
 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的資源を活用した観光まちづくりを担う 

人材育成プログラム策定・研修事業 

 

①歴史的資源を活用した観光まちづくりを担う人材育成プログラム（入門編） 

  



1. 歴史的資源を活用した観光まちづくりを担う人材育成プログラム  

エリアマネージャーコース（入門編） 

目的：地域において歴史的建築物の流動化と開発計画の組み立てを担うビークル人材（エリアマネ

ージャー）を育成し、新規事業の立ち上げをサポートする。 

対象：歴史的建築物等を活用した観光まちづくりによる起業・事業化に意欲がある者。ビークル、

DMO 等に所属する者。具体的な候補物件があることが望ましい。 

 

プログラム（エリアマネージャーコース） 

・ 説明会・公開講座 150 分×1回 

・ 講義 90分×7回 

・ 先進地視察 180分×1回 

・ グループワーク 3回、プレゼンテーション 3回 

説明会・ 

公開講座 

（各地域） 

事業説明 60分 

講師：観光庁担当者 

・ 日本の観光マーケットの現状 

・ 歴史的建築物活用に向けた国の取り組み紹介 

公開講座「歴史的資源を活用した観光まちづくり」 90分 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者 

・ 歴史的建造物活用の理論 

・ 先行事例の紹介 

・ 地域再生事業のビークルの役割について 

・ 歴史的建造物活用に関する社会の動向 

１回目 

（各地域） 

オリエンテーション 60分 

・ 本講座の目的（説明会の復習） 

・ 課題（事業計画書）の提示とフォーマットの配布 

・ 参加団体自己紹介 

講義「プロジェクトマネジメント」 90分 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくり事業者 

・ プロジェクト体制について 

・ 中間支援組織のあり方 

・ ビークルと事業スキーム実例 

・ SPCの組成方法 

・ 事業スキームについて 

・ 事業収支計画書の作成方法 

講義「先行事例」90分 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくり実務者（宿泊業、観光業者） 

・ 歴史的資源を活用した観光まちづくり最新事例 

・ インバウンド最新事例 



各グループにわかれたグループワーク 90分程度 

アドバイザー：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者 

・ 計画書作成のためのワークショップ 

・ 個別相談 

2回目 

（先進地） 

先進地視察 約 180分 

講師像：１）歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者 

    ２）現地で運営を担う事業者 

・ 分散型施設 

歴史的建造物改修のポイント 

分散型施設運営のポイント 

・ 農泊型施設 

歴史的建造物改修のポイント 

農村集落の特徴と可能性 

講義「歴史的建築物改修の基礎講義」90分 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくりに携わる建築士、ヘリテージマネー

ジャー等 

・ 歴史的建築物の概念 

・ 歴史的建築物の改修手法 

・ コスト算出方法 

・ 物件調査、設計手順について 

講義「歴史的建築物に関する法制度講義」90分 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者 

・ 文化財保護法 

・ 建築基準法 

・ 旅館業法 

各グループにわかれたグループワーク 90分程度 

アドバイザー：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者 

・ 計画書作成のためのグループワーク 

・ 個別相談 

３回目 

（先進地も

しくは 

各地域） 

講義「古民家再生におけるファイナンススキーム」 90分 

講師像：地方創生系ファンドマネージャー、実務者 

・ 金融調達(ファイナンス)の意義 

・ 各種ファイナンスの枠組み  

・ 古民家の特徴と戦略 

・ 金融調達(ファイナンス)の手法 

講義「地域ブランディング」 90分 

講師像：ブランディングプロデューサー 

・ ブランディングとは 

・ ブランディングプロセス 

・ 地域に根ざしたブランドが届ける価値 

生活者視点の重要性 

土地の持つ風土、文化の活かし方 

差別化の重要性 



講義「エリアマネジメント戦略」90分 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくり事業者、マネージャー 

・ エリアマネジメントとは  

・ 都市型開発と分散型開発 

・ エリア開発事業計画の構成 

各グループにわかれたグループワーク 90分程度 

アドバイザー：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者 

・ 計画書作成のためのグループワーク 

・ 個別相談 

4日目 

（各地域） 

受講者プレゼンテーション（90分×３回） 

アドバイザー：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者（１〜３名程度） 

・ 計画書発表（１団体 10分程度） 

・ 質疑応答とアドバイス（１団体 10〜15分程度） 

全体統括 30分程度 

アドバイザー：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者（１〜３名程度） 

 

 

2. 歴史的資源を活用した観光まちづくりを担う人材育成プログラム  

建築士養成コース 

目的：観光資源という視点を持って歴史的建築物の特性を理解し、ビークルと連携して、歴史的建築

物の改修を担う職人たち（建築技術者）を育成する 

対象：歴史的建築物等を活用した観光まちづくりに関心のある建築士、技術者 

 

プログラム（建築士養成コース） 

・ 講義 90分×4回 

・ 先進地視察 60分・90分 

・ ワークショップ 120分 

１回目 事業説明 10分 

・ 歴史的建造物活用の理論 

講義「古民家再生における基本設計」 90分 

講師像：歴史的建築物の改修に携わる実務者、ヘリテージマネージャー 

・ 歴史的建造物活用の理論 

・ 先行事例の紹介 

・ 地域再生事業のビークルの役割について 

・ 歴史的建造物活用に関する社会の動向 



現場視察 60分 

講師像：歴史的建築物の改修に携わる実務者、ヘリテージマネージャー 

・ 改修中の歴史的建造物 

改修工事までのフロー、問題解決に向けたヒント 

改修の手順と手法 

講義「古民家再生における耐震補強について」90分 

講師像：耐震補強に関する専門家 

・ 歴史的建造物活用時の耐震補強の必要性 

・ 耐震診断と耐震補強 

・ 文化財保存と構造補強の考え方 

・ 各種事例 

講義「申請・安全・規程、消防法・旅館業法」90分 

講師像：歴史的建築物の改修に携わる実務者 

・ 建築基準法 

・ 消防法 

・ 福祉条例 

・ 旅館業法 

・ 食品営業許可 

・ 多種申請のフローとポイント 

２回目 講義「古民家再生における温熱環境」 90分 

講師像：温熱環境、エネルギー性能評価の専門家 

・ 温熱性向上と省エネルギー 

・ 温熱環境と健康 

・ 温熱性能向上の目的別改修方法と効果 

・ 古民家の特性と改修ポイント 

現場視察 90分 

講師像：歴史的建築物の改修に携わる実務者、ヘリテージマネージャー 

・ 活用中（改修済み）の歴史的建造物 

活用用途に適した改修のポイント 

ディスカッション「古民家再生における施工のポイント」120分 

講師像：歴史的建築物の改修に携わる工務店、職人（３人程度） 

・ 歴史的建築物の改修の考え方、手順 

・ 歴史的建築物改修時の苦労と課題解決のヒント 

・ 先進事例と取組 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的資源を活用した観光まちづくりを担う 

人材育成プログラム策定・研修事業 

 

②歴史的資源を活用した観光まちづくりの取組に関する調査報告書 

  



1. 各会場について（開催報告） 
 
四国会場について 
 

(１) 説明会参加者人数  

67 名 

(２) エントリー数  

16 団体 

(３) 参加者  

12 団体 19 名 リスト（別添） 

(４) プロットマップ 

参加団体対象エリア市町村（12団体） 

•岡山県 津山市 

•岡山県 総社市 

•岡山県 美作市  

•徳島県 三好市 

•徳島県 海部郡牟岐町 

•香川県 高松市（２団体） 

•香川県 綾歌郡宇多津町 

•香川県 三豊市 

•愛媛県 大洲市 

•福岡県 福津市 

•大分県 日田市 

 

(５) 研修内容 

① １日目の内容と報告 

会場：Kinco.（香川県高松市花園町 1−6−6） 

日時：平成 30年 9 月 28日（金） 9:30-16:30 

内容： 9:30-10:30 オリエンテーション 

   10:40-12:10 プロジェクトマネジメント 

                 講師：株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

    13:10-14:40 観光まちづくり創業先行事例 

            講師：株式会社プラットイーズ 取締役会長 隅田 徹 

     14:50-16:30 グループワーク／個別相談（希望者対象） 

 

プロジェクトマネジメント講義  講師：株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

株式会社 NOTEで行われている歴史的資源を活用したプロジェクトマネジメントを参考事例とした、プロ

ジェクト実施体制のあり方や、事業スキームパターンに関する講義（90分）。 

 

■プロジェクト実施体制 

プロジェクトを始動にあたり、事業全体のマネジメントを行う地域まちづくり会社（ビークル）、SPCの組

成の方法について解説。物件所有者、金融機関、行政、オペレーション事業者などとの調整、中間支援組

織兼プロジェクトの事業主体としての動き方、プロジェクトの進め方。 

■事業スキーム事例 

様々な事業スキーム事例とそれぞれのメリット・デメリットについての解説。 

・転売方式…ビークルが物件を購入し、改修工事した後に購入希望者へ販売する 



・サブリース方式…物件を借り受け、必要な改修を行い、事業者へ転貸する 

・地域運営方式…物件を借り受け、必要な改修を行い、地域団体と連携して運営する 

・活用提案型指定管理方式…民間提案・公設民営による年間指定管理料を削減し運営する 

・ファンド方式…ファンド資金で物件の購入、改修を行い、運営事業者へ賃貸 

・現代版大地主方式…所有されている物件の活用プランを提案し、所有者負担で改修工事を行い、改修後

の運用をまちづくりビークルで行い、事業者へ転貸、もしくは地域団体連携して運営する。 

上記の事業スキームを物件状況に応じて組み合わせた事例など。 

観光まちづくり創業事例講義  講師：株式会社プラットイーズ 取締役会長 隅田徹 

隅田氏が手がけてきた「株式会社プラットイーズ」「株式会社えんがわ」「株式会社神山神領」の取り組

みから、地域で創業することの意義と手法に関する講義（約 90分 質疑応答あり）。 

■サテライトオフィスとは 

東京に本社があり、徳島県神山地区にサテライトオフィスを置くプラットイーズでは、「働き方」を増や

す取り組みを行っている。各拠点の職員数は、東京（90 名）、神山（16名）となっており、社員は「好き

な方」を選択できる。都市と地方の 2拠点にすることで、正反対の条件となり双方の利点が生まれる。こ

れにより離職率が減り、やりがいも生まれている。企業としては都市部の家賃が高騰するなか、経費削減

に繋がる。 

■徳島県神山地区の取り組み 

神山の魅力は、高速インターネットだけではない。「田舎だけど都会的」である。理由として、「はじめる

こと」の自由があることと、「誰でも居れる感」という多様性が尊重されていることが挙げられる。 

神山地区にはサテライトオフィスが 16 社ある。また海外

からの来客や、芸術家を多く受け入れている。食を中心と

した活動も拡がり、農業や教育も充実してきている。 

 

■神山の宿泊事業 WEEK 神山について 

50 人の町民が共同出資して設立した。古民家をフロント

とし、稼働率 40％で採算化できるよう設計している。田

舎に適した新しい働き方の模索をしており、成功を目指す

のではなく、「続く」ことを重視している。 

 

■事業の始め方 

あれこれ考えるよりも、スタートしてしまうことが大切で

ある。リスクを過大評価せず、鈍さも必要なスキルであ

る。 

 

■グループワークの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 2 日目の内容と報告 

会場：兵庫県篠山市西町付近 

日時：平成 30年 10月 4日（木）10:30-16:30 

内容：10:30-12:00 エリア開発の先進事例現地視察 

13:00-14:30 歴史的建築物改修の基礎 

        講師：有限会社才本建築事務所 代表取締役 才本 謙二 

14:40-16:10 歴史的建築物に関する法制度 

        講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

16:20-17:50 グループワーク 

18:30-    意見交換会（希望者対象） 

 

歴史的建築物改修の基礎講義  講師：有限会社才本建築事務所 代表取締役 才本 謙二 

歴史的建築物の建築的価値や活用目的、改修工事にかかる法

規制の基礎知識、設計手法、地域住民の巻き込み方、再生バ

リエーション、概算積算方法など（約 90分 質疑応答あ

り）。 

 

■歴史的建築物の建築的価値、活用目的 

古民家は地域の歴史的景観に寄与するのみならず、当該地域

の歴史的背景を持ち合わせており、地域の歴史を継承する観

光的価値がある。その点を念頭に置いた改修を実施すること

が本取り組みにおけるポイントである。 

■改修工事にかかる法規制 

古民家であることを前提とした構造安全性や建物防火性能の確保を関連法規に基づき解説した。 

■設計・概算積算手法 

活用にとりかかる前段階での腐朽状態・設備状態の調査〜基本設計〜概算工事金額算出までの手法について

解説した。 

■地域住民の巻き込み 

修復工事の際には地域住民が関わることができる工程を設けることもまちづくりにおいては有用であり、地

域住民の機運を高め、関心を持ってもらうためのワークショップ等の手法について事例を紹介した。 

■再生バリエーション 

観光資源としての活用のほか、古民家の買い取り〜再販、復興支援、賃貸改修サブリース、起業支援、移住

者・居住者支援等の再生・利活用手法等があることを紹介した。 

 

