
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

③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のテキスト（入門編） 
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歴史的資源を活用した観光まちづくり 

概論 
金野幸雄 

１）社会の動向 

近年、古民家等を再生し、カフェ、レストラン、物販店舗、住宅等として活用する取り組み

が全国で同時多発的に起きている。 

時代を遡れば、倉敷市が「倉敷美観地区」を指定したのが昭和４４年（１９６９年）、市民

団体「小樽運河を守る会」の設立が昭和４８年（１９７３年）、市民団体「川越蔵の会」の

設立が昭和５８年（１９８３年）であるから、ヨーロッパ各国が地域の歴史文化資産の保

存・活用、歴史地区再生に舵を切った時期に、我が国においても同じようなムーブメントが

あったことになる。しかし、日本社会においては、これらの活動はまちづくりの特殊な事例

とされ、こうした「歴史地区再生」は広く一般に普及することはなかった。 

また、昭和５０年（１９７５年）には、文化財保護法に基づく「伝統的建造物群保存地区制

度」が設けられたが、「町並み景観の保存」に重点を置いた制度設計になっており、その場

所での暮らしや生業（経済活動）を含めた「歴史地区の再生」の活動に進展しなかった地区

が多い。 

しかし、近年では、八女（福岡県）、尾敷（広島県）、神山（徳島県）、大森（島根県）、

篠山（兵庫県）などで古民家再生事業の面的展開の先行事例が散見されるようになってき

た。このような気運の高まりを背景に、政府は「歴史地区再生」に大きく舵を切ることにな

ったのである。政府の政策から、その流れを確認してみよう。 

結論を先に書くと、「明日の日本を支える観光ビジョン」が策定された２０１６年は「文化

観光元年」、「歴史的資源を活用した観光まちづくり」が政府の政策となった２０１７年は

「古民家再生元年」、そして文化財保護法が改正された２０１８年は「文化財活用元年」と

言える。この３年で日本社会の価値観が大きく転換したのである。 

① 明日の日本を支える観光ビジョン 

文化財保護法第１条に「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上

に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」と法の目的が示されて

いる。ただし、これまでの文化財の「活用」は、保存した文化財を公開施設（見学施設）と

して「活用」することが一般的であった。 
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その「常識」に大きな方向展開を告げたのが、２０１６年 3月３０日に、「明日の日本を支

える観光ビジョン構想会議」（議長：安部内閣総理大臣）において決定された「明日の日本

を支える観光ビジョン」である（次ページ参照）。戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出

入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大など大胆な改革を断行した結果、訪日外国人旅

行者が３年間で２倍の約２，０００万人に増加したことを踏まえ、２０２０年の目標値を

４，０００万人に再設定するなど、新たな目標値と対応方策を取りまとめている。 

そして、その取りまとめのなかの「視点１：観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に」にお

いて、「『文化財』を、『保存優先』から観光客目線での『理解促進』、そして『活用』

へ」としたのである。 

これを受けて、同年５月に観光立国推進閣僚会議が決定した「観光ビジョン実現プログラム

２０１６」においては、「『文化財活用・理解促進戦略プログラム２０２０』を本年度当初

に策定し、これを踏まえ、文化財単体ではなく地域の文化財を一体とした面的整備や分かり

やすい多言語解説など、以下の取組を２０２０年までに１０００事業程度実施し、日本遺産

をはじめ、文化財を中核とする観光拠点を全国 200拠点程度整備する。」とした。 

このうち「地域の文化財を一体的に整備・支援」の項目では、「地域の文化財について、指

定・未指定を問わず、その周辺環境も含めて一体的に保存・活用を図るための基本的な指針

である「歴史文化基本構想」の地方自治体による策定を支援する。」「また、地域の歴史的

魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統をストーリーで表現する日本遺産について２０２０

年までに１００件程度認定する。」「さらに、ストーリーを語る上で不可欠な、魅力ある有

形・無形の文化財群を、地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信

するとともに、日本遺産のブランド化を推進することにより地域活性化を図る。」とした。

これらは、これまで歴史文化基本構想や日本遺産が先導的に拡充してきた文化財の概念転換

（「指定文化財」から「指定・未指定文化財」へ）を一般化する動きとして注目できる。 

そして、２０１６年４月に文化庁が取りまとめた「文化財活用・理解促進戦略プログラム２

０２０」において、「文化財は専門家のためだけのものではなく、一般の人や外国人観光客

に『見られて感動し,その価値を知ってもらって初めて真価を発揮するもの』であるという意

識改革を現場へ浸透させることが重要である」として、「宿泊施設やユニークベニュー利用

に適した文化財等をリストアップし、観光庁と連携して PRする。」「国宝・重要文化財を会

議レセプション等のユニークベニューとして積極的に活用するための設備・施設等を整備す

る。」「文化財をユニークベニューとして活用した文化イベントを積極的に実施する。」な

ど、文化財の「新たな用途への活用等」の方針を打ち出している。 
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② 歴史的資源を活用した観光まちづくり 

平成２８年（２０１６年）９月に、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議に「歴史的資

源を活用した観光まちづくりタスクフォース」（議長：菅内閣官房長官）が設置され、「農

山漁村を含めた地方に広く存在する古民家等を活用した魅力ある観光まちづくりを推進する

方策等の検討」が始まった。翌２９年５月には「とりまとめ」が行われ、「人材、自治体連

携・情報発信、金融・公的支援、規制・制度改革の４課題について支援策」を講じること

で、「２０２０年までに全国２００地域での取り組みを目指す」こととなった。 

この議論と並行して、平成２９年１月には、内閣官房に「歴史的資源を活用した観光まちづ

くり連携推進室」と民間委員からなる同専門家会議が設置され、「民間を中心とした地域の

観光まちづくりの取組を、異業種からなるワンセットの専門家チームが、継続的に伴走し、

地域毎にオーダーメイドで支援」することが始まっている。また、古民家等の再生活用に資

するよう、建築基準法、旅館業法等の見直しも進められている。 

これを契機として、いずれも平成２９年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本

方針２０１７」「未来投資戦略２０１７」「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１７」

に、「古民家等を活用したまちづくり」「文化財単体ではなく地域の文化財を一体とした面

的整備」「地域の古民家等の歴史的資源を上質な宿泊施設等に改修し、観光まちづくりの核
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として面的に再生・活用する取組を、 重要伝統的建造物群保存地区や農山村地域を中心に２

