官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム
「サウンディング」
案件登録様式

■ 記入票
項目

記入欄

１．サウンディング情報
①団体名

足利市

②事業名

中橋ハイツ入居促進事業

③本事業の現在の検討ス

以下の中から本案件の検討ステージを選択してください。

テージ

1.事業発案
2.事業化検討
3.事業者選定
4.その他（

）

平成 5 年築の特定賃貸住宅「中橋ハイツ」は、地下 1 階から 3
階までが足利市立美術館となっている美術館併設住宅です。
4 階から 11 階の全 64 戸のうち、
令和２年 10 月現在では 31
戸の入居者（入居率 48％）となっており、入居率の向上が本市の
課題となっています。
そこで、今後は官民連携手法により入居率を向上させたいと考
えていますが、民間事業者に期待する機能や事業手法については
具体的に決まっておらず、民間事業者からの助言・提案を踏まえ
決める予定としている段階です。

④サウンディングの目的

〇中橋ハイツは２LDK（8 戸）
、３LDK（56 戸）の間取りとなっ
ており、建設当初、ファミリー層をメインターゲットとしてい
ました。しかし、現在、入居率が上がらないことから、ターゲ
ットが違うのか、合っていたとしてもニーズが分からないとい
った状況です。
〇東武伊勢崎線足利市駅、ＪＲ両毛線足利駅から近いため、都内
近郊への通勤もしやすい立地であることから、U ターンや I タ
ーンなど、移住定住策の一環としても取り組みたい。
〇今回のサウンディングで民間事業者から助言・提案をいただき、
官民連携手法による入居促進策の事業化を検討したいと考えて
います。

⑤民間事業者に対する質
問事項

中橋ハイツの入居率を上げるためには、どのような官民連携の
手法があるのか、何が効果的であると考えられるかについてのご
提案をいただきたい。

〇事業のアイデアに関する提案
・実施する事業の内容等に関する提案
・事業方式に関する提案
・移住定住促進策と絡めた提案
〇事業期間、概算事業費等に関する提案
・実施する事業の期間に関する提案
・実施する事業の費用に関する提案
〇その他
・事業実施に当たって行政に期待する支援や配慮してほしい事
項
④対話を希望する業種

1.設計

※該当する番号に○（複数可）

4.金融機関

注）希望する業種の事業者の参

7.運営（

加を確約するものではあり

2.建設

3.不動産

5.維持管理

6.コンサル
）

8.その他（

）

ません

２．事業概要
（１）基本情報
①事業の種類

1.新設

2.建替え

※該当する番号に○（複数可）

5.その他（

②想定する事業の手法

1.サービス購入型

※該当する番号に○（複数可）

4.公的不動産の利活用
6.指定管理者制度
８.その他（

3.改修

4.維持管理・運営
）

2.収益型

3.混合型

５.包括的民間委託
７.コンセッション
）

③事業内容

中橋ハイツの入居率の向上を図ることを目的とした事業。

※事業の内容を簡潔にご記入

現時点では、具体的な事業内容の検討には至っておりませんが、

下さい

以下に掲載する例に限らず、ハード事業・ソフト事業問わず、幅
広いご意見をいただいた中で、事業化の検討をしたいと考えてお
ります。
（例）
・ファミリー層のニーズに合わせた間取りの改修事業
・高齢者層のニーズに合わせた間取りの改修事業
・移住志向のある都内在住者向けのＰＲ事業

④現状及び課題

【現状】
〇入居戸数・入居率の推移
・中橋ハイツは平成 5 年に建設
・平成 6～7 年度に満室となったが、平成 8 年度以降は徐々に退
去が増えました。
・平成 16 年 6 月末には 31 戸、入居率 48％にまで減少しまし
た。このため、平成 16 年 10 月に建設後初めての家賃の引き
下げを行いました。
・平成 20 年度までは入居率が上昇し、平成 20 年度の 52 戸、
入居率 81％をピークとして、その後減少に転じています。
・平成 26 年 7 月に、2 度目の家賃引き下げとして平均 1 万円の
引き下げを実施しました。

