
プロジェクトK
～ずっと住みたいと思うまち創り～
川根本町 企画課 企画調整室長
北村  浩二

１ 川根本町の概要

大井川鐵道井川線　奥大井湖上駅

川根本町は、静岡県の中央部を流れる大井川中流
域、東は静岡市、西は浜松市、南は島田市に隣接し、
北は南アルプス国立公園の最南端に接続する中山間地
域に位置します。町の北部には、赤石山系から派生す
る2,000m級の峰々が連なり、その山すそから町を二
分する形で大井川が南下しています。
島田市のJR金谷駅を起点に当町千頭駅に至る区間
を大井川に沿って大井川鐵道が走り、千頭・静岡市葵
区井川間では大井川鐵道井川線が運行され、地域住民
の通勤通学や観光客等に広く利用されています。
昨今では、機関車トーマスが運行され、多くの人々
が遠方から当町を訪れます。
主要産業は、日本有数の銘茶として全国に知られて
いる「川根茶」の中心的産地であり、町全域において
生産されています。
しかしながら、大学進学を機に町外で就職する傾向
が強く、また、結婚後に町外へ転出する世帯も少なく
ないことから、人口減少の進行が顕著となっていま
す。

２ サテライトオフィス誘致
そのような中、町では2015年に光ファイバと高速
無線システムによるネットワークを整備し、それを活
用してサテライトオフィスの誘致やテレワークの推進
を図ることとし、これまでにない業種・職種を創出す
るとともに、時間や場所を選ばない働き方を提案する
ことで、若い世代の転出抑制を図ることとしました。
静岡県の協力を得て、首都圏で行われるICT技術展
示会等で誘致活動を実施した結果、世界的IT企業の
Zohoグループ日本法人であるゾーホージャパン（株）
が2017年にサテライトオフィスを開設しました。

サテライトオフィス　現地見学会の様子

誘致企業となるゾーホージャパン（株）から、地域住
民や地域活動団体等と連携しながら地方創生が推進で
きる組織が必要という意見を頂いたため、地域に根差
す活動を実施している地縁団体とゾーホージャパン
（株）、そして県と町が構成員となる「プロジェクトK」
を設置しました。（プロジェクトKとはプロジェクト
KAWANEを意味します。）

川根本町
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３ 官民連携による取り組み推進
プロジェクトKは、地域活性化を目指す者が任意に
集まり議論を交わすという形でスタートしましたが、
初めの頃は、「いつまで実施するのか」「ボランティア
で続けていくには限界がある」等の意見が散見された
ものの、3年経過する現在では、当初メンバーに加え、
新たな誘致企業2社、商工会、観光協会、金融機関が
加わり、町からも商工労働部門、農林業部門、教育部
門等も参加し、毎月1回欠かさず参集して協議を重ね
ています。
これは、当初メンバーの全員が、ゾーホージャパン

（株）の「人の役に立ち人と喜びを分かちあう」という
経営理念と取組への共感を深め、地域課題が山積する
当町に誘致企業であるゾーホージャパン（株）をまず定
着化させることを主眼としたこと、併せて、この町に
住む人々が「ずっと住みたい」と思う町を創るために
やるべきことを話し合い、そこで決まったことを参加
者自らが実践する。といった目的を明確にしたこと
で、継続した取り組みとすることができました。

プロジェクトKの様子

４ 今後の展開
現在では、誘致企業であるゾーホージャパン（株）、

（株）アリノス、（株）経営参謀の3社に加え、その関係
者やプロジェクトKメンバーの一部が構成員となり、
「事業を通じて地域課題を解決する」ためにKAWANE
ホールディングスという新しい会社も設立されまし
た。

KAWANEホールディングス設立記念式典

プロジェクトKでは、これからも「地域の課題を解
決するために、自らができることを考え、話し合い、
自らが実践していく」ことを基本とし、連携と共感を
深化させながら、取り組みを進めていきたいと考えて
います。
そして、更なる誘致企業の獲得による就労機会の創
出や、地域活性化を目指し頑張っている人を応援する
ことで、この実践内容が全国的に評価され、「川根モ
デル」として他地域の手本となることを目指していま
す。