０２０年までに全国２００地域で展開」と記載されるなど、「古民家等」の言葉が政府方針

のかなかで使われるようになった。 
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③ 文化財保護法の改正 

平成２９年（２０１７年）５月１９日、文化審議会に文部科学大臣から「これからの文化財

の保存と活用の在り方について」が諮問された。諮問理由には、「多様な文化財」が存在す

る「地域文化の厚みが日本社会全体の豊かさの基盤を成して」いるが、「政治、経済のグロ

ーバリゼーションの進展や過疎化や少子高齢化の進展等による地域社会の衰退」により、文

化財の「継承の基盤となるコミュニティ自体が脆弱化」し、「地域の文化多様性の維持・発

展が脅かされつつある」との認識が示されている。 

一方で、「文化財を保存し活用することは、」「個性あふれる地域づくりの礎ともなること

から、」「観光振興等を通じて地方創生や地域経済の活性化にも貢献することが期待され

て」いるため、特に、「指定された文化財の保存と活用をより計画的に進めるための取組」

「指定された文化財とその周辺地域の多様な文化財や取り巻く環境も一体的に捉えた施策の

一層の推進」「文化財を適切に保存管理しながら活用を図る専門的人材等の育成」などの

「具体的施策や制度改正について」検討が必要であるとしている。 

同日、文化審議会文化財分科会に企画調査会が設置され、６月から審議が開始された。同年

１１月までの半年間で計１４回の企画調査会が開催され、同年１２月１８日に、文化審議会

において第一次答申が取りまとめられた。この答申に基づき、平成３０年の通常国会で改正

法案が成立し、平成３１年４月１日から施行されることになった。 

文化財保護法の改正により、これまで「指定文化財」を意味していた「文化財」の概念が、

いよいよ「指定・未指定の文化財」を意味する概念に移行することになる。「文化財建造

物」と「古民家等」は同義語となったのである。 

そして、市町村が「文化財保存活用地域計画」を策定して、その中に古民家等の未指定文化

財をリスト化すると、それら全てを登録文化財として登録申請できることとなっている。登

録文化財を現状変更する際には届出が義務付けられるため、突発的な解体等を避けることが

できる。また、これに合わせて市町村が文化財保護条例を改正して、登録文化財を建築基準

法の適用除外とすることができる。さらには、市町村が指定した「文化財保存活用支援団

体」が、市町村とともに、文化財の保存・活用等の取り組みを担う仕組みが構築されること

になっている。 
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２）歴史的資源を活用した観光まちづくりの基本的な考え方 

① コミュニティをベースとした面的な開発 

歴史的資源を活用した観光まちづくりの「とりまとめ」や文化財保護法改正案にも見られる

ように、古民家等（＝文化財建造物）の活用に際しては、個々の建築物の活用に留まらず、

当該建築物の位置する一定のエリアについて、面的な開発を考えることが重要である。その

建築物は、歴史的にも文化的にも、その「地域コミュニティ」の環境や社会に依存し、とも

に存在してきたからである。 

換言すると、一個の有機体である地域コミュニティや町並みから、指定文化財であるひとつ

の建築物だけを取り出して取り扱うことには限界がある、ということになる。例えば、社寺

や住宅を指定文化財として立派に保存しながら、その地域や町並みが衰退して、そこに生活

や生業の息吹が失われるのであれば、その指定文化財の維持も適わなくなるし、そもそも文

化財指定の意味を失うことになる。 

他方で、地域再生や町並み再生には、現在は未指定の文化財である歴史的建築物の活用が有

効であると考えられる。ひとつの指定文化財の周辺には、その数百倍の未指定の文化財（歴

史的建築物）があって、その多くが空き家となっている実態がある。 

それらは、文化財的な価値は低位であっても、逆にそのことにより自由度の高い改修が可能

であり、多様な用途への再生活用によって地域や町並みに移住者や事業者を呼び込み、新し

い生業や雇用を生み出すことができる。そして、指定文化財の保存工事に比べると、改修費

も驚くほど安価である。つまり、一定のエリア（集落、小学校区等のコミュニティ圏域）に

おいて、古民家等を「群」で活用して、エリア開発を行うことが肝要である。 

まず、既存資料や現地調査により、その土地の歴史文化資産について調査し、整理する。特

に、空き家となった古民家等はエリア開発にとって重要であるため、地区でのヒアリング調

査、建物外観調査等を実施し、その建物概要や分布を把握する。そのうえで、活用可能な物

件の所有権または利用権を取得して、カフェ、レストラン、工房、ギャラリー、シェアハウ

ス、住宅、サテライトオフィスなどを順次整備していく。 

従来の「開発」行為とは、既成市街地において土地を集約し、あるいは一団の土地を新しく

造成し、新しい施設を建築するものであった。これに対して、ここでいう「エリア開発」と

は、古民家等を現在の場所でそのまま活用する「分散型の開発」であると言える。 
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② 空き家活用と地域再生 

空き家となった古民家等を再生活用した施設が一定程度集積することは、一定の移住が実現

していることを意味する。そして、それらの施設の一体的な運営が実現すると、その地区が

分散型のホテルとしての機能を持つことになる。各施設が連携したブライダルやコンベンシ

ョンの開催も可能である。町並みを活用した音楽祭、アートフェスティバル、マルシェ等の

事業もより豊かなものになる。都市的機能の充実は、地域住民の生活も豊かにする。賑わい

の創出と商業の活性化につながることになる。実は、ヨーロッパの旧市街の多くがそのよう

にして再生したことが知られている。 

このように、古民家等を活用したエリア開発は、空き家問題の解決を図りながら、観光振興

（１日〜数日の滞在）と移住定住（一生の滞在）を同時に実現する新しい地域開発手法とな

る可能性を持っている。 

エリア開発の枠組み 

建物 用途 事業者 分野 

文化財 
（古民家等） 

カフェ、レストラン 
シェフ、パティシエ、バ
リスタなど 

食文化産業 

工房、ギャラリー 
工芸作家（陶芸、布、和
紙、ガラス、彫金…） 

クラフト産業 

宿泊施設 ホテル事業者 観光産業 

サテライト・オフィス IT 技術者、デザイナー 地域 ICT 産業 

（上のほか住宅等） 
大工、左官、家具、茅葺
職人など 

修復産業 

 ↓ 
空き家の活用 

↓ 
若者の地方回帰 

↓ 
雇用と産業の創造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア開発の概念図 

宿泊	

レストラン	

カフェ	

マルシェ	

就農シェア	
ハウス	

住宅	

アーティスト	
イン レジデンス	

製材所	

工房	

雑貨	

食文化産業	

クラフト産業	

修復産業	

観光産業	
サテライト	
オフィス	

コミュニティ	
（集落、小学校区…）	

シェフ	

バリスタ	
パティシエ	

野菜王子	
漁師・猟師	 管理人	

マネジャー	

雑貨商	

工芸職人	 フォレスター	

観光	

アーティスト	

プログラマー	
デザイナー	

移住者	

移住	

　　　　 空き家	
　雇用　　　　 ＵＩターン	

工務店	

まちづくり	
ビークル	

...	

