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関東地方整備局建政部では，低未利用な公共空間を官民連携により活用し，都
市のスポンジ化など最近の都市問題の解消につなげることを目指すため，平成２
９年度に自治体職員を対象とした「公共資産利活用入門スクール」を開講したと
ころである．
本稿では，単なる講義形式ではなく，実践型のプログラムを特徴とする「公共
資産利活用入門スクール」の取り組み内容について紹介するものである．
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ルのねらいである．

1. はじめに
3. 公共資産利活用入門スクールの受講生
中心市街地のシャッター通り化や都市のスポンジ
化など，目に見えて認識できる都市問題が各地でま
すます顕在化してきており，市街地における低未利
用な公共空間も目立ってきている中，民間による道
路，水辺，公園，広場等の公共空間の利活用など，
官民連携のまちづくりが全国に広がっている．都市
の再生に向けては，まちなかに存在する低未利用な
公共空間を利活用していくことが有効な方法の一つ
であることから，関東地方整備局建政部では，低未
利用な公共空間を官民連携により活用し，都市のス
ポンジ化など最近の都市問題の解消につなげること
を目指すため，平成２９年度に自治体職員を対象と
した「公共資産利活用入門スクール」を開講した．

平成２９年１０ ～１１月に，自治体職員や自治
体とともに公共施設の利活用に取り組む民間事業者
を対象に，３０名程度の受講生の募集を行ったが，
多数の応募があったことから，関東地方整備局管内
の自治体職員３６名を受講生とした．
(1) 受講の動機
本スクールに申し込んだ理由としては，３６名中
２５名が「庁内で公共資産の利活用が話題となって
おり，役立つヒントを得たかったため」と回答して
おり，各自治体での公共資産の利活用が課題となっ
ており，多くの受講生が問題意識を持っていると言
える．
表-1

2. 公共資産利活用入門スクールのねらい

本スクールに申し込んだ理由に関するアンケート結果
（1人2つまで選択回答）

回答項目
庁内で公共資産の利活用が課題となって
おり，役立つヒントを得たかったため
特に公共資産の利活用が課題にはなって
いないが，今後に向けて学ぶため
登壇する専門家に関心があったため
登壇する専門家の講演内容に関心があっ
たため
他自治体の具体事例や意見を聞いてみた
かったため
その他

「公共資産利活用入門スクール」は，公共資産の
利活用とまちづくりにおいて重要な役割を担う自治
体の職員を主な対象とし，官民連携によるまちづく
りの実績とノウハウを持つ民間の専門家らによる講
演や参加者同士のグループワーク，実際に公共空間
で行われている活動への参加体験プログラムを通し
て，公共資産利活用に関するノウハウを取得すると
ともに，官民の相互理解や自治体職員同士が悩みや
課題を共有し解決の方向性を見出せるような場を創
出することを目指している．
本スクールを通して，行政により整備・管理され
てきた公共施設を，民間の力を使って有効活用する
ことを企画できるスキルを持った自治体職員が養成
され，より多くの自治体で公共施設の有効活用が進
み，都市再生の推進につなげていくことが本スクー
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(3) 受講生の内訳
地域別に受講生の人数を見ると，関東地方整備局
に近い東京都及び埼玉県からの受講生が多い．県，
政令市から町まで様々な規模の自治体から参加いた
だいた．
受講生の所属部署については，まちづくり系部署
が大半を占めているが，資産管理系や企画系部署か
らの参加者も多く，幅広い部署の職員が参加してい
る．公共資産の利活用が，多様な政策課題と関連し
ていることがうかがえる．
表-2 地域別受講生数
人数（人）
地域
群馬県