静岡から過疎地域ならではの地域活性化モデルを
	 地方創生コンシェルジュ
	 東海財務局静岡財務事務所長　山崎正晴

川根本町は静岡県中部の中山間地域に位置し、豊
かな自然に囲まれ、毎日SLが走ることで有名な町。
人口6.8千人、高齢化率48.4％の過疎地であるが、
「プロジェクトK」の取組みの熱さに驚かされる。
「プロジェクトK」の強みは、官民問わず全ての構
成員が地域活性化を自分ごととして捉え、農業・移
住・観光の各部会に分かれて、それぞれが主体的に
取り組んでいること。また、各々進めている取組み
の進捗状況について、方向性や問題点を共有し、解
決策や協力できること等について話し合い、連携す
ることで、より柔軟でスピーディーな事業展開を可
能としていることにある。
企業の誘致や設立、移住者の増加、6次産業化によ
る稼げる農業など、取組みの成果も見られ、同町の
未来に期待が膨らむ。地方創生コンシェルジュとし
ても、この「川根モデル」の進化・発展に向けて、
ひきつづき支援していきたい。
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１ 都城市の概要
宮崎県と鹿児島県の県境に位置する当市は、人口

163,470人（令和2年4月1日現在）の県内第2の都
市で、古くから、主要幹線道路網や鉄道網の結節点と
なっているほか、現在も当市と鹿児島県志布志市を結
ぶ「都城志布志地域高規格道路」の整備を進めるなど、
地の利を活かした、南九州の拠点となっています。
また、ふるさと納税の返礼品を「肉と焼酎」に特化
したことで、平成27・28年度は「ふるさと納税日本
一」に輝くなど、現在も好調に推移しております。

２ 中心市街地中核施設「Mallmall
（マルマル）」の整備
宮崎県南・西部及び鹿児島県の一部を含む約25万
人の経済圏の中心として、発展してきた当市の中心市
街地は、圏域内外から来街者を誘引する中心核の役割
を果たしてきました。しかし、昭和63年に全国で初
めて都市計画法上の線引き制度の廃止に踏み切った結
果、用途地域縁辺部や幹線道路沿道等の用途無指定
（白地）地域に対する住宅及び商業施設等の開発圧力
が高まり、結果として中心市街地の人口密度及び求心
力の低下が進行することになりました。
また、消費者ニーズの多様化や郊外部への大型商業
施設の出店、複数のロードサイド型店舗の展開等が相
次いだ結果、中心市街地の大型商業施設3店舗がすべ
て閉店するという状況に陥りました。
そこで、当市では平成25年度に策定した都市再生
整備計画「都城市中央地区」に基づき、中心市街地に
新たな都市機能を集約し、賑わいの再生を図る事業と
して都城市中心市街地中核施設「Mallmall（マルマ

ル）」の整備を進めてきました。
本事業は、閉店した大型商業施設等の土地・建物を
活用し、公民連携により、それぞれの施設や機能を集
約整備することで、既存の都市機能との相乗効果によ
り、まちなかの賑わいを再生することを目的としたも
のです。

中核施設附帯駐車場

図書館
未来創造ステーション

まちなか広場
（屋根付き多目的広場）

子育て世代活動支援センター（3F）
保健センター（2F）
まちなか交流センター（1F）
中央バス待合所（1F）

国道10号

中心市街地中核施設「Mallmall」（マルマル）」
（平成30年4月28日全館供用開始）

３ タウンマネージャーの配置
当市では、中心市街地中核施設の整備を図るととも
に、周辺の空き店舗対策や商店街の魅力を高める取組
み、賑わい創出に係るソフト事業などを複合的に行う
ことが喫緊の課題と考え、「公民連携によるリノベー
ションまちづくり」を進めるために、タウンマネー
ジャーの全国公募を行い、平成27年8月から、北九
州市出身の二宮啓市氏をタウンマネージャーとして配
置しました。
なお、北九州市の小倉魚町商店街は、リノベーショ
ンまちづくりに一早く取り組み始めたまちであり、北
九州市で開催されてきたリノベーションスクールに第
1回から参加していた二宮タウンマネージャーを当市
に配置したことから、その手法を当市でも取入れるこ
ととなりました。

リノベーションによる
まちづくり
都城市商工観光部商工政策課副課長
久保  尚裕

都城市

 74 ファイナンス　2020 Jun.