...	 指定文化財	



 10 

③ 開発コンセプトの設定 

上に述べた「明日の日本を支える観光ビジョン」などの政府の動向を見ると、歴史文化が地

域の持続性に貢献する時代が到来しつつあると受け止めることができる。歴史文化のオリジ

ナリティを説明できることが地域の魅力となり、経済的価値も生むことになる。つまり、他

の地域と差別化される資産とは、その土地の歴史文化であることから、開発計画の策定に際

しては、まず、地区住民が地区の歴史文化を掘り起こし、地区の現状を理解し、そのうえで

地区の未来像や夢を描くことが重要である。 

まず、地区住民によるワークショップを開催するなど、当該地区がどのような未来を描きた

いのかを明確にする。このとき、地区の歴史文化に根ざして、現在を見つめ直し、新しい視

点や技術を付加し、未来に新しい描線を引くことを基本的な姿勢となる。その地区を、（例

えば１００年後に）どのようなステージに導きたいかを見つけ出し、共有することが望まれ

る。一般に、地区の文化財が持っている歴史性・文化性が、地区の開発コンセプトを方向づ

けることになる。 

そして、抽出した開発コンセプトに沿って、どのような観光客（顧客ターゲット）や移住

者・事業者（プレイヤー）に来訪してほしいのかを明確にしたうえで、地区の空き家群を活

用して、宿泊施設、店舗、住宅などを順次整備していく。 

開発コンセプトに沿って設定する顧客ターゲット（例） 

  

顧客ターゲット	

滞在型施
設の使わ
れ方	

・２〜１０泊	
・集落ホテル	
・カフェ、飲食店	
・お土産店	
・日本の文化体験	
・里山アクティビティ	

・日帰り〜１泊	
・集落ホテル	
・カフェ、飲食店	
・お土産店	
・アクティビティ	

・オフィス（長期滞在）	
・合宿（短期滞在）	
・移住（シェアハウス等）	
・カフェ、レストラン	
・クラフト工房、アート工
房	
	

・居住	
・オフィス	
・直販所	
・カフェ、レストラン	

休日/	
平日	

平日〜休日	 休日中心	 平日〜休日	 平日〜休日	

外国人（欧米等）旅行者	 クリエイティブワーカー	 地元住民	

関西圏や周辺地域か
らの観光客。若者から
老年層までの夫婦や
グループ。	

東京、京都の観光は
卒業して、日本の歴史
文化に深く触れたいと
考えている。	

ITやデザインなどのク
リエイティブワーカー。
豊かな自然環境の中
で仕事をしたいと考え
ている。	

地域に居住されてい
る方々。故郷の豊か
な暮らしに誇りを持っ
ている。	

国内（関西圏）観光客	
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④ ビークルの設計 

このようなエリア開発において最も重要となるのは、その地区に愛着を持ち、コンセプトに

沿ったエリア開発の実現に強い意思を有する「ビークル」の存在となる。ビークルは、株式

会社、NPO法人、一般社団法人等の民間法人であり、地区の不動産の保有管理とエリアマネジ

メントを担う開発事業者（中間事業者）の役割を果たすものである。 

エリア開発のエリア（地区）とは、集落や小学校区といったコミュニティ単位の規模が一般

的となる。こうした小規模エリアにおいて、迅速かつ機動的、持続的に分散型の開発を展開

することを考えても、ビークルは民間事業者である必要がある。 

民間事業者であれば、特定の地区に密着し、地区の状況を把握してきめ細かに対応しなが

ら、持続的に地区に関わることができるが、行政の場合は、特定の地区にだけ関わることが

問題視されること、熱意のある担当者がいても人事異動があって数年間しか活動が継続しな

いこと、現行の予算制度、議会制度のもとでは緊急的な土地取得等への対応が難しいことな

どが、その理由として挙げられる。 

ただし、熱意のある行政職員のビークルへの参画の道が閉ざされている訳ではない。行政職

員がビークルに参画することが想定される場合は、NPO法人や非営利型一般社団法人を組織す

ることで対応が可能である。さらに積極的に、行政からビークルに人材派遣をする方法も考

えられる。 

また、地域のステークホルダーが集結した地域協議会等は、情報共有やコンセプト形成の場

にはなっても、意思決定の主体（事業体）にはならないので、一般にビークルとして適当で

はない。ビークルは、まちづくり NPO、民間事業者、公務員、地域おこし協力隊等から広く人

材を募り、ビジョンとミッションとリスクを共有できる者で構成することになる。 

迅速に意思決定し、機動的に活動するビークルは、(1)地域（＝コミュニティ）の有志たち

が、(2)乗り合わせるビークル（株式会社、NPO法人、一般社団法人等）を作って、(3)地域に

認知されながら、(4)自分たちの責任で事業を展開する、ことが要件となる。なお、このビー

クルには、(5)外部者が乗り合わせているほうがよい、ことが一般に知られている。地区に新

しい価値をもたらし、新しい風を吹かせるのは、常に外部者だからである。 

ビークルの守備範囲は、一般に、集落、小学校区などのコミュニティ圏域であると述べた

が、旧町域、市域、さらに広域など、そのビークルが持つミッションや役割に沿って自由に

設計が可能である。また、小さな圏域を担うビークルと広域ビークルの連携といった組織設

計も可能である。 
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⑤ 移住者（プレイヤー）のマッチング 

