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人口減少 財政難 

中心市街地
の衰退 

空き家の
増加 

公共施設の
遊休化 

人口構成の
変化 

必要施設 

不要施設 

現在の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 

 遊休ストックの増大（空きビル、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  

実に多くの都市・地域経営課題が存在する 



成長時代のやり方を 
まだ続けていませんか？ 
都市経営はやがて破綻！ 

 
今日から縮退時代に合った

やり方を始めましょう！ 



  縮退時代に適合した公民連携まちづくりの一つ 

 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 



民間主導の公民連携 
 
官民の不動産所有者の協力のもと 
「家守（やもり）」と呼ばれる民間事業
者が不動産を活用、自立経営して 
地域を再生し、持続的発展を目指す 
 

行政はこの動きを支援する 
 “民間主導の行政参加” が基本 



補助金に頼った開発を行うと失敗します 
建物床（特に商業床・業務床）が大量に余っている時代に 

その中で今まで通りの大きな床をつくり続けるとどうなるか 

プロジェクト 
プロジェクトが 

肥大化 

持続しない
プロジェクト

が誕生 

＋ 

補助金 
 

エリア価値の下落 

投資の失敗 
賃貸料 

下落 

短期間で 

空きテナント 

ボコボコ発生 

不動産オーナーの方々は 

補助金がもらえるならできるだけ 

大きく立派なものをつくろう意識 

開発を担当する人たちは 

初期投資だけが回収されれば 

プロジェクトが完了するという意識 



行政計画にもとづいて税金を
投資してまちを変えて行く 

という従来のやり方から 
 

民間主導で経済合理的な 

自立・持続するやり方に変える 



“志とソロバンの両立” 
 

公も民も街をよくする公共心を持ち
公と民が行うすべての投資を 
現実の社会の生態を把握して 

持続力の高い事業を企画実行し 
所定期間内に投資を回収する 

 

経済合理的なやり方が必須 



その際、本当の公民連携が重要！ 
（民間丸投げではありません） 

 
行政は行政でなければ 

できないことを部署横断して行う 
 

民間は公共心をもって 
民間が得意とするところを行う 



良き民間事業者の見つけ方、育て方 
（良き行政マンの見つけ方、育て方） 

• リノベーションスクールという場を設ける 

– その中から30代～40台前半くらいの人を探す 

– チームを組ませて家守会社（株式会社）にする 

• まちなかのあらゆる場面（特に飲み屋）で探す、
話す、人間同士が知り合う 

• JC、〇〇青年部にも時々志を持つ事業者がいる 

• まちにいない時は、都市圏内で探す 



敷地に価値なし 
エリアに価値あり 
公民に境目なし 

 

公も民も社会の変化を受け止めて
しっかり考えて、しっかり行動して 

共に変わって行きましょう！ 



リノベーションまちづくりでの 

エリア再生が目指すところ 

• 多様な事業と産業を育てる 

• やりがいのある仕事を創る 

• 人材を集めて、育てる 

• 新しいコミュニティを育む 

• 素敵なライフスタイルを生み出す 

• まちの中心と周辺を繋ぐ 

• エリアビジョンを具現化する 

これらによって、都市・地域経営課題を解決‼ 



民間の役割 
 

パブリックマインドを持ち 
自主自立するまちづくり事業を
行い、適正な利益を上げること 
そして利益が積み上がったら 
それをまちに再投資すること 



行政の主な役割 
 

■まちを変えるベクトルの提示 
 

■民間の主体的な参加を促し 
  積極的な民間の活動を支援 
■公共全体をコーディネイトする 

 

これらが行政の役割です 



 小倉魚町でのリノベーションまちづくり 
  2010年度以降の7日年間で行ったこと 
 
  ・ 「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の高利回りプロジェクト実現 
  ・ 都市型産業が集積し450人の雇用創出 
  ・ 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事例 



リノベーションスクール 
建築を学んだ人たちが、地域ごとに 
新しい事業を起こしていける力をつけ、 
地域に事業家として継続的に活躍できる
“新しい事業・職業ネットワークのモデル”
を創り出す 