連
載
各
地
の
話
題



各地の話題

４ リノベーションによるまちづくり
当市では、リノベーションによるまちづくりを推進
するため、平成28年度からこれまで4年間、リノベー
ションスクールを開催してきました。
本スクールでは、まず空き店舗（3店舗）のオー
ナーに物件を提供していただくことから始まります。
同時に、受講生を全国公募し、参加した受講生はユ
ニットと呼ばれる8名程度のチームを3ユニット組み
ます。スクールは、あくまでも実践形式で、周辺環境
やまちの歴史、人口動態など基礎データのエリアサー
ベイや、店舗オーナーへのヒアリング、店舗をリノ
ベーションするための設計、デザイン、運用形態や事
業収支など事業プランの企画立案を3日間で行い、リ
ノベーションによる物件の再生手法を学んでいきま
す。最終日に物件オーナーへ企画案をプレゼンテー
ションし、オーナーが了承すれば、スクール終了後に
実事業化を目指すというのが、大まかな流れです。
なお、実事業化する店舗は、受講生がオーナーから
空き店舗1棟を一括借上し、店子に貸出をするという、
家
や

守
もり

（江戸時代、地主、家主に代わってその土地、家
屋を管理する人）の手法によって物件を管理していき
ます。

　

スクールの様子（左写真：オーナーへのプレゼン）

現在、平成28年度に開催した第1回リノベーショ
ンスクールの受講生の一部が「みやこんじょやもい
舎」を設立し、中心市街地にあった空き店舗をリノ
ベーションし、実事業化を図っています。

　

「みやこんじょやもい舎」の案件

５ リノベーションによるまちづくりを
促進する支援策
当市では、リノベーションによるまちづくりを促進
するため、市の支援策として、平成29年度から「都
城市中心市街地再生プラン事業」を実施しています。
本事業では、空き店舗のオーナーが賃貸を目的に店
舗の改装を行うための「空き店舗リフォーム補助金」
や、事業者が店舗を開くための「リノベーションまち
づくり補助金」等による支援を行い、中心市街地への
新規出店を促進しています。
これらの支援策の効果により、オーナーや出店者の
マインドも大きく変化しており、新規出店数の増加や
（H29～31年度で約50店）、空き店舗率の改善（H28
年11月29.3％→R2年2月22.4％）に繋がっていま
す。また、中心市街地中核施設「Mallmall」は、高
質的な空間とその居心地の良さから、年間延べ200万
人もの人が訪れる施設となっており、新規出店の増加
と相まって中心市街地の流入人口は大幅に増加しまし
た。
今後は、まちなか居住の推進により定住人口の増加
を図り、「居心地が良く歩いて楽しいまちづくり」を
実現していきたいと考えています。

ワクワクするようなまち中を訪ねてみませんか！
	 地方創生コンシェルジュ
	 九州財務局宮崎財務事務所長　宮浦裕司

都城市は各地の地方都市同様に市街地が衰退して
いたところを財務省OBである若き池田市長が様々な
アイデアを駆使して活性化を進めています。このリ
ノベーションによるまちづくりはその最たるもので
あり、空き店舗を活用することでまち中が徐々に活
気づいていくでしょう。歩く度に変貌していくワク
ワクするような都城市のまち中を訪ねてみませんか。
九州財務局では、同市で開催されたリノベーショ
ンスクールに職員が参加するとともに、熊本県の自
治体や金融機関等にも声掛けし一緒に視察したほか、
当局の仲介により、リノベーションまちづくりの全
国の本部と日本政策金融公庫との連携の足掛かりを
つくるなど、都城市の取組みを通して、地方創生に
微力ながら貢献できました。
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１ はじめに
札幌市は人口約197万人。北海道全体で約526万
人であることから、道民の約37％が札幌市で生活し
ています。
札幌市内にある広大な未利用国有地を、北海道財務
局ではまちづくりに配慮し、かつ、民間の企画力・知
見を反映させるために「二段階一般競争入札」によっ
て売却しました。
以下、その取組みを紹介します。

２ 国有地の概要
当該国有地は北海道財務局に引き継ぐ前は自衛隊札
幌病院とその職員の宿舎の用地に供されていました。
・所在地：札幌市豊平区平岸
・土地数量：48,496m2