古民家等を再生・活用した物件は、ひとつひとつが手作りの唯一無二の空間となり、長い時

間が造り出した趣や風合いを湛えた空間となる。このような空間を選んで出店する事業者

は、やはり「手作り」「風合い」を大切にするクリエイターであることが多い。オーガニッ

ク食材のカフェやレストラン、伝統工芸やアートの工房、ユニークなホテル（ゲストハウス

やラグジュアリーホテル）、IT企業やデザイン事務所のサテライトオフィスなどである。 

つまりは、クリエイティブな人材（しっかりとした技術とプロの魂を持った現在の職人た

ち）が地域に入り込んでくる。このような人材によって、地域の気候風土に適した「建築文

化」である古民家等とともに、地域の気候風土に根ざした「食文化」「生活文化」が一体的

に再生される事例が全国で散見されるようになった。 

そこに小さな雇用が生まれ、内発型の小さな産業（食文化産業、クラフト産業、観光産業）

が生まれている。そして、地域の工務店、左官、屋根、畳、建具、設備などの仕事が生ま

れ、修復産業が育っていく。開発コンセプトに沿って、どのようなプレイヤーを獲得したい

かを明確にし、情報発信することが重要である。 

開発コンセプトに沿って誘致するプレイヤー（例） 

 

誘致プレイヤーのライフワーク	

伝統工芸	

伝統の技と魂を継承。
体験プログラムも。	

古民家の店	

観光客や地元客が集
うショップを経営。	

オーガニック食堂	

健やかな食を提供。	
ジビエ体験も	

アウトドア	
豊かな自然に暮らし、
生業としている。	

里山ツアー	
里山で暮らし、ガイドツ
アーを運営。	

古民家カフェ	

古民家に暮らし、カフェ
を営業。仕事利用も。	

農園	

野菜、果樹、ワインなど。	
体験プログラムも。	

古民家の宿	

空き家古民家を活用
して宿泊営業。	
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歴史的資源を活用した観光まちづくりに関する 

プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント

（Project Management） 
藤原岳史 

本講座における「プロジェクトマネジメント」とは、一般的なビジネスを主体としたもので

はなく「地域でのまちづくり」を前提として解説している。 

これらの背景には、都市部の不動産とは異なり、過疎化による空き家等の問題が多数ある地

域での取り組みが必要といえる。 

空き家の増加は、市場主義の中においては、収益性が悪く非生産性な立地・不動産であると

いう評価に至っているといっても過言ではない。人口減少や人口の都市集中などが原因とも

考えられるが、本講座では直接的にふれないものとし、地方空き家問題が多く見られる地域

でのマネジメント手法を講じるものとする。 

１考え方 

まず前提として、以下のような地域を対象とし、これらを課題解決する為に必要な考え方を

示す。 

① 空き家・空き地問題が課題になっている地域である。 

② 明治・大正時代以前に開かれていた地域である。 

③ 現代の価値観での観光資源が乏しい地域である。 

上記①の「空き家」について、大きく２種類に分類し、以下にあげる分類１（古民家）を活

用するマネジメントに絞って解説する。 

  分類１・・・古民家（戦前の建築物、または昭和２５年より前に建てられた物件） 

  分類２・・・その他民家（戦後の建築物、昭和２５年以降の建物） 

 

 

【空き家化が進む地域での問題点】 

1. バラバラ（歯抜け状）に分散しながら空き地化・空き家化していく。（図１参照） 

2. 空き家を解体すると、空き地化する。しかし、小規模面積なので商業開発が困難。活用

用途が無い為、荒地化。 

3. 持ち主の活用意識が低い場合は、更に難しくなる。 
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【古民家等の空き家群を活用するポイント】 

●土地を集約して「効率的」に開発するモデルは、地方の中心市街地や中山間地域では現実

的ではない。 

●町の成り立ちや歴史を踏まえ、町割を変えずに、土地、建物を、その位置で、そのまま活

用する。 

●分散型開発。 

●地域ニーズ、出店希望を見ながら順次開発。 

●町は、ゆっくりと、持続的に変わり続けていく。 

 

 

 

 

 

図１ 
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分散型開発と順次開発について 

前述の問題点と活用ポイントを踏まえ「分散型開発と順次開発」という考え方が重要であ

る。※それぞれを以下に解説。 

■分散型開発 

空き家（古民家）が、多孔質的（歯抜け状）に広がっていく状況を、地域の暮らし文化や

歴史期的資源を使ってストーリーとして繋げることにより、建物が分散していても一体的

に開発する手法が重要である。 

■順次開発 

以下の課題を解決する為に、第１期〜第●●期と開発フェーズを分けて行なっていくとい

う考え方をいう。 

・多数存在する空き家（古民家）を一気に全て開発する事は困難。 

・空き家予備軍も含め、今後空き家も増えていく。 

 

分散型開発におけるエリアマネジメント 

分散型開発を計画していく中で最も重要なのがエリアマネジメント（エリアデザイン）とな

る。本講座でのエリアマネジメントにおいては、その町の成り立ちや歴史を踏まえ、町割を

変えずに、土地、建物を、その位置で、そのまま活用する事をいう。 

活用方法や用途（用途変換）をデザインする事がマネジメントを行う上で重要な要素とな

る。 

古民家等の活用方法と用途、それに伴った事業者や効果・メリットにおいては以下を参考く

ださい。 

 

 

 

 

 

• 古民家等の歴史的建築物と地域の食文化、生活文化を一体的に再生。 

• 文化財や町並みを活用した音楽祭、アートフェス、マルシェのほか、ブライダルやコンベン

ション等の事業を展開。 

人口減少、少子高齢化が進行する歴史地区（城下町、宿場町、集落等）を、 

地域の空き家と歴史文化を活かして再生する。 
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その他の要素 

本講座ではプロジェクトマネジメントを中心に行なっている為、本編では直接的に触れては

いないが、上記の分散型開発におけるエリアマネジメント（デザイン）時に必要な要素を以

下に記載しておく。 

■エリアはどの範囲で取り組むのが最適か？ 

→ コミュニティの最小単位で取り組むとよい。 

→  文化圏や生活圏の単位で考えてもよい。 

 

２プロジェクト体制 

 

２-１ 中間支援組織 

古民家を活用していく上では、大きく４つの壁が存在する。 

更には、民間（営利法人）の場合、特定の営利が絡む場合においては進めることが難しい。 

また、一民間組織や単体の地方自治体だけでは解決する事が困難なケースもある。 

そこで、これら多岐にわたる社会的な課題を解決するための組織として、中間支援組織（公

益法人、非営利法人）などを立ち上げる。 
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２-２ 事業スキーム 