歴史的建築物に関する法制度講義  講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

歴史的資源を活用した観光まちづくりに関係する法制度の中

でも、重要な文化財保護法、建築基準法、旅館業法におけ

る、法律の概要、近年の法改正のポイント、適用除外に関す

る講義（約 90分 質疑応答あり）。 

■文化財保護法 

平成 30年の法改正により文化財保護に「保存するもの」から

「活用することで保存するもの」という概念が加わり、地域の

文化財群を一体的に活用し、まちづくりに寄与させるという

法の概念転換があった。今後、一部の文化財の取扱権限が市町

村へ移譲され、文化財の保存活用を担う民間法人が担うこと

も可能となった。それら変革期を迎えている現状を解説。 



■建築基準法 

活用を予定している古民家が文化財登録を受けている場合の法適用除外、また文化財保護法の法改正に伴

う、文化財登録を受けるためのフローについて解説。 

■旅館業法 

平成 30 年 6 月の法改正に伴い、法体系や構造設備基準が変わることにより、一棟貸し等の小規模ホテルや

複数の古民家空き家を活用した分散型ホテルの整備も可能となった。ただし、改正法に沿った都道府県の条

例等の見直しが進捗していないケースも想定されるといった、開業に向けての申請手順や留意点についても

解説。 

 

 

■ 先進事例現地視察風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ ３日目の内容と報告 

会場：兵庫県篠山市西町付近 

日時：平成 30年 10月 5日（金）9:30-16:30 

内容： 9:00-10:30 ファイナンススキーム 

           講師：WMパートナーズ株式会社 ヴァイスプレジデント 大久保 泰佑 

10:40-12:10 ブランディング 

       講師：株式会社 AKIND 代表取締役 岩野 翼 

13:10-14:40 エリアマネジメント戦略 

       講師：株式会社 NOTE取締役 星野 新治  

14:40-16:30 事務局連絡／個別相談（希望者対象） 

 

古民家再生におけるファイナンススキーム講義  

講師：WM パートナーズ株式会社 ヴァイスプレジデント 大久保 泰佑 

古民家再生における金融プロセス・概要、金融調達の手法、ケーススタデ

ィに関する講義（約 90分 質疑応答あり） 

■ 金融に関する基礎知識 

金融取引とは、「現在のお金」と「将来のお金」を交換(融通)する取引を意

味し、リスクの分担を意味する。資金提供者が事業性を見極めるという効

果もある。 

■ 金融調達の手法 

考えられる金融調達の枠組みについての解説。金融調達の枠組みはさまざまに

あるが、長い期間がかかるほどリスクも高く、高いリターンも求められる。 

■ 古民家再生における想定される金融調達の枠組みやスキーム 

補助金利用によるリスクや、事業主体となる新設会社の信用力不足や古民家の担保不足に対応するアプロ

ーチなど、古民家再生ならでは課題と解決法。 

ブランディング講義  講師：株式会社 AKIND 代表取締役 岩野 翼 

地域の歴史的資源を活用した地域ブランド確立のために必要なブランディング戦略について（約 90 分 質

疑応答あり）。 

■ ブランディング基礎知識 

中・長期的な視点を必要とし、他地域にはない地域独自の文化・歴史・風土を起点に、付加価値を高めや

すいサービス・商品にフォーカスし、地域全体のブランド価値の向上をめざす。 

■ 地域に根ざしたブランドが届ける価値 

ターゲットの明確に定め、地域に息づく不変の資産を差別化し、市場価値へ変換することが求められる。さ

らには市場の中で際立たせ差別化が必要となる。ブランディングという視点を持つことの重要性を様々な事

例を交えて解説。 

エリアマネジメント戦略講義  講師：株式会社 NOTE 取締役 星野 新治 

「エリアマネジメント」の概念にはじまり、開発手法やエリア開発事業計画の作成に関する講義（約 90分 

質疑応答あり）。 

■ 地域資源活用分散型開発の基本的な考え方 

都市型開発と分散型開発の開発手法と概念の違いについて、これからの観光産業の可能性について言及。 

■ エリア開発事業計画の構成 

エリア開発事業計画に必須となる検討項目（地域概況、地域開発コンセプト、活用候補物件分布、活用イ

メージ、活用計画、実施スキーム、事業計画など）について、実際の事例を交えての解説。今回のプログ

ラムの中で、より実現性を帯びた案へのブラッシュアップが可能になるようアドバイスを行った。 

 

 



④ ４日目の内容と報告 

会場：Kinco.（香川県高松市花園町 1−6−6） 

日時：平成 30年 11月 8日（木）9:30-16:30 

内容：10:40-14:40 グループ別受講者プレゼンテーション／講評 

          講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

              株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

             株式会社プラットイーズ 取締役会長 隅田 徹 

14:40-16:20 講師統括 

       講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

          株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

          株式会社プラットイーズ 取締役会長 隅田 徹 

 

総括 参加者の立場が、純民間と、地方公務員とに分かれたため、立場に応じたグループに分け、それぞ

れ担当アドバイザーを立てて、個別にフォローを行った。 

各講師からの助言 

隅田：説明よりも写真などが「みんなが動く素」になることもある。今回のまとめを参考に、動く素を沢

山提供して、活動してほしい。 

藤原：今回作成した資料が事業を進めていく上でどのように使われるのかを想定して活用してほしい。事

業性を示すことは最も重要な工程となる。協力者を増やしていく「ビークル」という運動体をどのように

つくっていくかが大切である。 

金野：稼働率や料金設定が控えめになる傾向があるが、新しいこと、これまでとは別のものを作っている

という感覚で取り組んでほしい。マーケティングはするが、リスクを見過ぎない。民主導なのか、官主導

なのか。民主導の場合は、官が理解できるようリアルに作る。結果を残して一緒にやっていく流れをつく

る。官の場合は、勢いがあるからこそ官だけでやらないように苦心してほしい。 

 

 

  



北陸会場について 
 

(１) 説明会人数  

83 名 

(２) エントリー数  

25 団体 

(３) 参加者リスト（別添） 

11 団体 23名 

(４) プロットマップ  

参加団体対象エリア市町村（11団体） 

 

・石川県 羽咋市 

・石川県 加賀市 

・石川県 白山市 

・福井県 福井市 

・福井県 福井市 

・福井県 鯖江市 

・福井県 勝山市 

・福井県 南条郡 

・滋賀県 長浜市 

・滋賀県 東近江市 

・三重県 四日市市 

 

 

 

 

 

 

(５) 研修内容 

① １日目の内容と報告 

会場：アーバンデザインセンター坂井（福井県坂井市三国町南本町 3-6-51 ） 

日時：10月 11日（木）9:30-16:30 

内容： 9:30-10:30 オリエンテーション 

   10:40-12:10 プロジェクトマネジメント 

                 講師：株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

    13:10-14:40 インバウンドツアー先行事例 

            講師：株式会社美ら地球 代表取締役 山田 拓 

     14:50-16:30 グループワーク／個別相談（希望者対象） 

 

プロジェクトマネジメント講義  講師：株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

株式会社 NOTEで行われている歴史的資源を活用したプロジェクトマネジメントを参考に、プロジェクト

実施体制のあり方や、事業スキームパターンについて（90分 質疑応答あり）（四国会場に同じ）。 

インバウンドツアー先行事例講義  講師：株式会社美ら地球 代表取締役 山田 拓 

株式会社美ら地球で行われている地域資源を活かしたアクティビティガイドツアーの企画開発から、ター

ゲット層の選択、販路の選択についての講義（90 分 質疑応答あり）。 



■SATOYAMA EXPERIENCE サイクリングツアーの概要 

地域独自の自然環境や日常の文化的風景の魅力はもとより、ツアー中に交わされる地域の方々とのふれあ

いがツアーの価値となっている。魅力的なツアーを作り出すためには、自地域への気づきと、客観的視点

が必要。インバウンド客をターゲットとしたツアーの作り方についても解説。 

■利用客層ターゲティングの重要性 

飛騨古川は、旅の滞在時間が長く、旅での消費活動が大きいという調査結果のある欧・米・豪の客をター

ゲットに集客を行い、利用客の８割をインバウンド客という成果を挙げている。 

■集客の販路について 

地域は各々魅力を持っていることは前提

に、いかにしてそこへ送客するかが、集客

の大きな鍵となる。株式会社美ら地球で

は、自社サイトへの個人のダイレクトアク

セスと、海外の旅行会社（40 社程度）を通

した販路が主となっている。その分、イン

ターネット広告や SEO 対策への費用分散

を抑え、堅実な販路選択を行っている。 

■ツアーパッケージ 

食べる・寝る・遊ぶが旅の構成要素だとし

た時に、すべてを体験として商品化するこ

とができる。食・寝・遊どれか一つでの価

値は、それぞれの価値へのハードルが高い

ため、トータルでデザインし、パッケージ化して売ることで差別化された価値として販売することが可能

である。また、滞在時間を充足させることや、コンテンツの数と質の充実も重要となり、パッケージを作

る際のエリアの想定と、点ではなくエリア全体での魅力の創出が要となる。 

     

 

■グループワークの様子 

 

 

 

 

 

 



② 2 日目の内容と報告 

会場：兵庫県篠山市西町付近 

日時：平成 30年 10月 25日（木）10:30-16:30 頃 

内容：10:30-12:00 エリア開発の先進事例現地視察 

    13:00-14:30 歴史的建築物改修の基礎 

             講師：有限会社才本建築事務所 代表取締役 才本 謙二 

    14:40-16:10 歴史的建築物に関する法制度 

           講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

   16:20-17:50 グループワーク 

   18:30-    意見交換会（希望者対象） 

 

歴史的建築物改修の基礎講義  講師：有限会社才本建築事務所 代表取締役 才本 謙二 

歴史的資源の建築的価値や活用目的、改修工事にかかる法

規制の基礎知識、設計手法、地域住民の巻き込み方、再生

バリエーション、概算積算方法など（約 90分 質疑応答

あり）（四国会場に同じ）。 

 

歴史的建築物に関する法制度講義  講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

歴史的資源を活用した観光まちづくりに関係する法制度と

して、主となる文化財保護法、建築基準法、旅館業法に焦

点を当て、法律の概要、近年の法改正のポイント、適用除

外についての講義（約 90分 質疑応答あり）（四国会場に

同じ）。 

 

 

■ 先進事例現地視察風景 



③ ３日目の内容と報告 

会場：兵庫県篠山市西町付近 

日時：平成 30年 10月 26日（金）9:30-16:30 

内容： 9:00-10:30 ファイナンススキーム 

            講師：WMパートナーズ株式会社ヴァイスプレジデント 大久保 泰佑 

    10:40-12:10 ブランディング 

           講師：株式会社 AKIND 代表取締役 岩野 翼 

    13:10-14:40 エリアマネジメント戦略 

           講師：株式会社 NOTE取締役 星野 新治  

    14:40-16:30 事務局連絡／個別相談（希望者対象） 

 

古民家再生におけるファイナンススキーム講義  

講師： WMパートナーズ（株）ヴァイスプレジデント 大久保 泰佑 

古民家再生における金融プロセス・概要、金融調達の手法、

ケーススタディに関する講義（約 90分 質疑応答あり）（四

国会場に同じ）。 

 

 

ブランディング講義  講師：株式会社 AKIND 代表取締役 岩野 翼 

地域の歴史的資源を活用した地域ブランド確立のために必要

なブランディング戦略について（約 90 分 質疑応答あり）

（四国会場に同じ）。 

 

エリアマネジメント戦略講義  講師：株式会社 NOTE 取締役 星野 新治 

「エリアマネジメント」の概念にはじまり、開発手法やエリ

ア開発事業計画の作成に関する講義（約 90分 質疑応答あ

り）（四国会場に同じ）。 

 

 



④ ４日目の内容 

会場：街道シェアオフィス&スペース菱屋（福井県三方上中郡若狭町熊川 30-6-1） 

日時：平成 30年 11月 28日（水）9:30-16:30 

内容：10:40-14:40 グループ別受講者プレゼンテーション／講評 

          講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野幸雄 

              株式会社 NOTE 代表取締役 藤原岳史 

             株式会社美ら地球 代表取締役 山田拓 

   14:40-16:20 講師統括 

          講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野幸雄 

             株式会社 NOTE 代表取締役 藤原岳史 

             株式会社美ら地球 代表取締役 山田拓 

 

【統括】 

北陸会場では、石川県、福井県を中心に、滋賀県、三重県など関西エリアからの参加者もあった。福井市

越廼地区、加賀市東谷地区など急速に過疎が進む山村地域から、都市に内包された福井市足羽地区、大阪・

京都などの大都市に近い長浜市元浜地区など、多様な資源・課題を持つ地域が集まった。 

参加者は行政担当者、まちづくり会社職員、銀行員、建築設計者、建設業者、宿を営む僧侶など、属性も様々

で、参加者同士での本プログラムで計画した事業内での連携も生まれた。加賀市東谷地区では、NOTE との

連携も図りながら、事業計画が動き出している。 

山田：事業には、３・６・１の法則がある。「３が創り込む。６が知らしめる。１が効果測定」の力配分。

今「創り込む」ステップにいるが、作り込んだものに対して、どうアクセスしていくかが重要。どんなター

ゲットに、どう知らしめるかを考えながら創り込む段階に以降してほしい。また、知らしめる段階では、創

り込む段階の倍のエネルギーを使う。初期投資の倍のエネルギーを使うつもりで計画を進むべきである。今

回参加した、どの地域にも可能性がある。 

藤原：今回作成した事業計画は、融資先へのプレゼンに使用したり等、現場に活かすため作成したもの。プ

ログラムの例に沿って作成し、現場にそぐわない点に気づかれた人もいた。その気づきを反映しながら、是

非事業計画を更に作り込んでいってほしい。今後の北陸地域の盛り上がりに期待している。 

金野：今回、事業計画を作れたということは、実現する道はあるということ。なにか悩みがあれば連携推進

室に相談ください。今回の観光庁事業は全国で 30 箇所近い参加地域がある。必要であれば、他地域の事例

を共有することも、他地域への紹介もできる。スタートラインに立った事で、次のステップも見えてきた所

かと思う。是非、これから実現に向けて具体的に進めていこう。 

  