県

政令市

区

町

合計

１

２

栃木県

２

２

茨城県

２

２

埼玉県

１

政令市
以外の市

３

東京都

５
８

千葉県

１

４

神奈川県

２

２

１
３

表-3 所属部署別受講生数
所属部署
資産管理系部署
まちづくり・都市計画系部署
農業系部署
産業振興系部署
総合政策・企画系部署
住宅・建築・開発指導系部署

図-1 利活用したい公共施設に関するアンケート結果
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(2) 検討状況について
利活用したい公共施設の庁内での検討状況につい
ては，「庁内で検討をはじめている段階（社会実験
の実施は未定）」「庁内で具体的な検討は行ってい
ない段階」が多い．具体的な検討を進めていく方法
を見出すために本スクールに参加している受講生が
多いものと思われる．
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表-4 検討状況に関するアンケート結果
回答項目
人数（人）
社会実験等の試験的な取組を終え,実用
０
化に向けた準備段階
既に検討が進んでおり,社会実験等を実
４
施いる段階
庁内で検討を始めており,社会実験に向
３
けて検討を行っている段階
庁内で検討を始めている段階（社会実験
１５
の実施は未定）
庁内で具体的な検討は行っていない段階
１３
その他
１

4. 公共資産利活用入門スクールの検討課題
(1) 利活用したい公共資産
本スクールの参加者募集時のアンケートで，受講
生が利活用したいと考えている公共施設や抱えてい
る課題に質問しており，その集計結果を紹介する．
各受講生の自治体において，課題を抱えており利活
用を検討したい公共施設については，３６名中８名
が「施設跡地（空地）」と回答している．「施設跡
地（空地）」とは，施設の統廃合により生じた庁舎
跡地や，道路事業のために確保した代替地，事業計
画が凍結になった公共施設建設用地などである．
「その他」の中には，廃校（３名），保育所（１
名），給食センター（１名）といった回答があり，
文化施設（２名）とあわせると，ハコモノ系の施設
を挙げている受講生が７名であった．
このように,公共施設の利活用といっても,道路,
広場,公園といったインフラだけでなく,ハコモノや
空地を課題と揚げる受講生も多いことが分かった．
市町村合併や人口減少，施設の老朽化等に伴い統廃
合や廃止された施設の活用が自治体の課題として根
強く存在することがうかがえる結果である．

(3) 検討を進めるにあたっての課題
受講生が公共資産利活用に関する検討を進めるに
あたっての課題については，行政内部，住民，関係
者との調整や，財源，事業採算性に課題を感じてい
る受講生が多い．特に３６名中２０名が「行政内部
の調整」と回答しており，役所の組織の中で話を通
していくことに課題を感じている受講生が多いこと
が分かった．本スクールを通して，役所内部で話を
通していくことや，住民や利害関係者との合意形成
を進めていくために必要な知識やノウハウも身につ
けられるよう，スクールを進めていく必要がある．
2

図-3 専門家による講演

b)

ステップ２ 実際に体験してみる
南池袋公園やその周辺におけるまちづくりの取組
について講演を実施するとともに，南池袋公園の視
察を実施．
実際に体験してみないと分からない課題やポイン
トを理解するため，南池袋公園及び池袋グリーン大
通りで行われるマルシェに受講生が参加．
「出店コース」と「運営サポートコース」に分かれ，
実践者の立場から公共資産利活用の現場を体験．

図-2 公共資産利活用の検討を進めるにあたっての
課題に関するアンケート結果
（１人３つまで選択回答）

5. 公共資産利活用入門スクールの実施概要
本スクールは全５回のプログラムと実際に民間主
体が公共空間を利活用している取組に参画し体験す
るプログラムを実施した．
また，限られた時間を最大限に活かすため，イン
ターネットを活用したｅラーニングにより，事前に
公共資産利活用に関する基礎知識の予習をすること
を必須とした．ｅラーニングでは，公共資産の活用
事例と実現のポイント等について解説されており，
受講生は第１回のスクールまでに，各自ｅラーニン
グを受講した．
なお，本スクールでは実際の公共資産の利活用案
を検討するグループワークを行うが，そのグループ
分け（６グループ）においては，将来，各地域で公
共資産の利活用を取り組む際に受講生同士で支援し
合えるようなつながりを作ってもらうことを目指し，
近隣自治体の職員が同じグループになるよう配慮し
た．
(1) スクールの流れ
a) ステップ１ 公共資産利活用を学ぶ
スクール開講に先立ち，ｅラーニングにより，官
民連携の考え方や具体的な実践方法等について各受
講生が学習を行った．
スクールでは，まちづくりの専門家を講師に迎え，
官民連携による公共資産利活用を進めていく上での
課題やポイントに関する講演を実施．
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図-4 「運営サポートコース」の様子