国内における古民家活用の事業スキームは様々存在するが、地方自治体や地域 NPO等で進め

ている事業スキームでは事業性が欠けることが多く、結果的に古民家を持続的に活用してい

けるような仕組みになっていない事が課題となっている。 

その大きな理由の一つに以下のようなスキームになっている事が障壁となっている。 

 

 

 

上記「従来型の古民家活用スキーム」について 

1. 空き家バンクなどを作り、物件を紹介・仲介するまでになっている。 

2. 空き家の用途を何にするかは、基本的に借り主しだいになっている。 

3. 改修に必要な資金リスクや運営リスクは全て借り主負担となっている。 

 

従来型スキームにおけるデメリット 

1. 一つ一つが単体の案件でしかない為、面的なエリアマネジメント（デザイン）や地域の声

を反映した計画にならない。案件にはなるが、事業にはならず地域経済効果をあげるまで

には至らない。 

2. 空き家バンクの課題として、数年運用すると条件の良い物件のみが成約に至り、条件の悪

い物件だけがデータベースに残ってしまう。結果、サービス運用が停滞してしまう。 

3. リスクの大半が借主側となっている。 

・リスク分散できていない。 

・資金の少ない若手にはリスクが大きすぎる 

・リスクが大きくなればなるほど、売上額や利益主義に走るしか無くなる。 

※本講座では割愛しているが、もちろんメリットもある。 
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あるべき事業スキームについて 

前述「古民家等の空き家群を活用するポイント」でも触れたように、分散型開発を進めるあ

たり以下のような事業スキームが望ましい。 

1. それぞれの持主から賃貸・買取にて物件を集約。 

2. 物件単体ではなく、面（エリア）で再計画・エリアマネジメントする。 

3. 計画を元に、それぞれ異なる事業者をリーシング（誘致）。 

 

 

上記、事業スキームにおけるメリット 

1. リスク分散する事で、双方にとって有益になる。 

2. 面的なエリアマネジメントが可能になり、地域デザインが行いやすい。 

3. 単体の案件ではなく、複数の案件をとりまとめる事により事業性が増す。 

 

NOTE 社による事例 

全ての間に立ってマネジメントを行う事で、それぞれの立場の間に存在していた課題を包括

的に解決する事ができる。結果、事業を前に進めていく事ができる。 

1. 課題やリスクに向き合う。 

2. できない事を理由にしない。 

3. 事例がない事を恐れない。 
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マネジメントにおけるタスクとスケジュール 

古民家の開発に関するタスクとスケジュール。 
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２-３ ビークルについて 

※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。 

 

プロジェクトマネジメントを行う上で最も重要なのがビークルの設計となる。 

ビークルの形は多様で様々あるが、基本的な形としては以下のようになる。 
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２-４ SPCの組成 

SPC とは＝特別目的会社（special purpose company）の略 

一般的には、企業が資金を調達する目的などで設立する会社。一般投資家から資金を募り、

不動産を所有して信託銀行などに運用を委託し、賃貸収入や売却益を得て、投資家に配当す

る形態などがある。不動産を証券化するなどの資金流動化を目的とした特定目的会社も特別

目的会社の一つ。 

２−３で上げたビークル設計について、具体的にどういった形で組織（法人）を作るかといっ

た場合に、SPCといった概念で構築する事も可能である。 

以下は某自治体での取り組みの事例 

中心に位置している SPCが各所関連企業や団体の間にたって事業主体となっている事が見て

取れる。この SPC には正規社員は最小限または不在である事もあり、関連する協力者が契約

を通じて事業を運営している事が多い。 

必要に応じて、SPC の枠を超えて事業会社として構築しても構わない。この場合、金融機関や

キャピタルデザインの専門家と交えて設計される事をお勧めしたい。 
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篠山城下町ホテル NIPPONIA（１期開発）時における SPC 例 
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歴史的資源を活用した観光まちづくりに関係する 

歴史的建築物の改修基礎 
 

才本謙二 

1. 考え方 

ここで取り扱う建築物は、築 50年以上経過したのを対象とする。また本稿で対象となる歴史

的建築物は、文化財の指定登録の有無を問わず、むしろ文化財の指定登録されていない歴史

的建築物について取り扱うものとする。そのうち名もない古民家は、全国に約 147万戸、修

理再生可能なものが約 30万戸あると言われており、今回はその 30万戸の古民家が対象とな

る。 

・プレイヤー 

空き家となった歴史的建築物も含め活用のためには、地域の文化や建築様式に造詣が深く的

確に修復できる建築技術者（ヘリテージマネージャーなど）と、事業費の調達や周辺コミュ

ニティを調整する中間事業者（エリアマネージャー）がビークルの手助けをする。さらにビ

ークル、建築技術者、エリアマネージャーを地元と繋ぐ自治会役員や NPO法人などと共に地

域活性に努める行政職員も欠かせない存在である。 

建築に関していえば、意匠・構造・設備設計者の他に、用途変更等の建築確認申請・消防

法・旅館業法などの関連申請が伴うので、法規に精通し所管庁との交渉能力を持つ設計者が

いれば心強い。また施工も伝統工法に精通し柔軟で、古材や端材を使い様々な工夫ができる

人材が欲しい。若い職人であれば尚良い。 

・物件の見定め 

依頼があった地域に入りめぼしい空き家を踏査する。1棟のみを活用するのではなく、エリア

で検討することになる。ピックアップした空き家（歴史的建築物）を、まちのバランスを見

ながら必要な用途をあてがい、全体計画を策定後開発していくことになる。 

開発実施は、歴史的建築物に関わる人々の意識や熱意から判断している。特に事業者がソー

シャルに活用したいという想いが強い歴史的建築物から再生している。また逆に、候補物件

でなくても地域として景観的に重要な歴史的建築物はこちらから働き掛け、所有者等を説得

し保存活用に持っていく。さらに実行速度に差が出るので、地域に前述のプレイヤーがいる

か、プレイヤーが育つ環境にあるかも重要な選択要素となる。ただ歴史的建築物なら何にで

も手を出す訳にはいかないが、腐朽度合いはあまり判断材料としていない。 
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       一部崩落した旧郵便局         改修後はリラクゼーションと物販店舗 