関東会場について 
 

(１) 説明会参加者人数  

72 名 

(２) エントリー数  

30 団体 

(３) 参加者  

12 団体 23名 リスト（別添） 

(４) プロットマップ 

参加団体対象エリア市町村（12団体） 

・ 高知県 香南市 

・ 山梨県 都留市 

・ 岡山県 岡山市 

・ 熊本県 八代市 

・ 長野県 茅野市 

・ 滋賀県 近江八幡市 

・ 福井県 勝山市 

・ 三重県 伊勢市 

・ 茨城県 つくば市 

・ 奈良県 桜井市・天理市 

・ 東京都 熱海市 

・ 栃木県 日光市 

 

(５) 研修内容 

① １日目の内容と報告 

会場：千代田プラットフォーム（東京都千代田区 神田錦町 3 - 21） 

日時：平成 30年 10 月 22 日（月） 9:30-16:30 

内容： 9:30-10:30 オリエンテーション 

   10:40-12:10 プロジェクトマネジメント 

                 講師：株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

    13:10-14:40 観光まちづくり創業先行事例 

            講師： 株式会社自遊人 代表取締役 岩佐 十良 

     14:50-16:30 グループワーク／個別相談（希望者対象） 

 

プロジェクトマネジメント講義  講師：株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

株式会社 NOTEで行われている歴史的資源を活用したプロジェクトマネジメントを参考に、プロジェクト実

施体制のあり方や、事業スキームパターンについて（90 分）(四国会場に同じ)。 

観光まちづくり創業事例講義  講師：株式会社自遊人 代表取締役 岩佐 十良 

「宿をメディアにすることで何ができるか」という意図から、岩佐氏が手がけてきた事業を通して、地

域で事業を展開していくための本質的な意味と手法に関する講義（約 90 分 質疑応答あり）。 

■現状分析 

地域創生が叫ばれてはいるが、現実は甘くない新潟県魚沼市の現状分析 

■里山十帖の事例 

廃業する宿をリノベーションして開業。宿がメディアとして何を伝えるかということが重要であり、共感

の連鎖（＝共感マーケティング）が重要である、という想いのもと自遊人がプロデュースから運営まで行

っている。地域にあるものをプロデュースし、資源化していくことが我々の仕事である。その中で地域の



人々がその良さに気づき、自信となる。こういった取組、ライフスタイル提案型の宿泊形態が共感を呼

び、メディアに取り上げられたこともきっかけとなり、当初の稼働率開業時 42％から、8月には 92％まで

伸びた。今も伝統野菜や地域資源を題材としたイベントを継続して行っている。 

当初は我慢も大事であり、「想い」を訴え続けるということが大事であり、コンセプトの設定と継続性の重

要性を強調した内容となった。 

■商店街ホテル講 大津百町 レセプション「近江屋」の事例 

商店街をメディア化する。をテーマに、シャッター商店街だった町屋を改修している。地元工務店がオー

ナとなり自遊人が運営する、複合型のスキーム。改修した物件は決して状態の良いものばかりではなかっ

たが、工務店のショールームを兼ねるため、改修には相当な費用がかかっている。 

周りの商店街はシャッター街ではあるが魅力のある店舗も多く、宿泊客がチェックイン時には商店街を回

ってから部屋に案内する、商店街に委託で作ってもらったものを朝食に提供するといった、地域と一体と

なった取組を行っている。 

■DMO や中間支援組織の自主財源の重要性 

大津では地域の DMOや事業組合に自主財源を作るという意図

で、宿泊客あたり 150 円を商店街連合に寄付している。自主

財源があれば、補助金等をとることも可能であり、更なる事

業展開が容易になる。現在は実験段階ではあるが、これを他

の地域へと広げたいと考えている。 

 

 

 

 

 

② 2 日目の内容と報告 

会場：兵庫県篠山市 

日時：平成 30年 11月 12日（月）10:30-17:30 

内容：10:30-12:00 エリア開発の先進事例現地視察 

   13:00-14:30 歴史的建築物改修の基礎 

           講師：有限会社才本建築事務所 代表取締役 才本 謙二 

   14:40-16:10 歴史的建築物に関する法制度 

           講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

   16:20-17:30 グループワーク 

   18:30-    意見交換会（希望者対象） 

 

歴史的建築物改修の基礎講義  講師：有限会社才本建築事務所 代表取締役 才本 謙二 

歴史的資源の建築的価値や活用目的、改修工事にかかる法

規制の基礎知識、設計手法、地域住民の巻き込み方、再生

バリエーション、概算積算方法など（約 90分 質疑応答

あり）(四国会場に同じ)。 

 

 



歴史的建築物に関する法制度講義  講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

歴史的資源を活用した観光まちづくりに関係する法制度と

して、主となる文化財保護法、建築基準法、旅館業法に焦

点を当て、法律の概要、近年の法改正のポイント、適用除

外 

についての講義（約 90分 質疑応答あり）(四国会場に同

じ)。 

 

■ 先進事例現地視察風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ ３日目の内容と報告 

会場：兵庫県篠山市 

日時：平成 30年 11月 13日（火）9:30-16:30 

内容： 9:00-10:30 ファイナンススキーム 

            講師：WMパートナーズ株式会社ヴァイスプレジデント 大久保泰佑 

      10:40-12:10 ブランディング 

             講師：株式会社 AKIND 代表取締役 岩野 翼 

      13:10-14:40 エリアマネジメント戦略 

             講師：株式会社 NOTE取締役 星野 新治  

      14:40-16:30 事務局連絡／個別相談（希望者対象） 

 

古民家再生におけるファイナンススキーム講義  

講師：WM パートナーズ株式会社ヴァイスプレジデント 大久保 泰佑 

古民家再生における金融プロセス・概要、金融調達の手法、

ケーススタディに関する講義（約 90分 質疑応答あり）（四

国会場に同じ）。 

ブランディング講義  講師：株式会社 AKIND 代表取締役 岩野 翼 

地域の歴史的資源を活用した地域ブランド確立のために必要

なブランディング戦略について（約 90 分 質疑応答あり）

（四国会場に同じ）。 

エリアマネジメント戦略講義  講師：株式会社 NOTE 取締役 星野 新治 

「エリアマネジメント」の概念にはじまり、開発手法やエリ

ア開発事業計画の作成に関する講義（約 90分 質疑応答あ

り）（四国会場に同じ）。 



④ ４日目の内容 

会場：千代田プラットフォーム（東京都千代田区 神田錦町 3 - 21） 

日時：12月 20日（木）9:30-16:30 

内容：10:40-14:40 グループ別受講者プレゼンテーション／講評 

          講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

              株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

                株式会社自遊人 代表取締役 岩佐 十良 

14:40-16:20 講師統括 

             講師：一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 

                株式会社 NOTE 代表取締役 藤原 岳史 

                株式会社自遊人 代表取締役 岩佐 十良 

 

統括 関東会場ではアクセスの良さから、全国各地から応募があった。地方公務員等の参加はなく、まち

づくり団体・DMOの参加が大半を占めた。その中でも地元ではなく、外から団体を支援する立場の人間の

参加が多くみられた。（尚、２団体が４日目不参加のため未完成） 

金野：コンセプトを探す際はその土地の根っこを探す、土地の精神は何かというのを探りあげるという工

程が必要となる。営利的な側面から離れ、地域の人が共に寄り添うことができるコンセプトを見つけるこ

とができれば、まちづくりと繋げることができる。 

熟度は多少違いがあったが、計画書を作成することで説明や資金調達が可能となる、ブラッシュアップし

実際に前に進むことが重要となる。 

藤原 ：今回作成したプランは最低度のものである。規模の大きいものはどんどん掘り下げて、専門家に

入ってもらう必要もあるが、その土地にしか残っていないものが必ずあるはずで、「地の利をどう見せる

か」を考え、生かしていくことが可能である。 

岩佐：地の利が良いところから悪いところまで差があるが、全体的にコンセプトがあまい。 

コンセプト＝存在意義である。どんな人に来てもらい、どんな町にしていくのか、なんのために事業を行

うかコンセプトが見えるところまで、しっかり詰める必要がある。 

 

 

  



2. 各会場のアンケートの結果と考察 
 

四国会場アンケートのまとめ（回答数 10 件） 

①事業計画を実現していく上での課題 

◯ファイナンスに関して （8件） 

◯体制について（10件） 

◯特筆すべき内容 

・ファイナンスに関しては、耐震工事等の改修コストを抑えられるかどうか。行政としての財源確保な 

どがあげられた。 

・体制については住民、まちづくり団体との協力体制を築けるかどうか、「本当に」やる気のある人材の 

掘り起こし確保、行政でしかできない関与として何ができるかなど多様な立場から声が上がった。 

・それ以外としては、改修にあたり地元工務店の育成が課題としてあげられた 

 

②今後の具体的なアクション 

◯組織の立ち上げ状況について（どこまで進んでいるか） 

計画中（9件） 目処が立っている（0 件）立ち上げている（1件）  

◯物件の活用状況について（どこまで進んでいるか） 

調査、計画中（9件） 目処が立っている（0 件）実際に稼働しそう（1 件）  

 

 

③本研修事業への要望 

◯とにかく篠山でのリアルな体験が良かった。リアルな実体験があったからこそ、計画にリアリティを持 

てたし、現実感が見えてきた。 

◯宿泊施設の稼働率について疑問を持っていたが、資金計画（改修費、人件費等）の講義を聞き、稼働  

目安、資金計画についてよく分かった。 

◯期間は短かったが、概念的な内容と専門的な内容の両方が含まれており、具体的な事業計画を描きやす 

かった。各計画のブラッシュアップを図るようなワークショップやビークルでの実務研修等があれば、 

さらに即戦力となる人材育成につながると思われる。 

◯特に、資金計画表を作る課題で、初期投資を抑えることの重要性を感じることができました。今後、市 

内部や住民への説明にあたり、今回の講師の皆様からご講演等お願いしたい。 

◯参加団体各位の経過などもご共有いただけますと今後の参考になるのではないかと思います。 

◯同じ講義を受講した皆さんの地域にも行ってみたいと思います。 

 

北陸会場アンケートのまとめ（７団体） 

①事業計画を実現していく上での課題 

◯ファイナンスに関して ４件 

◯体制について ５件 

◯法規制等について ０件 

◯特に多かった事柄、特筆すべき内容 

・ファイナンスと組織体制（協力事業者の）について、課題を感じている団体が多かった。 

・ファイナンスでは、１軒では採算があわないが、３・４軒まで計画すると資金調達に課題がある。 

・組織組成に関しては、特にオペレーション業者とビークルとなるスタッフが見つからないという声が多

かった。また、対象エリアへ来る観光客の交通手段という意見や、地域住民への理解醸成と合意形成

という、周辺環境への課題も挙げられていた。 

 

 



②今後の具体的なアクション 

◯組織の立ち上げ状況について 

計画中（５件）  目処が立っている（２件） 

◯物件の活用状況について 

調査、計画中（３件）  目処が立っている（４件） 

◯特に多かった事柄、特筆すべき内容 

・組織立上げ目処が立っている団体は、農山漁村振興交付金採択に向けての協議会設置準備など、具体

的な編成組織への記載があった。 

・組織編成はできずとも、自社での資金調達や運営に向けて銀行融資・補助金資料作成や、設計士への図

面依頼など具体的なアクションに移っている事業者も多い。 

・地域住民への理解醸成・合意形成やワーキンググループの形成など、地域での協力体制の構築をステ

ップとして挙げている者も数名いた。 

 

③本研修事業への要望（特に多かった意見、特筆事項） 

◯事業を実施する上で、各部門の専門的な講師陣から学べた事が非常に有益だった。 

◯具体的な収支計画書・事業計画書のひな形の配布がとても有り難い。（事業計画者は常に持ち歩き、機会 

ある度に提案資料として使用している） 

◯事業スキーム、資金調達、物件所有など、それぞれに多様な方法学べ、今後の参考にしていきたい。 

◯ブランディングやファイナンスの講義は、参加者の立場とは直接結びつきにくいように思えた。 

◯最終日に各団体からプレゼンテーションがあったが、事業計画の熟度に差があるように感じた。参加した 

団体の状況は様々だが、アンケートや Facebook グループの開設の取組、その他積極的なフォローアップ 

をしていただき、取組地域が増加し国全体として大きな動きにつながることで歴史的資源の活用に向けた 

気運の高まりになると思う。 

◯古民家再生と金融の話は大変興味深く聞かせてもらったが、十分に理解できているのか不安に感じる。今 

後は、詳細な事業計画を立てて実際に金融機関等と交渉することになるが、一部の団体の方は金融機関の 

支援を受けておられるようだが、ほとんどの団体は地元の金融機関以外には資金調達の道は無いのが現状 

だと思う。そのため、事業計画と資金調達をマッチングしてもらえる支援があればと感じた。 

◯案件に対する、今後のノオトさんの具体的なサポートイメージ（金額を含め）を知りたい。 

◯今回のプログラムで出会えた仲間と今後も連絡を取り合いたい。 

◯単なる講義では受け身になりがちだが、自身のエリアの開発事業計画を作るという着眼点が、受講者にとって 

非常に有益だった。 

 

 