〇現在行っている施策
・平成 21 年度から、4 階（8 戸）を子育て世帯専用の期限付き
住宅としています。
・令和 2 年 4 月から、企業がまとめて３部屋を借りていただくと
概ね２３％引きとしています。
〇管理・運営
・他の足利市営住宅と併せて、指定管理者による管理・運営をし
ている。入居促進などは指定管理者の仕様書に謳っていないこ
とから積極的な入居率向上の方策は行っていない。
【課題】
・建設から 2７年が経過し、今まで大きな改修工事もせず、必要
な修繕のみを実施してきている状況であり、設備等の老朽化が
進んでいます。
・駐車場は１台／世帯（6,110 円／月）確保していますが、建物
から駐車場まで 50ｍ程度離れています。
足利市近郊では、持ち家であれ、賃貸住宅であれ、駐車場が離
れているというのは少ないことから、我々としては課題と考え
ています。
・入居率を向上させるために、建物、設備などのハード面の改修
も必要と考えているが、何をどこまで行えばよいのか判断でき
ない。
・建物底地の一部が借地です。また、駐車場は敷地すべてが借地
です。
⑤前提条件
※事業化にあたって事業者に
考慮してほしい事項等を簡
潔にご記入ください

⑥事業スケジュール（予

・事業発案段階であり、改修工事における行政側の費用負担に関
する考え方や、事業期間等の制約など現時点における前提条件
はありません。
・原則として、併設されている足利市立美術館については、提案
の対象外とします。
スケジュールの制約はありません。

定）
（２）対象地
①所在地（交通情報含む） 栃木県足利市通 2 丁目１４－７
（ＪＲ両毛線足利駅から徒歩 7 分）
（東武伊勢崎線足利市駅から徒歩 7 分）
②敷地面積

２２８５．６１㎡

③土地利用上の制約

用途地域：商業地域
その他の区域：準防火

④所有者

足利市

⑤周辺施設等

1km 圏内に、市役所、消防署、小学校、病院、郵便局、東武伊勢
崎線足利市駅、ＪＲ両毛線足利駅
歌手の森高千里さんの楽曲「渡良瀬橋」も 1km 圏内です。

⑥対象地周辺の環境

足利市中心市街地

⑦その他
(上記項目以外の情報、特徴、
留意すべきこと等）

（３）対象施設
（3）-1．建物

既存

①施設名称

中橋ハイツ（美術館併設住宅）

②施設の延床面積

9061.92 ㎡

整備後（予定）

③建物の構成（構造、階数） 鉄筋鉄骨コンクリート、11 階
④主な施設の内容、導入機
能

〇住戸専用 64 戸
〇エレベーター １基
〇玄関に自動施錠（オートロッ
ク）
〇駐車場有

⑤運営状況

指定管理者

(運営主体、事業手法
等）
⑥その他
(上記項目以外の情報、
特 徴 、 留 意 す べ き こと
等）
（3）-2．インフラ系
（上下水道、道路等）
①施設名称
②規模、能力 等

③運営状況
(運営主体、事業手法
等）
④その他
(上記項目以外の情報、
特 徴 、 留 意 す べ き こと
等）

既存

整備後（予定）

■参加予定形式
本取組は、現地会場及び Web 会議（Zoom 予定）を併用した開催を予定しています。
相談自治体の参加予定形式

１

現地会場で参加する

２ Web 会議で参加する
※今後の状況の変化に応じて、相談自治体の参加予定形式については変更となる場合があります。
■ 添付資料


①位置図



②家賃表及び入居状況



③令和元年度歳入歳出決算



④入居申込案内



⑤窓口説明用資料



⑥企業募集用チラシ



⑦施設写真



⑧足利市概要リンク集