・事業性 

我々のプロジェクトは、歴史的建築物を凍結保存するつもりはない。多額の資金を投入し、

綺麗に復原できても収益性のないものは、将来お荷物になるのは見えている。指定文化財で

折角修理したのに、管理もされず朽ち果てている物件は数知れず存在する。保存は活用なく

して考えられない。取得費用と活用のための修復費用に対し、借り入れや公的支援金など加

味して収支計画を立てる。そこから割り出された範囲内で修復を行うのであるから、予算は

大変厳しく追加は出ないので、限られた予算の中でやりくりを行う。着工手前にどこまでバ

ッファーをみるか、見過ぎると予算超過で事業そのものが頓挫する。 

・改修方法 

歴史的建築物の改修方法に正解や間違いはなく様々な手法で行われてよいと考えられる。地

域や当該地の建築様式を重視すると定量化し難く、デザインコードやガイドラインを整える

ことに意味がないが、ここで示す改修方法は一例であって万事ではないものの、我々の手法

は、文化財保護やコスト削減につながる改修となっているので、参考にして頂きたい。 

改修の大まかな流れは、以下のとおりである。改修は事業計画をまとめ事業主体にプレゼン

テーションし、承認されてはじめて事業化に向けて動き出す。多くの場合事業者は外部にい

て、事業参入可能か打診を行い、参入同意後、プロジェクトは多くの専門家（オペレーショ

ン・ファイナンス・建築・デザイナー・営業 PR）が結集し組み立てる、どのパートが欠けて

も成立しない。 

工事が始まれば、オペレーション側のデザイナーと建築設計者、並びに施工者が協議し現場

は動くが、エリアマネージャーや事業者と定期的に協議を重ねる。また建物は古く計画通り

にいかないのは当然で、変更追加は必ず発生しその都度計画を修正し、現場と協議する。難

しいのは工事予算のコントロールで、手戻りがないようにタイミングを計りながら段取り良
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く施工する必要がある。この辺りは、設計者と施工者のあうんの呼吸で施工者の柔軟な対応

が求められるが、度々の変更に苦労する点である。また、オープン日が決まっていることか

ら、工事費に加え工期的にも厳しいため、しっかりと工程コスト管理ができる施工者が見つ

かるかが、この事業のポイントでもある。事業者もその辺りの苦労を理解し、寛大な対応を

している。 

 

2. 歴史的建築物の改修の手法 

・建築物 

ここで取り扱う建築物はいわゆる古民家で、古民家の定義は登録有形文化財の基準をベース

としている。登録有形文化財の基準では原則建設後 50年以上の経過が条件であるが、我々の

基準はもう少し古く、太平洋戦争以前の建物を対象としている。また与条件は、以下の 4点

のいずれかである。 

（1）国土の歴史的景観に寄与しているもの  

（2）造形の規範となっているもの または、稀なもの 

（3）再現することが容易でないもの 

（4）有名建築家・大工などによるもの 

いわゆる古民家は、3K+S（暗い・怖い・汚い+寒い）である。逆にこれがなければ、古民家で

ない。大きな欠点であり、魅力でもある。 

 

・工事 

「仕上げは引き算。構造は足し算」を基本としてい

る。どの建物も一様に長い年月の間で、垢の様に合板

やボードが覆われ、増改築がなされている。先ずはそ

れを引き算（取り除く）し、逆に大事な柱など抜かれ

たものは足し算する。工事着手は、粗方の解体が終わ

り、再調査を実施する。雨漏りの状況・建物の傾き・

設備状況、建具・造作について実測と写真撮影をし、

計画案の見直し、設備の配置とルート、具体的な位置

などを詳細に検討の結果、計画確定となる。その後ひたすら掃除し、露出する梁などは 5回以

上水拭きする。また立ち直しは必ず実施する。大工によるジャッキアップで高いところを基

準とし、通り毎に作業、許容誤差は 3分（1cm）程度としている。 

屋根については、望見できる下屋は古瓦（改良ルーフィング下地）で、大屋根の傷みがひど

い場合は新瓦で葺き替える。古瓦は 1枚 1枚穴をあけ釘止めとなる。 
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 床下はビニールシート敷のうえ、防湿コンクリートの

打設と土台・大引きの腐朽部材の取り換え、蟻害対策

を行う。基礎補強はケースバイケースでベタ基礎、布

基礎、礎石増し打ちなど使い分けている。 

左官壁の現状保存は必須。綿壁などは、撤去すれば往

時の壁仕上げが現れ上塗り不要となる。 

撤去材もむやみに捨ててはならない。板材は貴重で棚

やカウンターに家具、階段の踏み板にもなる。延べ石

や沓石なども必ず再利用できるので、解体時に保管し

て使えるところをイメージする。古建具も再使用でき

るので、現場で余った建具はストックしておき、他の

現場に転用する。建具の行き場が決まれば内法が入

り、現場は急に動き出す。 

また塗装も特別で、一般的に多く使われるウレタンや

アクリル、オイルペイントにオイルステインは、殆ど

使わない。柿渋や弁柄による彩色・染色となる。最近

は木の新材に土を塗るエージングも行う。 

修理は 

・最小限度 

・可逆性 

・区別性  

を常に意識し、完成時に「ありのまま」で手が加わっ

ていないように見せる工夫が必要である。オリジナル

を大事にして、修理部分は最小限度。最小限度にする

ことによって新しいところと、そうでないところのバ

ランスが良くなる。付加後補したものは、戻せるよう

にする（可逆性）。畳から板張など改変した場合は、

仕上げを変えたことがはっきりと伝わるように区別性

をもって、白木で仕上げる。いずれにしても、職人技

が随所に発揮されることになる。 

 

・コスト 

掛けている費用についてお話すると「ホント？」と一様に驚かれる。事業性を考えるとコス

トはかなり抑えていかねばならない。先ずは無駄を省き工事の順位付けを行って、今回の工

事で無理であれば、手戻りなく次回実施できるように計画することが大事である。コストの

概数は以下のとおりである。 
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坪単価 

・スケルトン改修（外部仕上げで腐朽している部分の取り換え、構造補強と内部部分補修、

新規間仕切り、建具調整、一部建具新設）で坪単価 300,000円程度である。 

・またホテルやレストランなどの収益物件では、設備のウエートが高く  

電気設備・・・受変電設備、消防設備、照明器具などで 坪単価 100,000円 

 機械設備・・・給排水引込、SP、AC、簡易な厨房機器設備込みで 坪単価 200,000円  

 外構と FFE（家具備品）もグレードでピンキリであるが、外構が 5,000円～10,000円/㎡ 

FFE（家具備品）が 1,000,000円～1,500,000円/部屋 となっている。 

 