関東会場アンケートのまとめ（回答数 4件） 

①事業計画を実現していく上での課題 

◯ファイナンスに関して （2件） 

◯体制について（3 件） 

◯特筆すべき内容 

・地域住民の理解や協力をえることが課題である、地域に展開していくために関係機関や団体を説得す 

ことを課題と感じているといった声が各２件あった。 

・補助金を想定した事業スキームのため、適切な補助金の情報、想定古民家各棟の実際の改修費概算を 

算出が課題と感じているなど実現に向けてファイナンスを不安視する回答が多い。 

 

 

 

 



②今後の具体的なアクション 

◯組織の立ち上げ状況について（どこまで進んでいるか） 

計画中（2件） 目処が立っている、立ち上げている（1件）  

◯物件の活用状況について（どこまで進んでいるか） 

調査、計画中（2件） 目処が立っている、実際に稼働しそう（2 件）  

◯特筆すべき内容 

・他、社内で理解が得られず、計画前の段階であるという声が１件あった 

 

③本研修事業への要望、感想 

◯今後、プロジェクトを進めるにあたり、気軽に質問できる場（フェイスブック等）の設置。 

◯実践的な講座構成、避けられがちだったファイナンスやサブリースの概念を正面からとらえていたこと 

が良かった。 

◯主要 3 都市での開催を希望する。(東京、名古屋、大阪) 

◯必要最低限のノウハウを知ることができたため、今後とも継続した指導を頂きたい。 

 

取組状況の進捗アンケート 

実施時期：平成 31 年 2 月 

フェーズ１(歴史的資源を活用した観光まちづくりの事業の対象となる可能性がある) ７団体 

フェーズ２(具体化に向けた内部調整) 11団体 

フェーズ３(ビークル設立・事業計画の策定) 3 団体（近い回答を含む） 

 

 

研修事業を終えての考察 
■開催地と参加者について 

今回は、本プログラムの目的に鑑み、歴史的建築物等の活用候補物件があることを参加条件として重要視

したため、3 会場中 2会場を地方部で開催することとし、四国（香川県）と北陸（福井県）を開催地として

選定した。また、残る１会場については、アクセス性を重視し、東京を開催地に選定した。 

会場ごとの応募者数、および受講者数は大きな乖離はなかったものの、地方部 2会場では、近隣地域から

の参加が多かったことから、受講者相互で近隣地域の魅力を再発見する場になったことがアンケートからも

伺える。また、受講者同士が交流を深めたことで、同じ受講生の建築士に図面作成を相談するなど、事業実

施も見据えた連携が生まれていた。 

 関東会場は、当初の想定通り受講者が多地域にまたがっており、地域プレイヤーよりも外部から支援する

立場の団体や個人の参加割合が多く、開催地の中で唯一、行政団体からの参加がなかった。 

アンケートには主要３都市で開催してほしいという意見があるが、地方の地域資源を活用した団体の事業

化に向けた取組を支援するという意味では、地方中核都市や地方都市での開催がより効果的であると思われ

る。また、一部参加者においては、具体的な活用候補物件を持ち合わせていない場合があり、事業計画作成

の難易度が高かったため、活用候補物件の有無については、参加者選定における必須項目であると考える。 

 

■プログラムについて 

受講期間を４日間と設定し、充実した内容を盛り込んだハードな講座となったが、それぞれが自身の事業

計画書を作成するという課題を設け、それに添って講義を受講し、最後に受講者がプレゼンテーションを行

うという流れは概ね好評であり、受け身とならず積極的な受講態度の方が大半であった。 

また、事前の説明会の参加を推奨していたが、一部説明会に参加できなかった受講者がおり、公開講座に

て説明を行った「エリアマネジメント」という概念をつかみきれないまま講座受講となってしまったため、

講義の理解度に差が生じていた。説明会の参加も必須とするか、事前学習を行うための工夫が必要であっ

た。 



現地視察に関しては、歴史的建築物の概念や理論を学んだ後に、現場で実感を持つ絶好の機会となるの

で、必ず設けたい。また、アンケートの①事業計画を実現していく上での課題に「体制」という声が多くあ

げられており、時間が許せば視察時に地域住民と専門家を交えた「理解醸成・合意形成のためのワークショ

ップ」を設ければ理解が深まると考えられる。 

ファイナンス（資金調達）講義では、理解が難しい受講者も多く、アンケートの「①事業計画を実現して

いく上での課題」にも多く見られたが、短期間での習得は難しい分野であるため、金融機関などの協力を仰

ぎつつ、グループワーク時に専門家を入れるなど対応を検討する必要がある。 

 

■受講後の活動について 

2 月に行った取組状況の進捗アンケートでは「フェーズ 2（具体化に向けた内部調整）」と回答した団体が

11 団体と一番多くなり、受講を機会として具体的な事業化に向けたが取組を進められていることがわかる。 

一方で、受講後アンケートに挙げられた課題について、自力での解決が難しいという声もあり、受講後の

サポートについては、今後検討をしておく必要がある。この計画を具体化させていくためのサポート（コン

サル業務）は、専門的な領域となるため、セミナー形式での講習は現実的ではなく、委託業務等として外部

人材・団体を活用することが現実的であると考える。 



3. 各地域の取組状況のまとめ 

四国会場 

団体名 津屋崎空き家活用応援団 

① 地区概要 

エリア：津屋崎千軒地区 

市町村概要：福津市（人口約 63,000人） 

地域資源：情緒ある歴史的街並み／港町としての歴史文化／津屋崎祗園山笠／宮地嶽神社／海水浴場

／津屋崎干潟／新原・奴山古墳群／夕陽が美しい／アクティビティが豊富（乗馬、ヨット、海水浴マ

リンスポーツ等） 

② 事業基本コンセプト 

「港町の暮らしに浸かる HOTELS SENGEN」 

③ 活用物件分布図 

④ 活用計画案 

3 棟を「メイン棟」「オーシャンビュー棟」「交流棟」として計画し、順次拡大する。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

初期必要投資額 なし 

売上 1年目    274 万円  2 年目 285万円  3年目 293万円 

経常利益 1年目 -120 万円  2 年目  67 万円  3年目 75 万円 



 

団体名 津山市役所 

① 地区概要 

エリア：津山城東地区 

市町村概要：岡山県津山市（人口約 100,000万人） 

地域資源：津山城、城下町の歴史的街並み／つやま祭り（だんじり）／津山扇形機関庫（近代鉄道遺

産）／稲葉浩志（B’z）／【自然】津山盆地、吉井川、山【食べ物】米、野菜、果物（梨・ブドウ）、

地酒、作州和牛／年間観光客約 200 万人（うち城東地区約１万人） 

② 事業基本コンセプト 

「くらしほんもの城東」 

1300年にわたる歴史や豊かな自然など多くの“ほんもの”があるまち津山。／歴史と自然を感じ、こ

こで暮らすように津山をたのしむ本物を津山で体験する。 

③ 活用物件分布図 

④ 活用計画案 

豪商ホテル 江戸期の建物で豪商町家の暮らしを体験／酒蔵レストラン重文コンベンション＆ウエデ

ィング／江戸時代から続く、この場所で皆が集う空間 

⑤ 実施スキーム 

⑥ 事業計画 

初期必要投資額 835万円 

売上 1年目   2,346 万円  2年目 2,372 万円  3 年目 2,382 万円 

経常利益 1年目  -305万円  2年目  55 万円  3年目  65万円 

 



団体名 牟岐町役場・徳島県住宅課 

① 地区概要 

エリア：徳島県 牟岐町 出羽島地区 

市町村概要：牟岐町（人口 約 4,100人（うち出羽島 人口約 90人）） 

地域資源：重要伝統的建造物群保存地区 出羽島の歴史的街並み／国指定天然記念物である「出羽島

大池のシラタマモ自生地」／出羽島、大島、津島の諸島エリアについて周辺海域と合わせて「エコ・

アイランドゾーン」と位置づけ、シラタマモやタチバナ、アオサギ、暖地性植物群落、アコウ、サン

ショウウオなどの希少動植物の生息・生育環境が保全された地域がある。 

② 事業基本コンセプト 

「島内に雇用と経済活動を生む新たな産業を創出するために」 

③ 活用物件分布図 

④ 活用計画案 

出羽島レストランの設置。連絡船の乗船所が目の前にある漁具倉庫の２階をレストランに利活用。移

住者が運営し、島民に雇用を生む。宿泊棟のフロント機能を持たせる。／待合所漁具倉庫１階を連絡

船待合所に活用。島民と観光客がシェアする自転車と台車置場を有する。／農産物や海産物・干物な

どを買うことができる産直市の設置。２階のレストランで作った、惣菜・弁当を販売。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

青木邸を 2,500 万円で宿泊施設として改修。改修済みの波止の家を町から 1 万円／月で借り、1 棟貸

しの宿泊施設として活用。他、計 4 棟の個人所有の空き家を活用し、所有者は手数料を差し引いた分

を収益とする。レストラン・フロント漁具倉庫を 4,000 万円で改修。レストラン経営者は 20 万円／月

で借りる。個人所有の宿泊施設のフロント業務の手数料を得る。 

文化財や町並みを活用したアートフェスなどと連携して交流を行い事業収益につなげる。 



団体名 日田市文化財保護課 

① 地区概要 

エリア：大分県日田市豆田町重要伝統的建造物群保存地区 

市町村概要：大分県日田市（人口約 66,000人） 

地域資源：歴史的町並み（重伝建選定）／日本最大規模の私塾咸宜園の遺構が残る（国史跡、日本遺

産認定）／日田祗園の曳山行事（ユネスコ認定）／15ｋｍ先に柳宋悦に見出された小鹿田焼の里があ

る（重要無形文化財、重要文化的景観）／2ｋｍ先の隈町は温泉街で、川遊びができる（屋形船、鵜

飼、花火）。／江戸期から続く和菓子店、山間部のジビエ料理／伝統建築に携わる職人、ヘリテージマ

ネージャーが多い。 

② 事業基本コンセプト 

「遊学滞在- Local Academic Stay –」 

③ 活用物件分布図 

 
④ 活用計画案 

寄宿 STAY 若者向け宿泊施設の設置。フロント棟機能をもち 1 階土間キッチンで朝食提供。夕食は自

炊も可能。伝統建築について学ぶワークショップ開催／文人 STAY 明治期建築で料亭として使われて

いた上質町家を宿泊棟に活用。1 階レストランで朝食提供。夕食はジビエ料理等を提供するほか、提

携旅館の屋形船も利用できる。／お籠り STAY 寺子屋だった建物を活用宿泊棟に活用。お寺で心を清

めた後、読書・音楽スペースに籠る。夜は近くの飲食店で地元野菜中心の“日田ん寿司”提供。 

⑤ 実施スキーム 

 
⑥ 事業計画 

初期必要投資額 4,926 万円 

売上 1年目   1,750万円 2 年目 1,290万円 3年目 1,299万円 

経常利益 1年目 27万円 2 年目 25 万円  3年目 35万円 



団体名 ：美作市大原宿観光案内所 

① 地区概要 

エリア：岡山県美作市大原地区 

市町村概要：岡山県美作市（約 26,700 人） 

地域資源：宮本武蔵生誕地／因幡街道大原宿／吉野川（近隣地域：湯郷温泉・岡山国際サーキット・

上山棚田） 

② 事業基本コンセプト 

「因幡街道大原宿旅籠 どこにでもあって、どこにもない、宿場町」 

関ヶ原の戦いが行われる十数年前、現美作市大原地区で 1 人の剣豪が産声を上げた。宮本武蔵。 

幼少期はきっと折れたえだを剣のかわりとして振り回しながらこの道を駆け巡ったことだろう。そし

て時代が積み重なって参勤交代の頃。／武蔵が遊んでいたであろう道は「下に～下に～」の声ととも

に大勢の人が行き来する街道に変化していく。／そして現在。／本陣と脇本陣が同時に現存する宿場

町として新たな旅人を受け入れる用意ができました。どこにでもある宿場町、でも、どこにもない宿

場町。そんな昔の物語を紡げる唯一の場所です。 

③ 活用物件分布図 

 
④ 活用計画案 

江戸時代後期建築物、美作市有形文化財登録候補物件を宿泊メイン棟としてホテルフロント、客室、

喫茶スペースとして活用。裏庭に川と山を望めるスペース設置／宿泊棟の設置 建坪のサイズにより

部屋数の変動はあるが、1 棟貸しから複数部屋まで宿泊のみのスペースとして複数の古民家を活用／

宮本武蔵の姉、おぎんの嫁ぎ先とされる平尾家をプレミアム宿泊棟として活用。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

初期必要投資額 7,035万円 



売上 1年目    887万円  2年目 1,182 万円  3 年目 1,478 万円 

経常利益 1年目 -1,436 万円  2年目 -871万円  3 年目-314 万円 

 

