープン





【事例】 魚町の中庭 三木屋カフェ
廃屋寸前の民家がリノベーションされて魚町の宝物に

2012年11月オープン





魚町サンロード アーケード撤去後のイメージ

市道を公園（広場）に
行政は行政でなければできないことやる



魚町サンロードの風景



新築の低層商業施設が建てられるようになった



小さいリノベーションまちづくりは
人口規模の異なる様々な
都市で実践されて着実に

成果を上げています

・ 静岡県熱海市 熱海銀座地区
和歌山県和歌山市 ぶらくり丁地区

埼玉県草加市 草加宿地区 他

5年間～7年間継続することが大切です



大きいリノベーションまちづくり事例

■公園のリノベーション
東京都豊島区 南池袋公園
盛岡市 木伏緑地
盛岡市 動物公園

■公有地（空き地）のリノベーション
岩手県紫波町 オガールプロジェクト



公園が変わって
まちが変わった！

東京都豊島区
南池袋公園再生の事例

面積：0.8haの都市公園



豊島区は消滅可能性都市に（2015年）

豊島区内の若い女性の人口が区外に流出して
2040年までの大幅な人口減少が予想される



2019/12/21

南池袋公園 2016年4月オープン



南池袋公園の夜の風景 （2017年）



南池袋公園の風景 （2019年11月）



池袋は 住みたい町ランキング
第１位へ 躍進！

23区唯一の「消滅可能性都市」は
生まれ変わった

（ 2017年HOME'S首都圏版住みたい町ランキングより）



民間の力を借りて都市公園を整備する

Park-PFI 「公募設置管理制度」
を活用した事例

盛岡市 木伏緑地
2019年9月10日オープン



木伏緑地 北上川沿いの長さ200ｍ 面積4,000㎡の公園









盛岡市・木伏緑地のにぎわい施設開設
河川敷を居心地の良い場所へ



運営：ゼロイチキュウ合同会社

レストラン、カフェ、ジェラート店など９店舗が出店











公民連携で
動物園を変える
試みが始まった

盛岡市動物公園再生
2021年4月オープン予定

面積：37ha





里山回遊式動物公園

ランドスケープデザインが大切



もりおかパークマネジメント社
３セク２.０による再生

2019年7月4日設立
市が筆頭株主でマスコミや金融機関など１１社の
出資する第三セクター
資本金９９０万円
２０２０年４月に動物公園公社から業務を引き継ぎ
動物公園を運営していく
２０２1年度の本格オープンを予定



第１フェーズ 公共による投資

第2フェーズ公民連携による投資

第３フェーズ 民間による投資

エ
リ
ア
の
不
動
産
価
値
向
上

２０１９年 ２０20年 ２０2１年



公有地リノベーションで
まちを変えた岩手県紫波町

岩手県紫波町（人口3.3万人）

オガールプロジェクト



岩手県紫波町 オガールプロジェクト
検討開始から10年間で行ってきたこと

10.7haの長らく使われていなかった町有地に、図書館と
町役場の建設(公共事業)をきっかけにして

①3セク2.0により公共事業を民間事業化して実施
②地域ディベロッパーが民間プロジェクトを実行
③残った公有地を町がエコタウンとして開発分譲
④800m離れた旧まちの中心をリノベーションして

紫波町全体とその周囲までを繋げていく

大きいリノベーション事例



民間投資を呼び込み10年間でまちの中心が完成

主な建物は町産材を使用した木造建築です

町役場

保育園（民間）

体育館（民間）情報交流館・図書館

エコタウン（行政・民間）
小児科・ショップ（民間）

エネルギープラント（民間）

産直・居酒屋（民間）

カフェ・医院（民間） ホテル・店舗（民間）

広場



オガール広場の風景

オガール広場はまちの中心 毎日人が集まる！



毎夏開催のオガール祭り 2019年は8月1日～5日開催



オガールプラザ（公民合築施設）
公共施設は民間が整備し紫波町が取得

2012年6月20日オープン

情報交流館・図書館（公）が半分、テナント棟（民）が半分の床面積



紫波町情報交流館・紫波町図書館 2012年8月31日オープン 初年度35万人来館

ビジネス支援図書館・新しい公民館



紫波町図書館のロビーでは、手づくりマルシェ開催中



現在310名余の農家、加工業者が参加 年間売り上げ約6.5億円

産直 紫波マルシェ 農業の6次産業化



紫波町図書館の農業支援
図書館と産直（紫波マルシェ）の売り場が連携

紫波マルシェの売り場各所に、図書館おすすめの料理本の紹介ＰＯＰを置いています



地産地消居酒屋

2代目真魚板 連夜お客さまで大賑わい



オガールベース（民間事業）
2014年7月31日オープン 交流人口増加！

バレーボール専用体育館、宿泊特化型ホテル、店舗の民間施設



紫波型エコハウス 地元工務店が大繁盛！



オガールと日詰が繋がり出して
本当のまちの中心になり始めている！

オガール

日 詰



衰退中の旧まちの中心（800ｍ東）日詰商店街で
リノベーションまちづくりが始まった （2016年～）



紫波町では、これらによって

公も民も持続するプロジェクツを実行・集積化

エリアに雇用とにぎわいをつくり出して10.7haの

雪捨て場が再生

オガールの影響が周辺エリアに波及して

周辺の地価が上昇中（エリア価値が高まる）

宅地開発の認可待ちが相当量（約400件）発生中

若い子育て世代の人たちの移住が促進し

中央部は人口減少が止まり、待機児童（84名）も



パブリックマインドを持つ

民間
プライベートマインドを持つ

行政

持続的な
都市経営をする

民間主導の公民連携まちづくりの推進

遊休不動産を
活用して

〔プライベートマインド〕
スピード
フレキシビリティ
お金の感覚

3セク2.0
家守会社

事業者市民



臥竜公園蔵の町並み

須坂市の宝物を活かして周囲の
エリアリノベーションを実行して行こう



民間主導・公民連携まちづくりに関心を持たれた方は
ぜひ読んでください！
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