工事費の安全率の見方 

始めてこの類の工事をする施工者は、開けてみないと分からない工事で、しかも知らない設

計者であれば心配で、多額の安全率を工事費に乗せることになる。一旦提示した工事費の追

加が認められない可能性があり、分からないものにはバッファーを見ることになる。また、

完成後のメンテナンス費用もあわせて計上するとどんどん加算されていく。そこで、施工者

が安心して見積もれる工夫が必要である。先ずは先例で仕上がり具合を見て、実績のある工

務店と設計者の話を聞き、仕上がりレベルを掴むとそんなに手間が掛からないことがわか

る。また追加変更による出来高清算の約束を行い、竣工後の瑕疵以外の手直しは有償で、瑕

疵期間は 2年として年経過後はすべて有償としているので、安心して通常価格で契約となる。 

ただ事業者からすると、見えないところの追加費用は必ず発生するので、途中で捻出するこ

とは難しく、当初いくらかバッファーを見ておくことになる。余裕があれば工事費の 10％、

最低でも 5％程度確保して欲しい。別予算計上が難しい場合は、外構費や FFEなどのグレード

を上げて、そこでバッファーを見ることをお勧めする。 

 

コストダウンの知恵 

コストダウンのためには様々な知恵が必要である。古材（木材、石、瓦、建具、家具、土）

は捨てずに再利用を念頭に確保しておく。片付けや解体に清掃を行う軽作業員の人選にも工

夫がいる。リタイヤした誠実な人が数人いると現場が締まるので確保したい。 

その他、予算超過を前提に部屋ごとに積算をしておくと部屋ごとにメリハリが付けられ、や

るやらないも含め大変調整しやすいので、参考にされたし。 

 

・法規制 

法の規制緩和については詳細に別の章で述べられているので、ここでは実際に苦労している

ことを示し、代替案も含め私見を述べたい。扱う物件は、ほぼ法以前のもので現行法に合わ

ないものばかりである。いわゆる既存不適格物件である。尺貫法で建てられたものをメート

ル法で計るようなもので、微妙にずれてくる。（物理的にもそうであるが） 

全ては建築基準法第 1条（目的）にあると思っている。「生命、健康及び財産の保護公共の

福祉増進に資する」すべてがこの目的に帰するはずで、法順守の方向で改修されるのであれ
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ば問題ないと考えるが、目的に関係なく些細な部分の議論に終始している。歴史的建築物の

多くは既存不適格物件で、既存不適格調書を作成し違法性の確認のために先ずは建物の年代

特定をしなければならず、大変な労力と時間を要している。違法性が認められた場合は、違

法な部分を改善してからでないと申請が受理されない。改善しようとすると事前に予算を確

保して改善工事しなくてはならず、現実工期や発注形態から実態に合っていない。希望とし

ては、既存不適格調書で違法な部分をすべて洗い出し、用途変更と共に改善計画を示し、同

時に工事して完成後合法的な状態になればよいのではないかと考えている。建物の年代特定

が大事ではなく、違法な状態を合法な状態に改善することに意味があるので、何とか見直し

をお願いしたい。この件は全国各地の建築士の願いである。 

ただ歴史的建築物の活用に向けた法規制緩和は着実に進んでいて、用途変更で申請が必要と

なる面積が 100㎡から 200㎡に引き上げられている。ただし申請が不要となるだけで、合法

措置は行う必要があるので注意頂きたい。また階段の勾配や市街化調整区域の開発条件の緩

和、法３条適合についても見直しが進んでいる。関連の旅館業法は抜本的に改正され、ホテ

ル・旅館のカテゴリーがなくなり付置義務のある設備も緩くなった。一層設備については、

設計者に委ねてしまえばよいと考える。 

多くの規制緩和が検討される中でも、依然として苦労は絶えない。建築基準法では、内装制

限や排煙設備、階段や廊下幅、敷地内通路など歴史的建築物において根本的に改善不能なも

のであり、例えば歴史的建築物で 300㎡以下のものに限り、特定施設水道連結型スプリンク

ラー設備の設置で上記項目が緩和されることを期待する。 

消防法においては、一棟貸や数室しかない古民家ホテルに

おいて、特定小規模施設用自動火災報知設備が認められて

いるのは歴史的建築物にとって有益であるが、共用部でな

く客室内にある廊下や、メゾネットの 2階に誘導灯や消火

器の設置指導には、今後協議が必要だと感じている。 

我々は単純に設計がし易いから法規制を求めている訳では

なく、法的には不要な耐震補強や特定施設水道連結型スプ

リンクラー設備の設置を行っている。「生命、健康及び財

産の保護公共の福祉増進に資する」ためには何が必要で何

をすべきか、建築を担当する我々の使命である。 
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3. 設計手順 

ここで示す改修方法は一例であって万事ではないものの、文化財保護やコスト削減につながる

改修工事の基本設計手順をお示しする。事業が成立するまでのプロセスをご確認頂きたい。                                                            

・現地調査 

現地の調査は、できれば

エリアマネージャーと建築

士のふたりで赴く。この時

点でまだ事業化されるかど

うかわからないので、原則

時間を掛けずに事業計画を

立案する資料として、迅速

に行う。 

先ず、調査物件が用紙に

納まるか建物の外周を一廻りし、大きさを見極めて描き始めることが大切である。内部に物

が多い場合や、柱割りなどが外部から判断できる場合は、大きさを見極めながら外部からス

ケッチしてもよい。外部調査と内部調査でどうしても辻褄が合わないところが出てくるの

で、怪しいところは再度詳細に調査しよう。1階が終われば、それを下敷きにトレーシングペ

ーパーを当てて、2階の間取りをとる。窓から屋根の状況が見られれば写真に収める。腐朽箇

所や設備の有無、および設備メーター位置、樹木のおおよその位置などを調べる。また、そ

の間エリアマネージャーは、所有者（または依頼者）から建物や創建当時の背景をヒヤリン

グする。所要時間は物件の大きさにもよるが、所有者の負担も考えて 1時間程度で切り上げ

る。 

・現況図作成 

野帳は持ち帰り翌日には整理し CAD入力してざっとした平面図ができれば、インターネット

を活用し、航空写真と作成した図面とを重ねて建物の振りを調整、おおよその敷地ラインを

描きこめば、事業計画用の現況図として完成である。 
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基本設計 

 