団体名 Kinco hostel + café  

① 地区概要 

エリア：高松港フェリーターミナル周辺エリア 

市町村概要：高松市（人口 約 420,000 人） 

地域資源：・香川県の県庁所在地で、大企業の支店が集まり様々な経済活動が行われているが、瀬戸

内国際芸術祭の影響から外国人の観光客が順調に増えており「観光産業」が特に注目されている。 

／旅行客の主な観光ルートは「高松港からの島めぐり」。現代アート鑑賞と島の文化に触れる／フェ

リーターミナルから 10分ほどのところに倉庫を改装したショッピングモール「北浜アリー」があり、

地元の若者や日本・アジア系観光客を中心に人気がある／市街地には「日本一長いアーケード商店街

（分岐を含む複数の商店街の総延長で日本一（2.7km））」があり、有名うどん店や瀬戸内の魚介類を

楽しめるお店など様々な商店が並ぶほか、特別名勝「栗林公園」も近接し徒歩で移動可能／ことでん

（ローカル鉄道）で 15 分ほどのところにある仏生山駅周辺では「仏生山温泉」を中心に周辺の歴史

的な街並みや古民家を改装したカフェ・雑貨店などを見ながら街歩きが楽しめる※仏生山温泉は

Kinco.と同じ建築家、岡昇平氏の建築 

② 事業基本コンセプト 

「高松市主要観光エリアと連動する店舗の新設と主要施設との関係性強化」 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

「Kinco.のカフェおよびフロント機能」をもつ店舗をフェリーターミナル付近に新設することを計

画。観光客はカフェで景色を眺めながらフェリーを待つことができる。また宿泊客に対してはチェッ

クイン、荷物預かり、新規予約等を可能とする。また地元の NPO団体と協業して待短時間アクティビ

ティ(折り紙体験等)も併せて提案。ロケーションは高松築港駅構内の出入り口付近、高松港フェリー

待合室、高松港旅客ターミナルビル２階などを想定。 

 

 

 

 

 



⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

初期必要投資額 300万円 

売上 1年目    453万円  2年目 453万円  3年目 453 万円 

経常利益 1年目   18万円  2年目 18万円  3年目 18万円 

 

団体名 辻まちとらすと 

① 地区概要 

エリア：徳島県三好市井川町辻地区 

市町村概要：三好市井川町（人口 約 4,900人） 

地域資源：・井川町の南にそびえる腕山には『井川スキー場腕山』があり、天気が良い日は瀬戸内海

を一望することができる／刻み煙草産業で繁栄した歴史ある古民家や神社は国の登録文化財となっ

ており、町歩きガイドが活躍。石垣や階段、渡し場からの吉野川など、高低差を活かした町なみ／明

治時代に煙草の製造販売権利の国有化によって莫大な保証金を受け取り、四国初の水力発電所や教育

施設などが充実。 

② 事業基本コンセプト 

「かつての繁栄を語り息を吹き返した古民家宿」 

辻まちは、徳島県西部、四国の中央に位置し、古くから文化・交通の要所として栄えてきました。

美しい自然とその地形を生かしながら繁栄した街並みは、いまは静かに当時の面影を語っていま

す。昔から脈々と受け継がれてきた古民家が今、新しい命を吹き込まれてオープンします。 

それが≪とらすと古民家宿≫です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 古民家宿 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

市所有建物いろりを朝一、飲食コーナー兼宿泊・イベント等各施設の総合受付、活動団体事務所

として活用／山下屋を通りに面した主屋は貸しスペースとしてギャラリー、中庭を囲む蔵２棟、

離れ１棟を宿泊やガーデンパーティーなどに活用／しわく屋 主屋はレストランと宿泊に、納屋

は宿泊として 建物の前に川があり庭も含めてオープンな利用ができる。蔵 1Ｆにはキッチンを

備え、カフェや雑貨などチャレンジショップとして活用。 

⑤ 実施スキーム 

 
⑥ 事業計画 

初期必要投資額 13,000万円（うち補助金 3,500 万円） 

売上 1年目    779万円  2年目 779万円  3年目 779 万円 

経常利益 1年目  -491万円  2年目-481万円  3年目-470 万円 

 

団体名 株式会社ネクストインターナショナル 

① 地区概要 

エリア：瀬戸内讃岐地区  

市町村概要：香川県高松市（人口 約 420,000万人） 

地域資源：（高松市域外も含むが原文まま）地中美術館／草間彌生作品等の直島／豊島美術館等の豊島

／エンジェルロード・オリーブの小豆島／鬼ヶ島伝説洞窟の女木島／瀬戸内海の箱庭的小島の男木島／

犬島精錬所美術館の犬島／イサムノグチ庭園美術館／ハンセン病歴史を伝える大島／ミシュランガイ



ド三ツ星 栗林庭園／日本三大水城 高松城跡玉藻庭園／源平古戦場 瀬戸内海国立公園 屋島 

② 事業基本コンセプト 

「瀬戸内讃岐の賑わいの一角を担う国際幸流旅創出業 」 

ART SETOUCHI NEXT INTERNATIONAL HOTELS 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

10 年以上空きビル状態で暗く寂れていたものを、草の根国際文化交流旅ホテルに変え、過疎駅

前に賑わいの一角を灯し、地域活性賑わいに繋がる観光まちづくりに活用。／ホームステイ体験 

の考案。現地の家族や子供との更なる交流ふれあいやアットホームステイ体験も求めている観光

客層ニーズに対応。／四国御遍路総本山善通寺へ 300m の好立地を活かし「現代のお遍路宿」と

して古民家等を御遍路貸家に活用。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

初期必要投資額 1,989万円 

売上 1年目    50 万円  2 年目 46万円  3年目 50 万円 

経常利益 1年目  15 万円  2 年目 13万円   3年目 15 万円 

 

 

 

 



団体名 大洲市地域おこし協力隊 

① 地区概要 

エリア：大洲市肱南地区 

市町村概要：愛媛県大洲市（人口約 44,000人）  

地域資源：食：アマゴ、天然ふぐ、鮎、アワビ、下駄、歯ブラシ、くり、里芋、白菜、スイカなど 

観光：大洲城、臥龍山荘、赤れんが館、小藪温泉、ポコペン横丁、鵜飼、いもたき、SUP、カヌー、肱

川嵐、雲海、繭の生産量日本一の農家、大洲銘菓しぐれなど 

② 事業基本コンセプト 

「Authentic OZU 100（ワンハンドレッド計画）」 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

100 年前(大正 7 年)は大洲城が旧来の姿を保ち人々に親しまれ、肱川橋が開通し、大洲街道と宇和島

街道が繋がり、人、物、経済がこの肱南エリアに集まっていた。大正期の日本産業を支えた輸出品の

多くが大洲で生産され、まちが最も栄えていた時期である。100 年前のその時代のように大洲の 100

軒の古民家を 100 年前の大正 7 年当時に戻し、100 個の打ち手を実行し、本物の日本（Authentic 

Japan）を体験させる街にする。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

初期必要投資額 15,300万円（うち交付金 3,833 万円、大洲市 3,833） 

売上 1年目    1,080 万円  2年目 1,080万円  3 年目 1,080万円 

経常利益 1年目   891万円  2年目 891万円  3年目 891 万円 



団体名 下高瀬簡易郵便局 (旧丸岡呉服店) 

① 地区概要 

エリア：三豊市北部(三野)地区 

市町村概要：香川県三豊市（人口 約 63,000 人） 

地域資源：日蓮正宗本山「門寺」や四国霊場 71番札所「弥谷寺」の歴史文化／地域主体で運営する津

嶋神社の夏季大祭（8 月 4･5 日）／顔の見えるコミュニティ／ＪＲみの駅から徒歩８分、三豊鳥坂Ｉ

Ｃから車で８分アクセス良好／近郊の観光地へも至近(天空の鏡「父母ヶ浜」(5.4km)、四季折々の景

勝「紫雲出山」(11km) 

② 事業基本コンセプト 

「和洋折衷の登録文化財を活用して田園風景に囲まれた門前町交流人口を拡大」 

対象物件の所在する三豊市野町は、三豊平野の北部に位置し、大きな天災を受け難い地形から仏教

文化を中心に発展。飛鳥時代の遺構（宗吉瓦窯跡史公園）を始め、奈良時代に行基が開山した「弥

谷寺」、近郊には平安時代弘法大師空海が建立した「本山寺」現存。和洋折衷の登録文化財を拠点に

古民家を活用し、仏教文化を中心としたミドル層以上ターゲットにインバウンドを含む宿泊型観光

地に形成する。 

③ 活用物件分布図 

 

 

④ 活用計画案 

Graduate ホテル-最高の材質を使用した１棟の古民家、意趣凝った庭園をホテル等として活用／ 

above the ordinary ホテル-小ぶりで風情のある古民家（広い庭園と駐車場）を１棟貸しのホテル等

に活用／メイン部分は文化庁の登録財で簡易郵便局として利用されランドマークになっており、フロ

ント、ギャラリーオフィスに活用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

初期必要投資額 10,000 万円（うち補助金 3,000 万円） 

売上 1年目    1,761 万円  2年目 1,761万円  3年目 2,055 万円 

経常利益 1年目  -761万円   2年目-741万円   3年目-427万円 

 

団体名 総社商店街筋の古民家を活用する会 

① 地区概要 

エリア：本町地区（総社商店街） 

市町村概要：総社市（人口約 69,000人） 

地域資源：総社市は、岡山県の南西部に位置し、岡山市、倉敷市の２大都市に隣接／かつての古代の

吉備国（きびのくに）の中心として栄えた地域であり、数多くの古墳や史跡が残されている／備中神

楽／パンの製造出荷額が県下 No.1／岡山県といえば「桃」といわれるほど代表的な果物、総社でも多

く生産しています。 

② 事業基本コンセプト 

「「なつかしい日常」を感じる「まち」」 

なつかしくて新しい「なにもない」ゆったりとした時間を楽しむ贅沢／まちを出て行った子供

たちが大人になって戻ってきたくなる「まち」／10年後も住んでいたい「まち」を創ります。 

③ 活用物件分布図 

 



④ 活用計画案 

かわいい、レトロ・モダンな外観にマッチした内装。この建物「らしさ」を大切にしたリノベーション。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

金額は未定だが、現代版大地主方式を活用し、まちづくり会社を設立し事業を行う。 

 

団体名 co-machi.net 

①  地区概要 

エリア：宇多津町古街地区 

市町村概要：香川県綾歌郡宇多津町（30年 10 月推計 18,981人） 

地域資源：瀬戸大橋、旧市街地、塩田、郷照寺ほか 1社 9カ寺。 

② 事業基本コンセプト 

「まちは学校、”泊まれる寺子屋”としての再生」 

③ 活用物件分布図 

 
④ 活用計画案 

江戸の庄屋の主屋を再生し、本物を残す 

泊まれる寺子屋 ゲストハウス 1棟貸し／古街拠点に体験で循環・連携（エリア内循環・エリア外と

の連携） 

 

 



⑤ 実施スキーム 

 
⑥ 事業計画 

初期必要投資額 6,600万円（うち補助金 4,000 万円） 

売上 1年目    1,005万円  2年目 1,173万円  3年目 1,340 万円 

経常利益 1年目  -377万円   2年目-208万円   3年目-39万円 

 

  



北陸会場 

団体名 いただき繕 福井越廼 

① 地区概要 

エリア：福井県福井市越前岬周辺地域（旧越廼村下岬地区・旧越前町四ヶ浦地区） 

市町村概要：旧越廼村（人口約 1260人）旧越前町（人口約 4800 人） 

地域資源：農家民宿＆Vegan 宿箪瓢草堂(たんぴょうそうどう、いただき繕福井越廼）／八ツ俣古民家

群（6 棟＋寺）／Organic Vegan Café〜カフェアース／天空の集落〜城有町／北陸のマチュピチュ〜

梨子ケ平元千枚田／平家の落武者伝説〜梨子ケ平／温泉のあるほぼ消滅集落〜赤坂／日本海を一望

できる築 210年建築〜大森山善性寺 

② 事業基本コンセプト 

「ヴィーガン・オーガニックの聖地・八ツ俣町」 

③ 活用物件分布図 

        

④ 活用計画案 

ヴィーガン・オーガニックを客層ターゲットした宿場開発。第一期開発を八ツ俣町エリア、第二期を

越前町宿地区・善性寺周辺エリアを対象とし構想。今回は、第一期に焦点を当て検討。「清雨堂」「箪

瓢草堂」「沁汀草堂」の 3棟をそれぞれ、一棟貸し宿２棟、食堂・加工所として計画。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

第一期収支試算： 

初期必要投資額 3,990 万（内補助金 2,000万） 

売上 1年目   2,247 万  2 年目 2,753万  3年目 2,856 万 

経常利益 1年目 ▲3,890 万 2 年目 193万   3年目 832万 

 



団体名 山中温泉ひがしだに地区保存会、加賀市役所 

① 地区概要 

エリア：石川県加賀市東谷地区（国選定 重要伝統的建造物群保存地区） 

市町村概要：石川県加賀市（人口約 67,000人） 

地域資源：炭焼きで栄えた山村集落／「荒谷」「今立」「大土」「杉水」の４集落／煙出しを備えた赤

瓦葺きの屋根／１３６棟の保存建築物（主屋、土蔵、納屋など）／豊かな自然環境／地区の保存団体

「山中温泉ひがしたに地区保存会」が活動 

② 事業基本コンセプト 

「日本の記憶を辿る、創る 赤瓦と煙出しの山里 加賀東谷」 

（１） 過去の歴史を未来に繋げる＝「学び」の創造 

（２） 新たな歴史を創り出す＝「楽しみ」の創造 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

第一段階として、古民家の宿泊施設整備とアクティビティ事業実施を計画、宿＋アクティビティのパ

ッケージ化も実施。アクティビティ事業に関しては、既存の実施体制の強化と、新たなガイド養成に

も取り組む。第二段階として、古民家活用の マネジメント（リーシング等）によるエリア全体の古

民家活用・保存を図る。また、古民家活用とともに、耕作放棄地の再生や、かつての生業の復活など

を試み、山村集落の価値発信を行えるブランドの確立をめざす。 

⑤ 実施スキーム 

 