図-5 「出店コース」の様子

c)

ステップ３ 先行事例を理解し，プランを考える
官民連携による公共資産利活用の実践者（全国の
自治体職員５名）から，各取組の内容や作り上げて
いく上での苦労，留意点等の講演を実施．受講生が
地域で抱える公共資産の課題について，グループご
とに改善提案を考えるグループワークを実施して発
表．

6. 公共資産利活用スクールの成果
本スクールでは，受講生に毎回スクールに関する
アンケートを行った．「スクールの内容に満足」
「勉強になった」と実感した受講生が約９割であっ
た．また，本スクールを受講したことで課題となる
公共資産の利活用への意欲が高まったと実感した受
講生が約５割であったことから，好評であったと言
える．
また，実践型のプログラムに関しても，「実施す
ることを前提にした研修であったため，厳しくもあ
ったが，取組を前進させることができた」「マルシ
ェ体験は普段はできない貴重な体験であった」「事
業を実践している専門家から様々な取組を聞くこと
ができたのは貴重であった」「公共資産の利活用を
実践している自治体職員の本音の話が聞けたことが
貴重であった」「他の自治体職員との交流・情報交
換ができた」といった声が多数あったことから，好
評であったと言える．
さらに，受講内容を所属部署へ報告した受講生が
約５割であったことから，単に本スクールを受講し
たことで終わらせるのではなく，学んだことを活か
し，実際に組織として公共資産の利活用に取り組む
契機となったのではないかと言える．

図-6 グループワークの様子

d)

ステップ４ プランを作り込んで発表する
ここまで学んできたこと体験したことを活かし，
各グループごとに公共資産に関する利活用プランの
つくり込みを実施.最終成果として発表．

7. 公共資産利活用入門スクールの課題と今後
の改善点

受講生から好評をいただいた本スクールであるが，
一方で，「講義を聞くだけの研修をイメージして参
加した」「専門家の講義から具体的な手法等を学ぶ
ものだと思っていた」「受講生間での温度差が感じ
られた」といった声も聞かれた．
これは受講生の募集の段階で，スクールの目的や
具体的なプログラム内容，求められるアウトプット
等について明示しなかったことが一因であると考え
られる．
また，従来の受講型の研修とは異なり，実践型で
あるため，一定の負荷や責任が生じることを明示す
図-7 最終成果の発表の様子
べきであった．
これらの反省を踏まえ，今年度の受講生の募集時
(2) スクールの特徴
には本スクールの趣旨をより明確に明示し，策定し
本スクールは，専門家の講義を聴講するだけでは
た公共資産の利活用計画を社会実験の実施に結びつ
なく，より実践的な内容にするため以下を行ったこ
けられるように部署横断チームで参加可能な自治体
とが特徴と言える．
を募集する等，質・量ともに創意工夫を重ねながら，
・ グループワークを行い，運営の仕組みや事業に
公共資産利活用の主役である自治体のより多くの職
よる収支見込み等の経営的な視点も含め，具体
員に参加してもらえるよう，充実した取り組みにし
的な公共資産の利活用計画を策定したこと．
・ 公共資産利活用の先進事例である「南池袋公園」 ていきたいと考える．
そして，公共資産を単に利活用することを目的に
で開催されるマルシェに参加することで，準備
するのではなく，公共資産を利活用することで各自
の大変さ，集客やものを売ることの大変さを体
治体が抱える都市の課題解決につながるような取り
験したこと．
・ 公共資産利活用を実践している自治体職員から， 組みに発展させていきたい．
取り組み内容や苦労，留意点等の実体験を踏ま
えた講義を実施したこと．
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