・用途地域：	第1種住居地域	
準住居地域

現地の写真

３ 処分までのスケジュール
本件の処理方針は、令和元年5月20日の第94回国
有財産北海道地方審議会において決定しました。
処理に際しては、あらかじめ開発条件を設定し、買
受希望者から企画提案を求めた上で、その提案を外部
の有識者で構成される審査委員会において内容を審査
し（第一段階）、審査を通過した者により価格競争入
札を行う（第二段階）という二段階一般競争入札によ
る手法で時価売払することが適当、との答申を得まし
た。
審議会以降のスケジュールは以下のとおりです。
・令和元年7月5日　入札公示
・公示後（7月～10月）　質問受付
・同年11月22日　企画提案書締切
・同年12月17・18日　審査委員会
・令和2年1月16日　期日入札

４ 札幌市との調整
開発条件を提示するため、札幌市とは何度も協議を
重ねました。
札幌市では「自衛隊札幌病院の跡地に係る基本的な
考え方」を策定しました。
その中で跡地活用の考え方として、
１．周辺の住環境に対して配慮
２．周辺の交通環境に配慮
３．防災性の高い安心な活用
４．景観形成に資する活用
５．緑地資源の創出
という5項目を提示し、提案者はこれを基に設計に取
り掛かることになりました。

札幌市中心部の再開発
に貢献
～北海道財務局で初めての
　二段階一般競争入札を実施～
北海道財務局 管財部 国有財産調整官
伊東  秀起

札幌市
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５ 実施結果
審査委員会では、提案者からのプレゼンと質疑を行
いました。
審査委員会は外部の有識者5名により構成し、デザイ

ンを専攻する大学講師を委員長に据え、その他の委員
は不動産、財務、環境、行政の分野から選出しました。
なお、企画提案は7者からの提出があり、提出後に
1者が辞退したため、6者を審査委員会に諮り、前述
した跡地利用の考え方に即しているかどうか、開発コ
ンセプトや開発スケジュールがどのようになっている
か、といった視点で審査が行われました。
審査委員からは、緑化計画の実現可能性や、車両通
行にあたっての渋滞回避の方法、また、北海道ならで
はの冬季の積雪対策などに関する質問がありました。
審査を通過したのは3者でした。
その後の期日入札で、「（株）長谷工不動産・積水化
学工業（株）」が落札し、令和2年2月14日に契約を
締結しました。
契約金額は45億5百万円でした。

パース図（北海道財務局HPより）

６ 今後の予定
契約相手方の提案概要から整備を予定している施設
は、「スーパーマーケット」、「家電量販店」、「飲食店」、
「戸建住宅」、「分譲マンション」、「病院」、「クリニッ
クモール」となっています。
今後はスケジュール通りに進捗しているかどうか四
半期ごとに報告をもらうこととしており、完成は
2024（令和6）年9月を予定しています。

７ 地域貢献
北海道財務局で初めてとなる二段階一般競争入札で
したが、全国でも5例しかなく、多くの事例があるわ
けではありません。
実際に取り組んでみたところ、
・	事前に提案内容を把握できるので、地域住民が早
い段階で知る機会が得られる。
・	専門家を審査委員に加えることで、行政のみなら
ず各分野の意見を審査の過程で反映しやすい。
といったことを実感できたほか、何よりも、
・	当局がまちづくりを自ら手掛けて、景観を確保し
ながら地域が期待する施設を誘致できたという達
成感を得ることができた。
ことが一番の収穫でした。これは業務を通じて成果
に結びつけた地域貢献の一つのあり方ではないかと実
感したところです。

８ 最後に
財務省理財局では令和元年9月に国有地の最適利用
に関する通達を発出し、今後は有用性が高く希少な国
有地は所有権を留保して、定期借地権による活用を進
めていくこととなりました。
各財務局においては、さらにきめ細かく地域のニー
ズを把握し、自治体と議論を重ねていく必要がありま
す。
特に札幌市は、2030年の冬季オリンピック・パラ
リンピックの国内候補地としてJOC理事会で選定さ
れました。もし開催が決定すれば1972年以来の開催
となります。
今回ご紹介した物件が完成した姿や定期借地権で有
効に利用されている国有地も皆様に見ていただけるよ
うに頑張りたいと思います。
ご来道をお待ちしています。
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