 



 

団体名 梅鉢園 

① 地区概要 

エリア：三重県四日市地区 

市町村概要：四日市市（人口約 300,000万人） 

地域資源：工業・産業とともに鈴鹿山脈を中心に自然豊かな歴史的街並み／３００年続く陶芸萬古焼

や伊勢茶、日本酒製造など歴史文化育む／東海道の要衝であり海の玄関という立地から流通が盛んで

ある／諏訪神社の例祭として四日市祭が行われ江戸時代からの伝統も残す 

② 事業基本コンセプト 

「時間・空間・人間のつながるまち四郷由緒ある地場産業、明治期のレガシーを活かす」 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

四郷エリアのランドマークである亀山製糸場跡を、数多くある地場産業を体験できる場、地域の方の

世代間交流の場、大型客船が入港する四日市港からの海外旅行客をターゲットとした異文化交流の場

となるよう建築計画を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 事業計画 

・改修費：古民家所有者が負担（新設会社と古民家所有者で賃貸借契約を結ぶ） 

・宿泊施設・レストランは先行事例の集落丸山を、英語ガイドは国内観光地における通訳案内士によ

るガイド料を参考値とし設定する 

・利益の一部を保存会に寄附し、地区保存の資金に充てる 

・事業者の報酬・給料は都市部と同等の水準とし、都市部と同等の経済価値を有することを証明する 



⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

事業主体となる大藤コンサルティング会社は、地域を代表とする建設業者であり。改修工事に関して

は、自社での積算済。事業スケジュール等は検討。 

 

団体名 かわだ夢グリーン 

① 地区概要 

エリア：福井県鯖江市河和田地区 

市町村概要：鯖江市（人口約 50,000人） 

地域資源：漆器職人の暮らす街と自然豊かな街並みが身近にある／職人と里山地区の歴史的街並み／

漆器を広普及した継体天皇の伝説と福井伝統古民家や漆器工房が並ぶ歴史文化（継体天皇五穀感謝

祭・おこない・桃源清水大そうめん流し・越前漆器まつり等）／若者移住者の増加／グリーンツーリ

ズムや漆器体験／伝承料理山うに・桑茶の取り組み／福井伝統古民家 

② 事業基本コンセプト 

「漆器職人と自然が共生した町で、工房体験や自然と温泉を楽しみ、人と野生動物が出会う河和田地区」 

③ 活用物件分布図 

 
④ 活用計画案 

現在、県内外の大学生が活動拠点として利用している古民家が既に多数あり。福井県伝統古民家認定

を受けている古民家が点在するエリアでもあるため、学生と地域の既存まちづくり団体が連携して古

民家活用を検討予定。 



⑤ 実施スキーム 

 
⑥ 事業計画 

   今後検討予定 

 

団体名 田辺工業株式会社 

① 地区概要 

エリア：滋賀県湖北地域（長浜・米原）  

市町村概要：長浜市（人口 118,659 人） 

地域資源：秀吉公の初城の長浜城とその街並み／ユネスコ無形文化遺産の長浜曳山祭り／日本最古の

駅舎の長浜鉄道スクエア／年間 240 万人の観光地 黒壁スクエア／東本願寺長浜別院、大通寺／ヤン

マーミュージアム／琵琶湖並びに竹生島クルーズ 

② 事業基本コンセプト 

「おかえりやす!ながはまへ」 

秀吉公が約 400 年前に初めて築城した長浜の街。町衆は秀吉公にあやかりながら商業の街として栄え

てきた。長浜には伊吹山や琵琶湖といった大自然や戦国時代の名所旧跡が数多く点在し、北大路魯山

人に代表される芸術や観音さまなど文化的遺産も数多く存在する。そんな魅力ある長浜を楽しみつ

つ、京都・大阪方面や北陸・金沢方面、岐阜・名古屋方面へと長浜から出かけて頂き、そして『おか

えりやす!ながはまへ』と迎えられる街を造ってまいります。 

③ 活用物件分布図 

 



④ 活用計画案 

31 年度中に、簡易宿泊所 3棟（ロングステイ宿泊所、造り酒屋に泊まれる宿、伝統文化を体験できる

宿）、レストラン１棟をレストランとして古民家改修後、運営開始予定。運営業者は地元の宿泊業者、

体験事業については行政・民間の事業者との連携仕組みづくりを画策。地元に古くから伝わる裸祭り

体験、長浜曳山の山曳き 体験をはじめとする、地元の歴史を感じながら住民とのふれあいが可能な

参加システムを構築予定。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

地元事業者との連携の中で、継続性のある事業の形をつくりたい。 

 

 

団体名 白峰林泊推進協議会 

① 地区概要 

エリア：白山市白峰 

市町村概要：白山市 （人口 約 114,000人）（白峰地区 人口 約 800 人） 

地域資源：重要伝統的建造物群の歴史的な街並み／白山の豊かな大自然と白山麓の歴史文化（白山ま

つり、牛首紬、出作り等）／日本有数の豪雪地帯特有の文化（流雪溝、除雪技術、雪だるままつり等）

／全国でも希少なナトリウム炭酸水素塩温泉堅豆腐やとち餅などの郷土食 

② 事業基本コンセプト 

「天領白峰に 1日暮らし」 

江戸時代に幕府直轄の天領だった白山麓十八カ村その中心だった白峰は山奥ながら家が立ち並

び栄華を極めた往時の古民家や人々の暮らし、文化を色濃く残す白峰に 1 日暮らすように泊まる 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

蔵を活用した地元住民の運営する一棟貸宿泊棟、既存店舗併設型宿泊棟（既存まちづくり組織運営のカ

フェが１階に併設、２階に宿泊室）、白峰の湧水、焙煎する木炭、地元産陶器を使った珈琲店を検討。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

   改修費 3,600万円（交付金 1.800万円） 

     宿泊売上 初年度 1,726 万円（3年目以降 2,012万円） 

   ビークル収支：初年度 70万円の黒字(3年目以降 56万円の黒字) 

 

団体名 はくい農業協同組合 

①  地区概要 

エリア：能登半島 はくい坂井町地区 

市町村概要：石川県羽咋市（人口約 22,000人） 

地域資源：千里浜なぎさドライブウェイ／ＵＦＯ神話のまち／寺家遺跡 気多大社と神まつり／世界農

業遺産「能登の里山里海」／神子原米の棚田／自然栽培の聖地化プロジェクト／能登にとんできたトキ 

 

 



② 事業基本コンセプト 

「里山体験 土と自然と毎日の暮らし 」 

”自然栽培の聖地になる!”と宣言した羽咋市 肥料・農薬を売らない農協「JAはくい」 自然栽

培に惹かれた移住者たち 行政・農協・農家でつくる地方創生羽咋モデル。 自然栽培の可能性 「観

光まちづくり」で地域課題解決へ 「能登はやさしや土までも」 世界農業遺産”能登の里山里海” 

歴史・風土・文化・自然環境に恵まれた古民家リノベーションによる、農家民宿群の形成 スロ

ーフード「自然栽培 野菜玄米寿司」 自然栽培生産者たちが新鮮素材を提供する農家レストラン 

移住者たちが地域に融合 集落の皆さんたちとの暮らし 里山体験プログラムを創り出す。 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

農家が農家民宿を行う宿泊施設、農家レストランを 1棟目に開発を行い、次年度にほか 2棟、宿泊

棟として整備を行う。農家が行う農業体験への参加も促し、既存農業体験との連携や開発を行う。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

・ビークル収支 

 1,023千円(1 年目)▲833千円(2年) 230 千円(3 年)1,116千円(4 年目以降) 

・事業者収支(EBIT) 

 203 千円(1年目)2,749 千円(2年)1,643千円(3年以降) 



団体名 東近江市（政所エリア、金堂エリアの 2エリアでの開発を計画） 

【奥永源寺地域 政所エリア】 

① 地区概要 

エリア：福井県南越前町今庄地区 

市町村概要：南越前町（人口 10,727人／2018.9.1 現在） 

地域資源：日本遺産認定地域／鈴鹿山脈から琵琶湖に流れる愛知川源流域／「政所茶」、「木地師文化」、

「アクティビティ」 

② 事業基本コンセプト 

「政所茶のふるさと奥永源寺で、丁寧な暮らしを感じる」 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

政所茶の生産を生業にする山村の暮らしを体験できるような宿泊棟(2棟)、フロント兼体験棟(1

棟)を整備予定。茶摘みをはじめとする地域資源を活用した体験コンテンツを開発予定。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

初年度売上１，４３４万円／初年度運営費１，３４３万円／初年度純利益６１万円 

 

 

 

 



【五個荘地域 金堂エリア】 

① 地区概要 

エリア：滋賀県五個荘地域 

市町村概要：東近江市（人口約 115,000人） 

地域資源：日本遺産認定地域／重要伝統的建造物群保存地区／近江商人ゆかりの地／近江商人本

宅群と農家住宅が融合した景観 

② 事業基本コンセプト 

「近江商人発祥の地で、新しい自分との出会い 昨日とは違う自分に出会える時間と空間を過ごす」 

古来、東近江の地は「ひと・もの・情報」が集まる地でした。その地の利を生かして近江商人

は新たな経営スタイルを築き、日本をまたにかけ活躍することとなります。 ここ、近江商人発

祥の地は、企業経営の理念や考え方を学ぶ絶好の場所となります。 社会環境が急速にグローバ

ル化が進展する現代において新たな視点や行動力が求められる中、 ここに来れば気づき・学

び・成長をテーマにしたコンテンツに触れることができ、昨日とは違う自分と出会える時間と

空間を過ごしていただけます。 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

近江商人屋敷を活用した宿泊棟(3 棟)、近江商人に関する研修やビジネスセミナーを行うようなレス

トラン併設の研修棟、農家住宅を活用した宿泊棟(２棟)を整備予定。 

⑤ 実施スキーム 

 



⑥ 事業計画 

活用提案型指定管理方式と、サブリース方式を併用して運営。ビークルとして新設する観光まちづく

り会社でのサブリース方式と奥永源寺地域での地域と連携して運営を行うことで事業全体のマネジ

メントを図る。 

 ・指定管理方式 初年度売上 4,563 万円／初年度運営費 4,270 万円／金堂まちづくり基金 228 万円

（売上５％） 

 ・サブリース方式 初年度売上 3,285万円／初年度運営費 2,556万円 

 

団体名 平泉寺に宿坊をつくる会 

① 地区概要 

エリア：平泉寺 

市町村概要：福井県勝山市（人口約 24,000人）  

地域資源：平泉寺白山神社（苔寺）開山 1300 年／石垣、路地  

② 事業基本コンセプト 

『Discovery 自分』 

 伊勢、熊野の次はここ「平泉寺」 かつて数千の坊院(僧侶の屋敷)が建並んだ、白山信仰の聖地 神仏

習合の祖、泰澄大師を辿る旅 自然と伝統が息づくこの地に身を置き、自分を再発見してみませんか。 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

白山信仰の聖地として栄えた、数十の社堂、数千の坊院（僧侶の屋敷）が 建並ぶエリア。現在は、５

つのお寺が地域を守っている。宿坊をイメージした、空き家を活用した簡易宿泊所、元仕出し料理店

を活用した飲食店、滞在メニューとして寺社での体験メニューや、泰澄大師が伝えたと言われる和紙

漉きも検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

10 年間での返済スキームを検討。一棟貸しを１年に１棟のペースで３年に渡り開発を行い、同時に飲

食業・仕出し業も 1 年目に営業を開始し、売上を見込む。SPC 出資、勝山市新規事業補助金も使い、

ビークルを運営。  

団体名 一般社団法人ぷらすたいむず 

① 地区概要 

エリア：福井県南越前町今庄地区 

市町村概要：南越前町（人口 10,727人／2018.9.1 現在） 

地域資源：北国街道今庄宿の歴史的街並み／北前船主・右近家住宅（国登録有形文化財）／旧北陸線

トンネル群（国登録有形文化財）／伊藤氏庭園（国指定名勝）／日本で唯一の燻し製法「今庄つるし

柿」／日本一の作付面積「花ハス」／樹上完熟の「黄金の梅©」  

② 事業基本コンセプト 

「第 2の実家。「ただいま」と言える場所づくり」 

都会で日々忙しく暮らす方に、「ほっと」安心できる第 2の実家を作りたい。地域の人々と交流し

て、疲れを癒して、自信を取り戻してほしい。訪れる人々を受け入れてくれる温かい地域を感じて

ほしい。 

そして、何度でも帰ってきてほしい。そんな思いを実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

③ 活用物件分布図 

 

④  活用計画案 

第一期〜第四期の工事を予定。第一期目は、来年度オープンを予定して一棟貸し棟を改修工事中。第

二期目は、同じく来年度オープンを目指し他事業者改修工事予定のレストラン・雑貨ショップの運営

を予定。第３期目以降は、既に空き家が確認されている古民家物件をレストラン、宿泊棟、ベーカリ

ーショップとして整備を検討。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

事業者純利益  

1 年目：8,2800 円／２年目：2175,000 円／３年目：318,1400 円／４年目：287,000 円 

※３年目に高単価宿泊施設を整備予定のため初期投資がかかる関係上、4 年目の利益が下がっている。 



団体名 まちづくり福井・福井市 

① 地区概要 

エリア：福井市足羽地区 

市町村概要：福井市（人口 約 265,000人） 

地域資源：坂本龍馬や松平春嶽公など幕末時代の歴史的史跡が残る街並み／ふくい春まつり（桜 100

選）／足羽川桜並木・さくらの小径／丹巌洞／おさごえ民家園／瑞源寺（萩の寺）／足羽山公園（あ

じさいロード）／足羽山公園遊園地（ハピジャン動園園）／自然史博物館／足羽神社 

② 事業基本コンセプト 

「森とあそび、ココロゆるゆる。」 

江戸時代に建てられた古民家で、宿泊することで、福井の風土や暮らしに触れてもらう。現代

の便利な道具を使う生活から、あえて昔の何もない生活に触れる非日常を味わい、森にある秘

密基地のような古民家で、贅沢な家族団らんの時間を楽しんでいただく。 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