職人街 

社会実験 

ＥＣＯ・環境 

都市型産業とは、都市内に立地するのが適している産業の
こと。そのまちらしい暮らし方、まちの個性を決める大事な要
素である。 インキュベーション 

２４ｈ化 

タウンモビリティ 

環境改善と雇用創出の同時実現 

小倉中心部の遊
休不動産を活用
する 
空きビル 
空き店舗 
空き家 
空き地 
低利用の公園 
など 
 
不動産オーナー 
（民間/公共） 

リノベーション
スクール 

 
クリエイター 
と学生たち 

☆動的に考え実行するプロセスをつくる ☆多様な都市型産業集積を目指す 

医療・介護 
サービス 

リノベーションスクールでは、実際の空き物件を題材
にして、実践力のある人材を育成する。 

都市観光 

飲食新業態 

建築リノベーション 
建物活用  人材教育 

建材 部品 

製造型物販 
企画・制作・販売 

サブカルチャー 

メディア 

流通新業態 

企画･戦略部門 

本社 

不動産新業態 

実戦力のある人材育成 

小倉家守構想 2011 概要 ～リノベーションスクールと将来像～ 

家守事業を実施している人、類似の事業等を行
いエリアの中心的存在となっている人物 

不動産の有効活用を希望
するオーナー等がスクール
に情報提供 

スクールの受講生が実践（リノベー
ションや家守事業）の場として不動
産を活用（スクールが実践の場をマ
ッチング） 

スモール 
エリアの 

コミュニティ 

不動産 

スクール 
受講生 

不動産 
オーナー 

等 

リノベー 
ション 

スクール 
エリアの 
キーマン 

エリアの 
キーマン 

スモール 
エリアの 

コミュニティ 

エリアの 
キーマン 

スクールを中心とした 

ソーシャルネットワーク形成 
持続的な人材輩出 

連続的なプロジェクトの創造 



小倉家守構想と実プロジェクト化 

「小倉家守構想」検討・策定・発表 

最初のプロジェクトの仕込み 最初のプロジェクトの実現 

2番目のプロジェクトの実現 

3番目のプロジェクトの実現 

行政の役割 

民間主導でプロジェクトを興して実現していく 

＝ 

コンセプトをプロジェクトに反映する 



2011.6.1 メルカート三番街 
個性豊かな10店舗がオープン  







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 
行政は行政ができることやる 



魚町サンロードの風景 



2017年5月 

20,000円〜25,000円/坪 

15,000円/坪 



新築の低層商業施設が建てられるようになった 



先ににぎわいをつくる 
 

賃料が上昇する 
 

新築が可能になる 



民間主導の公民連携で行う 

リノベーションまちづくりの推進で 

北九州市が担当したこと 

１．家守構想策定（民間の事業者市民と一緒に） 

２．志を持つ不動産オーナーの発掘 

  → 不動産オーナー啓発活動を継続する 

３．リノベーションスクール、家守講座開催 
  → 家守会社を育て、プロジェクトを創り出す場 

４．広報活動 

５．補助金からファイナンス支援への切り替え 

６．制度を変えて公共空間・公共施設を活用する 
  → 大きいリノベまちづくりを重ね合わせる 



 

岩手県紫波町（3.3万人） オガールプロジェクト 
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 
道路、駐車場、公園と新築の建物をつくり 

新しいまちの中心をつくる 
 

さらに、800m離れた旧まちの中心をリノベーションし 
またさらに、紫波町全体とその周囲までを繋げていく 

 
 

大きいリノベ（開発・新築型）＋小さなリノベの組合せ 

大きいリノベーション事例 



情報館・図書館 

テナント棟 

テナント棟 

オガールプラザ 

公民合築施設 

民間事業棟  

オガールベース 

オガールタウン 

住宅地 

岩手県紫波町 オガールプロジェクト 

町役場新庁舎 

オガールセンター・保育園 



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 



オガール広場の風景 



オガール広場の芝生でくつろぐ地元の小学生たち 

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 今年は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 



230名（現在330名余）の農家、加工業者が参加 年間売り上げ約６億円 

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 



コーヒー＆ワイン４８３２ 本格的なシアトルコーヒーが飲める 

オシャレなカフェ・レストラン 



地産地消居酒屋 

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～） 



リノベーション VS 再開発 
 

という対立概念から脱して 
 

ひたすらまちとプロジェクトの 
 

自立性・持続性を追求する 
 
 

（新築の場合はより高度な技が必要になります） 



全国各地で行われている 

リノベーションまちづくりを知ろう！ 

• （株）リノベリングHP http://renovaring.com/ 

 

• 全国のプロジェクトレポート 

https://re-re-re-renovation.jp/projects/ 

 

• リノベーションスクールに参加してみよう！ 

https://re-re-re-renovation.jp/schools/ 



公民連携まちづくり5～10年間プロセスを知る 
【官民連携まちづくり塾】に参加しましょう！ 

＠和歌山市 8月28〜30日 

＠草加市 10月12日～14日 

＠岡崎市 11月16日～18日 

＠紫波町 11月19日～21日 
 

詳しくは、下記のサイトをご覧ください 

http://news.nicovideo.jp/watch/nw3679558 



http://ppp-ps.net/ 

若手職員で本当にやる気のある人たちに 

公民連携の本当の知識を身につけさせよう！ 



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！ 