足羽山へ移築された５棟の古民家の活用を計画。第一期工事として、宿泊棟１棟とレストラン１棟の

整備を予定。ファミリー客を想定のため、足羽山公園の自然環境を活かした子どもも楽しめる体験ツ

アーを開発提供予定。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

宿泊棟、レストラン棟の改修にかかる総事業費を 45,000,000 円と想定し、稼働率 30％での事業スキ

ームを検討。 



関東会場 

団体名 すてきなまち・赤岡プロジェクト 

①  地区概要 

エリア名：高知県香南市赤岡地区 

市町村概要：香南市（人口約 33,362人赤岡地区 2700人） 

主な地域資源：塩の道出発点に位置する商家の町並み／幕末の絵師金蔵が描いた 23 枚の芝居絵屏風

／住民が演じる絵金歌舞伎、ユニークな祭り（どろめ祭り・絵金祭り・冬の夏祭り）／ドロメ、チリ

メン、ニラなどの農漁産品／よそ者を受け入れる暖かい人柄 

② 事業基本コンセプト 

「次世代の絵金を育てる、作家通り商店街」 

高知城下を逃れ、赤岡に流れ着いた幕末の絵師・金蔵。100人もの弟子を抱えたデザイン集団「絵金

派」は高知県内に 100枚以上もの芝居絵屏風を残した。よそものを暖かく受け入れる赤岡で次世代の

絵金を育てる、ここは作家通り商店街。 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

物件１-メイドイン高知のデザインプロダクトの展示販売・ワークショップの開催、かまどご飯を囲

んだ交流の場としてのデザインギャラリー／物件２-若手デザイナー向けオフィス／物件３-デザイ

ナーインレジデンス兼祭りの際のゲストハウス。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

団体名 山梨県都留市農泊推進協議会 

① 地区概要 

エリア：山梨県都留市 

市町村概要：都留市（人口 32,580 人） 

地域資源：富士の麓の城下町：八朔祭、大名行列／都留文科大学はじめ 3つ市内に大学がある「学園

都市」／富士の雪解水が地中から湧く「十日市場・夏狩湧水群」→平成の名水 100 選／ありすぎず、

なさすぎない丁度良さ 

② 事業基本コンセプト 

「まち全体を「現代版学び舎」に」 

都留・東桂エリアには、幕末になした財を後に続く世代のために学び舎の建設に費やした個人の成果

が複数あります。そんな先代の思いを受け継ぎ、豊かな自然に守られながら訪れる人たち同士が絆と

学びを深めることができる「現代版学び舎」をこの都留のまちに復活させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥   事業計画 

物件１／購入 初期投資 3500万円 経常利益▲165.6万円 ５千円/稼働率 30% 5年目～赤字解消見込 

物件２／賃貸 初期投資 200 万円 年間売上 24万円 経常利益▲2.4万円 

物件３／賃貸 初期投資 500 万円 年間売上 81万円 経常利益 31.3万円 



③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

天野本家・母屋をフロントレストラン兼セミナールームと宿泊室を設け、別棟を一棟貸の研修・合宿

施設、周辺の古民家を一棟貸宿・カフェとして活用する。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

宿泊／年間売上：2,190 万円(3年目 3,833 万) 客室数：4 室(3年目～ 6室) 平均客室単価：5万 稼

働率：30%(2 年目 33%、3年目～35%)  

レストラン／年間売上：1,916万円(→2,300万) 席数：30席 ランチ：単価 2000 円 ディナー：単

価 5000円稼働率 25%(2 年目～30%)  

当期純利益：147万円(2年目 452万円、3年目～ 558万円) 

初期投資：4,215 万円(1年目)＋2,640万円(3 年目)＝6,855 万円 補助金/交付金：4,500万円・減価

償却費(10年)：685.5 万円/年  
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③ 活用物件分布図 

<天野本家(第１期)>	
・メイン棟	
(フロント/レストラン/宿泊)	
・開発合宿棟	

<鹿留空き家古民家群(第2期)>	
・一棟貸し2棟	
・オフグリッドカフェ	

<古渡・三枝邸 >	

7  

⑤ 実施スキーム（ ビークルの設計）  

サポート  

【 新設】  

(株)つるでつながる  
（ 地域まちづく り会社）  

三枝邸 

 

外部支援組織 

 

＜事業主体・ エリ アマネジメ ント ＞ 

＜外部支援＞ 

NOTE 

(株)富士急行 

 

エリアマネジメ ント ／空き家開発／ 

まちづく り 事業 など  

＜民間物件＞ 

土地建物 

貸付 

保存管理 

情報交換等 

 

 

山梨中央銀行 

都留信用組合 

 

＜金融＞ 

融資 

出資 

・ 出資・ 補助 

・ 団体指定 

山梨県 

都留市 

返済 

配当 

＜行政＞ 

天野本家 

<民間物件＞ 

鹿留空き家古民家群 

＜民間物件＞ 

保存管理 

土地建物 

貸付 

事業者 

中間支援 所有者 

＜地域関連団体＞ 

・ 境地区自治会 
・ 鹿留地区自治会 
・ 古弥地区自治会 

協力 

連携 

店舗・ 宿泊施設・  

体験ツアー等の事業者 

＜オペレーショ ン＞ サブリース  

家賃 （ 自主運営 o r 外部事業者）  

事業者 



 

団体名 ＤＭＯやつしろ 

① 地区概要 

エリア：熊本県八代市坂本地区 

市町村概要：八代市（人口 約約 128,150 人） 

地域資源：い草・冬トマト・晩白柚（日本一）／球磨川（日本三大急流）／日奈久温泉（開湯６００

年）／水島（万葉集）／五家荘（平家落人伝説）／松浜軒／高田焼上野窯 

② 事業基本コンセプト 

新幹線を降りて 30 分で渓流に出会える街。星をつかめる宿。川の優しさと遊び、豊潤な食材を楽し

む。 

③ 活用物件分布図 

 
④ 活用計画案 

和室１＋ベッドルーム２（まき割、BBQ、五右衛門風呂）の宿泊施設、地の食材を使用した完全予約制

のレストラン、滝が見えるカフェの設置。 

⑤ 実施スキーム 

 
⑥ 事業計画 

改修費用：1070 万円 

宿泊施設：家賃 90 万円 客室６ 宿泊単価：１.5千円 稼働率 30％—2 年目から 35％ 

レストラン：席数２４ランチ単価：２千円 ディナー単価：４千円 稼働率 25%−2 年目から 30% 

ビークル収支 2年以降 70万円程度の黒字 
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⑤ 実施スキーム（ ビークルの設計）  

サポート  

【 新設】  

 

 

 

外八代部支援組織 

 

＜事業主体・ エリ アマネジメ ント ＞ 

＜外部支援＞ 

八代経済開発同友会 

八代青年会議所 

エリ アマネジメ ント ／観光施設運営／ 

空き家開発／体験観光商品造成 

＜宿泊オペレーショ ン＞ 
施設整備 

指定管理委託 

事業提案 

指定管理受託 

（ 収益事業実施に 

より管理費削減）  

サブリース  

家賃 

肥後銀行 

熊本中央信用金庫 

＜金融＞ 

融資 

出資 

・ 補助 

・ 委託 

八代市 

返済 

配当 

＜行政＞ 

八代市 

＜公共施設等指定管理＞ 

坂本住民自治協議会 

建物所有者 

＜民間物件＞ 

保存管理 

土地建物 

貸付 o r 売却 

事業者 中間支援 所有者 

＜地域関連団体＞ 

・ 八代商工会議所 
・ 八代市商工会 
・ DＭＯやつしろ  

協力 

連携 

＜体験オペレーショ ン＞ 

	協力 

連携 

＜飲食店オペレーショ ン＞ 

	 or



団体名 株式会社まっせ 

① 地区概要 

エリア：重伝建を含む八幡城下町 

市町村概要：近江八幡市（人口約 80,000人） 

地域資源：（重要伝統的建造物群保存地区）火祭りの伝統文化「近江八幡の火祭り」 

（国無形民俗文化財）近江八幡の水郷（重要文化的景観）／ヴォーリズ建築／安土城址 

② 事業基本コンセプト 

「八幡堀を起点とする近江商人ホテルプロジェクト」 

近世以降の商工業の発展を支えた「近江商人」の商家が立ち並ぶ伝建地区 所有者不在の空き家や所

有者の高齢化による空き家予備軍が密集するエリア 本物の町家を保存再生し、街の誇りと文化に触

れる宿泊と体験を提供する 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

近江八幡の伝統的な町家を町家ホテルとして活用。地域の生活文化を体験する場、城下町エリア全体

でおもてなし（食寝住）を行う。／ロケーションオフィス映画やドラマのロケ地としてのアーカイブ

と発信拠点、ロケの受け入れの拠点／町家アパートとして活用。若者から高齢者まで多世帯が歴史あ

る街エリアでの生活をサポート。 

⑤ 実施スキーム 
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③-2 活用物件分布図

①

①
②

②

③
③

④

④

⑤
⑤

⑥

⑥H27年度・H30年度調査による空き町家

H30年度調査による空き町家

H27年度 空き町家でH30年度で活用されている

H27年度調査による空き町家（H30年度調査範囲外）

H27年度 空き町家でH30年度 解体された物件
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⑤ 実施スキーム（ビークルの設計）

サポート

まっせ
（地域まちづくり会社）

自主運営

・宿泊・滞在施設管理運営

・地域体験プログラムの提供

＜事業主体・エリアマネジメント＞

物件のエリアマネジメント／物件の管理／

観光施設運営／空き家開発／まちづくり事業 など

＜事業＞

施設整備

指定管理委託

事業提案
指定管理受託
（収益事業実施に
より管理費削減）

サブリース

家賃

滋賀銀行

滋賀中央信用金庫

＜金融＞

融資

出資

・出資・補助

・団体指定

近江八幡市

返済

配当

＜行政＞

近江八幡市

＜公共施設等指定管理＞

民間所有の文化財等

建物所有者

（市内・市外在住）

＜民間物件＞

保存管理

土地建物
貸付/売却/

事業者中間支援所有者

＜地域関連団体＞

・八幡学区自治連合会
・八幡学区まち協

協力

連携

地元設計事務所
・工務店・不動産

＜外部支援＞



 

⑥ 事業計画 

ホテル①4室 稼働率 30% 客室平均単価 52,500円／ホテル②6室 稼働率 35% 客室平均単価 38,000円

／  

ホテル③5 室 稼働率 40% 客室平均単価 36,400円／貸店舗 4 店舗 稼働率 100% 平均単価 60,000 円/

月／ 

飲食店 50席稼働率 30% 平均単価 2,000円(ランチ) 5,000円(ディナー) 

 

団体名 勝山市観光まちづくり株式会社 

① 地区概要 

エリア：勝山地区 

市町村概要：勝山市（人口約 25,000人） 

地域資源：旧花街の歴史的街並み／城下町の歴史文化(左義長祭り、etc)／恐竜博物館(年間 90 万人)

／スキージャム勝山(西日本最大級のスキー場)／鮎釣り／平泉寺(開山 1300 年) 

② 事業基本コンセプト 

「バリエーションホテル 「マチ・ホテル」」 

地域の多様性。毎回新しい発見ができる場所。何度来てもいつも違う町。ゆるやかな河岸段丘の中、

九頭竜川の伏流水で育ったまち。勝山。ここには明治時代から雰囲気を変えない建物や、豪雪地帯特

有の太い柱の荘厳な建物。現代建築家が建てたモダンな建物など様々な建物が共存しています。観光

でこの町に来るたび、見せる表情が違うまち。来ることが楽しみになる「マチ・ホテル」です。 

③ 物件分布図 

 

④ 活用計画案 

既に施設管理しているレストランを宿泊のメイン棟としてフロントを配置。2 階をギャラリーやイベ

ント等としても活用／古民家や空き家を 1 棟貸しの宿泊施設として活用。／庭がある空き家などをシ

ェアオフィスやカフェ等に活用。 
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③ 活用物件分布図

対象地区内の空き家、地域資源、
連携候補施設の分布図

（活用対象物件が判別できるように図示）

既存店舗

予定物件

今後予定物件（空き家）

今後予定物件（住人あり）



⑤ 実施スキーム 

 

⑥  事業計画 

宿泊 平均改修費 50,000,000円、1部屋 25,000円  

客室数 1年目：1棟 1部屋 2年目：2棟 2部屋 ５年目：3棟 3部屋 稼働率 1年目 10%〜５年

目 35％ 

飲食 客室数 40 席 昼食:一人当たり 1,500 円 夕食：一人当たり 5,000 円 稼働率 昼食１年目

35％〜10年目 50％ 夕食１年目 10％〜７年目 25％ ２年目以降黒字化を目指す 

 

団体名 伊勢河崎 CT(仮) 

① 地区概要 

エリア：伊勢市 河崎地区 

市町村概要：三重県伊勢市（人口約 127,800人） 

地域資源：伊勢神宮への参宮客でにぎわう伊勢の鳥居前町の台所としての役割を果たし 

ていた。／現在でも軒を連ねた古い町家や商家の蔵など、江戸時代からの町並みが残っている。／河

崎天王祭(毎年 7月頃)河崎の河邊七種神社にご鎮座される須佐之男命の夏のお祭り 

② 事業基本コンセプト 

「伊勢まち衆の暮らし文化を感じるまち、伊勢河崎」 

古民家を始めとした歴史的環境が存在する。／多様な歴史資源・生活資源が数多く残っている(山

田羽書ほか)／ (勢田)川と共にある文化、水運文化／問屋街としての商人文化、歴史 
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⑤ 実施スキーム（ビークルの設計）

サポート

体験ツアー等の事業者

＜事業主体・エリアマネジメント＞

＜外部支援＞

ノウハウのストック

DMO/エリアマネジメント／

観光施設運営／空き家開発など

施設整備

指定管理委託

事業提案

指定管理受託

（収益事業実施に

より管理費削減）

金融機関

（福井銀行・

えちぜん信用金庫）

＜金融＞

融資

出資

・出資・補助

・団体指定

勝山市

返済

配当

＜行政＞

勝山市

＜公共施設等指定管理＞

地域関連団体等

※「ビークル」とは「乗り物」という意味
で、同じ理念でまちづくり事業を展開す
るために、まちづくりプレイヤーたちが
乗り合わせる、中間事業者としての会社
（=乗り物）のこと。

建物所有者

＜民間物件＞

保存管理

土地建物

貸付 or 売却

事業者中間支援所有者

＜地域関連団体＞

・地域自治会など

協力

連携

合同会社

ジオスタジオ

勝山市観光まちづくり
株式会社

（地域まちづくり会社・ビークル※）

意欲ある事業者

案内サービス提供

ノウハウ提供



③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

水野履物店他 4 棟を宿泊施設として活用。コンシェルジュ機能やカフェとバー、コモンスペー

ス、案内所、河崎環濠エリア拠点としての多様な機能を持たせる。既存の飲食店と連携を行う。

水運文化を感じるアクティビティの考案。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

客数：１０室（５棟×２部屋）総事業費：85,000 千円 運営方式：サブリース方式 

開業時目標稼働率：３０％ 採算分岐点：稼働率２８％ ADR（客室単価）：40,000 円（１室） 
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③ 活用物件分布図

：事業対象空き家
：空き家、空き店舗
：伊勢河崎本通り地区
：旧環濠地区

・河崎本通り地区、勢田川を含めた

旧環濠地区

を活性化エリアとする。

建物所有者

＜民間5〜7物件＞

河崎本通り活性化会議

7

⑤ 実施スキーム（ビークルの設計）

【新設】
伊勢河崎CT

（地域まちづくり会社・ビークル※）

㈲高橋徹都市建築設計工房

工務店・大工

＜事業主体・エリアマネジメント＞

エリアマネジメント／観光施設運営／

空き家開発／創業者誘致

サブリース家賃

(第三銀行 招致)

・宿泊施設、コンシェルジュ機能

・朝食カフェ、Bar

・融資、補助金

・団体指定

※「ビークル」とは「乗り物」という意味
で、同じ理念でまちづくり事業を展開す
るために、まちづくりプレイヤーたちが
乗り合わせる、中間事業者としての会社
（=乗り物）のこと。

保存管理

土地建物

貸付 or 売却
ファイナンス

河崎本通り活性化会議

出資

物件

SPC

・ヴェリンダホームズ㈲

・(有)三洋不動産

不動産業者

保存管理業務依頼

土地建物

貸付 or 売却

プロデュース

第三銀行

補助金

・伊勢市

・経済産業省

・地域活性化センター

保存管理
情報提供

返済

配当

事業者

建 築

・広告事業者
営業・PR・ICT

クリエイティブ

タウン構想

情報集約

伊勢河崎の語り部

・伊勢の職人体験

・伊勢に関する有識者

・伊勢河崎ガイド

地域連携 ガイド登録 サービス

提供

契約

契約

建築



団体名 ルーラルカンパニー吉瀬 

① 地区概要 

エリア：里の自然村「ルーラル吉瀬」×大池・天王池の森  

市町村概要：つくば市 230,000人・土浦市 140,000 人 

地域資源：東京５０キロ圏有数の都市間里山(約２００ha)、良質の集落／筑波研究学園都市のサイエ

ンス各機関／城下町土浦の町並み、霞ヶ浦のウォーターフロント／筑波山、霞ヶ浦それを結ぶサイク

リングロード。  

② 事業基本コンセプト 

「先端科学都市のもつ専門的ニーズと『共にあるローカル(⇒ルーラル)』」 

農家のカルチャー、ルーラルの『世界観』体験メニューの提供(民家泊、食、手しごとなど) 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

１年目、古民家園「つくば文化郷」の全面再開と宿泊機能の追加と事業フレームの再構築を行う。 

３年目、地区内の空家古民家のグループ化、エリアインフォメーション開始、体験プログラムの体

系化。５年目以降、上の室石倉の再活用、廃校等の活用、吉瀬・宍塚の森の「県民(市民)の森」化

等、保全と活用の提言。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

検討中 

 

地域資源の分布と内容 茨城県つくば市・土浦市 エリア

●都市近郊里山

〇森のマルシェ ○アウトドア 〇ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ

●社寺を含む集落の佇まい、地区を彩る四季

〇社寺、祭礼 〇集落、旧家 〇四季

●多彩な個店型飲食店の立地

〇フレンチ 〇イタリアン 〇和食・寿司 〇カジュアル 〇ＢＢＱ



団体名 池田秀範(個人) 

① 地区概要 

エリア：山之辺の道 

市町村概要：桜井市（人口約 57,000人）天理市（人口約 66,000 人）  

地域資源：集落と田畑が断続的に連なる農村風景／農村の生活の風景から垣間見える古墳群や遺跡、

信仰の対象、信仰空間（三輪山、大神神社、桧原神社、石上神宮、天理教本部、長岳寺、相撲神社 etc） 

／奈良盆地を見渡す景色（三輪山、二上山、葛城山、大和三山）／大和棟造り、厨子二階の古民家群

／纏向遺跡／饒道祭、ちゃんちゃん祭り、数珠くり  

② 事業基本コンセプト 

「古代の原風景を感じるホテル「ヤマノベ」」 

「暮らすように泊まって、歩く」来訪者が山之辺の道の風景の一部になれるホテル／シルクロード

の最果ての地であり、日本のはじまりの地である山之辺の道沿道地域／古代から連綿と引き継がれ

るその日本の原風景に溶け込むように泊まる／山之辺の道を歩き、集落の周辺田畑での農業を行う

ことで、宿泊者が山之辺の風景の一部となる／昼間に歩くだけでは見られない風景、地域の暮らし

を体験する 

③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

宿泊のメイン棟としてホテル、フロントの設置。客室（１室）を配置し、昼間は地元料理、夜は高級

日本食店。能や雅楽を行うイベントスペース、ギャラリーも設ける／厨子二階の民家は一棟貸しの宿

として活用、希望によっては賃貸も可能とする。／その他小ぶりな蔵や納屋、小屋をオフィス・サロ

ン棟として活用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

三輪山エリア 桧原御休処（宿泊）客室数 １室 客室稼働率 30％ 客室平均単価 50,000 円※朝食付

き 販売可能客室１室平均 15,000 円（レストラン）席数 30 席 稼働率ランチ３５％ 単価 2,000円 稼

働率ディナー１５％ 単価 8,000円／ 

古墳群エリア 渋谷 客室数２室 客室稼働率 30％ 客室平均単価 50,000円 ※朝食付き 15,000円／ 

纏向遺跡エリア 車谷 客室数２室 客室稼働率 30％ 客室平均単価 50,000 円 ※朝食付き 客室平均単

価 15,000円  

 

団体名 山﨑友紀子 伊東亮（個人） 

① 地区概要 

エリア：伊豆半島 JR 伊東線エリア（熱海～伊東間） 

市町村概要：熱海市（人口 約 36,000 人）伊東市（人口 約 66,000人） 

地域資源：歴史ある温泉街（熱海温泉、網代温泉、伊東温泉等）／海水浴場（大網海水浴場、長浜海

水浴場等）／漁港（網代漁港、魚市場等） 

② 事業基本コンセプト 

「海を感じる、東伊豆ライン」 

伊豆半島の東側沿岸部を走る、JR伊東線熱海駅〜伊東駅間にある３駅それぞれの特性を生かし

た観光開発／伊豆多賀駅周辺エリア：高台から望む水平線と蜜柑畑、大正民家群／網代駅周辺

エリア：歴史ある漁港と海の幸を楽しむ、旧商家群／宇佐美駅周辺エリア：波と遊ぶ、昭和民

家 

③ 活用物件分布図 
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④ 活用計画案 

伊豆多賀-伊豆多賀駅舎を高台から海を見下ろせる景観を生かした、宿泊施設（少人数用）として活

用。 周辺の民家を自炊可能な一棟貸の宿泊施設（大人数用）、商家跡に地域の名産品蜜柑を楽しめる、

物販店や喫茶店を誘致。 

宇佐美-宇佐美駅舎を解放感あるリゾート風宿泊施設として活用。周辺民家をホステル型宿泊施設と

して一棟丸ごと活用。商店をカフェ＆バーとして活用。 

網代-網代駅舎を名産の干物を使ったカフェ・レ ストランとして活用。各宿泊施の朝食提供場所とし

ても使用。商家を徒歩圏内の温泉施設と連携し湯治目的の宿泊客に向けの宿として活用。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

宿泊棟 11 を各棟５万〜10 万の家賃で設定。稼働率 35%、平均単価 35,000 円、平均人数 2.2 人で設

定。レストラン 30 室。家賃 10 万、稼働率 30%ランチ 1,500 円、ディナー5,000 円で設定。 

 

 

団体名 一般社団法人ＤＭＯ日光 

① 地区概要 

エリア：日光市西町地区 

市町村概要：日光市（人口約 82,800人） 

地域資源：・世界文化遺産（二社一寺：東照宮、二荒山神社、輪王寺）・田母沢御用邸・神橋・太郎杉・

紅葉（憾満ヶ淵）・日光真光協会・日光湯元温泉・日光奉行所跡等 

② 事業基本コンセプト 

「ＮＩＫＫＯ ＲＥＳＯＲＴ ＬＩＦＥ」 

 日光には雄大な自然があり、且つ、世界的に誇れる文化財を有しているという強みを持っている。 

一方、交通の利便性によって外国人客が日帰りに留まってしまっている。 古民家を活用することに

よって、欧米人に対して訴求しやすい自然を核とした「リゾート」へのゲートウェイ機能及び、 滞

在型を視野に入れた「ライフ」を掛け合わせ、「ＮＩＫＫＯ ＲＥＳＯＲＴ ＬＩＦＥ」とする。 

 

 

 

 



③ 活用物件分布図 

 

④ 活用計画案 

インバウンド向け飲食店施設の設置。日帰りに留まっている訪日欧米人向けにナイトライフを提供で

きる飲食施設。／日光の温泉を活用した外国人に好まれる古民家 SPA 施設、サービス／古民家を宿泊

施設に活用。欧米人向けの高級宿泊施設とする。 

⑤ 実施スキーム 

 

⑥ 事業計画 

インバウンド向け飲食店 ・ランチ平均単価：2,000円想定 ・ディナー平均単価：5,000 円想定 ・稼

働率：25％想定 ・売上目標：約 3,１00 万円/年 ／SPA 施設 ・平均単価想定：1000 円/人 ・利用者

数想定：30 人/日、10,950 人/年 ・売上目標：約 1,100 万円/年 ／宿泊施設 ・部屋数：5 室 ・ADR：

55,000円 ・稼働率：30％ ・売上目標：約 3,000 万円/年  

◇想定年間売上：7,200 万円 ◇運営費： 5,000 万円 ◇EBIT： 2,300万円 ◇当期利益： 1,500万円 
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④ 活用イメージ

温泉旅館

元酒屋

割烹料理

アクティビティ

カフェ

ヘアサロン

老舗湯葉料理

そば屋

せんべい屋田母沢
御用邸

フロント？

客室？

客室？

SPA施設？

飲食店？

赤は既存店舗

青は開発店舗候補

8

⑤ 実施スキーム想定案（ビークルの設計案）

サポート

【新設】

日光まちづくり会社
（地域まちづくり会社・ビークル※）

外部支D

＜事業主体・エリアマネジメント＞

＜外部支援＞

＜オペレーション＞

施設整備

指定管理委託

事業提案

指定管理受託

（収益事業実施に

より管理費削減）

サブリース

家賃

栃木銀行

足利銀行

鹿沼信用金庫

＜金融＞

融資

出資

・出資・補助

・団体指定

日光市

返済

配当

＜行政＞

NAOC

AJインターブリッジ

クレドインターナショナル

日光市

国家公務員共済組合連合会

＜公共施設等指定管理＞

※「ビークル」とは「乗り物」という意味
で、同じ理念でまちづくり事業を展開す
るために、まちづくりプレイヤーたちが
乗り合わせる、中間事業者としての会社
（=乗り物）のこと。

建物所有者

＜民間物件＞

保存管理

土地建物

貸付 or 売却

事業者中間支援所有者

＜地域関連団体＞

日光市自治会連合会
DMO日光

協力

連携

株式会社ノオト
東武トップツアーズ
下野新聞社

電通
USEN-NEXT等