即座にミーティングを行って、現場に合った事業計画に落とし込む作業となる。ゾーニング

で用途と動線を整理して間取りを確定するが、通常のプランニングと違うのは、増改築部分

や改変部分そして腐朽が進んだ箇所に水回りを配置する。水回りは大きく改変することにな

り、歴史・意匠的価値を損なう可能性があるからである。 
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・概算工事費算出 

プランが完成すれば、概算見積を算出する。過去のデータから得た単価に、基本的な数量を

拾い計上する。当然建物のコンディションによって工事費は変わるので、項目ごとに係数掛

けして実態に合うように調整を行

う。気を付けないといけないのは、

上水で給水口径サイズや水圧、場合

によっては受水槽の設置が求めら

れ、開発負担金が要求される。下水

では公共下水道か浄化槽かによっ

て、工事費が大きく変動する。状況

を加味した概算が出て初めて事業

は、本気モードとなる。 

 

・プレゼンシート作成 

基本設計図面と概算を元に、プレゼンシート

をエリアマネージャーが作成し、事業者の承

諾を得て、事業開始となる。 

プレゼンシートは後々に、関わる者へのコン

セプトの共有やターゲットが示されることに

なり、実施設計や工事においても、ブレない

指針となる。 

 

 

                             プレゼンシート 

 

・実施設計 

電気設備、機械設備工事と内部改造が主たる

工事となるので、特に意匠図は伏図、展開

図、建具表が重要となる。展開図、建具表で

既存建具、ストック建具を利用する場合は、

写真を貼り付ける。どんなデザインの建具が

どこに使われるのかが一目で伝わる。さらに

左官壁などは、部分修理が多く何の材料でど

の範囲補修するかを、図示する。 

展開図 
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・監理 

開けてみないと分からない改修工事であり、

しかも重点監理では頻繁に現場へ行けないこ

とから、メール等により現場写真をリアルタ

イムにやり取りすることで、滞りなく的確に

現場へ指示ができる。 

また web会議などは、多くの人が一同に会し

意思疎通を図る上で大変有効である。歴史的

建築物を扱う現場は、最新のツールを使った

情報共有が行われている。 

以上のように、この仕事は現況で 1回、設計と監理段階で 2回、計 3回図面を描くことにな

り、変更追加が多く大変手間が掛かり、しっかりと整理しなければ、トラブルの元になるの

で、留意が必要である。 

 

4. まとめ 

10数年歴史的建築物の保存活用に関わり、その間 450物件の計画をした。ここではあまり触

れなかったが、これまでの実績でようやく資金調達が楽になってきた。数社のパトロンが出

資を申し入れ、政府系ファンドからの借り入れも行っている。クラウドファンディングに挑

戦し達成するなど、様々な状況下においても事業化できる手法を編み出してきた。また優秀

なプレイヤーがこの世界をリードし、市民も歴史的建築物の魅力と重要性に気付き、身近な

物件に関わろうとしているが、依然としてお荷物扱いされて、消え去ろうともしているもの

もあり、今はまさに過渡期であろう。この流れをブームで終わらせるわけにいかない。しっ

かりとしたものとして後世に引き継ぎたいものである。 

政府は 2020年の東京オリンピックまでに歴史的建築物を活用したまちづくりを全国 200地区

での展開を目指し、観光立国実現のために歩みだした。まちづくりのためには、至急主要な

プレイヤーの養成と全国各地に組織を立ち上げ、法以前の建物で現行法にそぐわない部分に

ついて、関連法令の代替措置を示しながら、規制緩和を要求し改正されている。今後も引き

続き、法順守と一定の性能を有する仕様をまとめ、普及のために整備する必要がある。やる

ことは膨大かつスピードが要求され、多くの皆様のご協力なしでは実現しない壮大な計画で

ある。 

これまで示した改修方法は一方法にすぎない。これを参考に各々でアレンジ工夫して頂けれ

ば有り難い。「貴重な古民家を何とかしたい」という思いから補助金をつぎ込んで、コミュ

ニティカフェにコンバージョンし運営したものの補助金が切れた途端、赤字続きで頓挫など

という事が各地で起きている。そこには綿密なる事業計画がなされないまま、実行された経

緯がある。そのためにも主たるプレイヤーが終結し、練り上げたプランをもとに事業化でき
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るか検討し、資金が足りないから補助金を入れるというのが本筋である。運営そのものが補

助金頼りでは話にならない。 

 計画は具体的な図面と事業費があって始動する。我々が示す計画案が事業推進のための第

一歩であるのは間違いない。事業性があって始めて歴史的建築物が活用され、後世に継承さ

れる。大事なものに新たな価値を与え、覚悟と戦略をもって実行あるのみである。 
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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① 

建築基準法 
金野幸雄 

建築基準法の技術基準の詳細は、専門家の講義に委ねることにして、ここでは、歴史的建築

物の活用に際してエリアマネジャー等が心得ておくべき建築基準法の基本事項について解説

する。 

なお、以下に記述することは、現在改善されつつあることに留意されたい。国土交通省にお

いて、古民家を建築基準法の適用除外とすることの制度設計とガイドライン作成が行われて

いる。また、伝統構法の構造設備基準についても検討が進められ、まだ一部であるが、建築

基準法の改正も行われている。 

 

構造設備基準 
昭和２５年に制定された建築基準法の法体系は、古民家（伝統工法）についての構造設備基

準を持ち合わせていない。 

昭和２５年以前に建築された古民家は「既存不適格建築物」と呼ばれ、これを改修してレス

トラン等の特殊建築物として活用しようとすると、現代建築の構造設備基準がそのまま古民

家に適用されるので、建物基礎の全面的な改造、排煙窓の設置など、構造や意匠について、

本来必要とは思えない改変を強いられることになる。 

このため、後述するように、その古民家が重要文化財の場合は「適用除外」として（建築基

準法第３条１項１号）、文化財建築の専門家（文化財建造物修理主任技術者など）に委ねる

ことになる。都道府県や市町村が指定した指定文化財の場合も「適用除外」とする道が開け

ている。 

一方で、「一般の古民家（未指定文化財）は不要なものである」とするのが、建築基準法の

日本社会のこれまでの価値観であった。一般に、大学の建築学科では木造建築については教

えないこと、都道府県庁の建築指導課には伝統工法について技術的知見を持つ担当者がいな

いこと、都道府県の建築審査会には伝統工法を理解できる学識経験者が選任されていないこ

とも、こうした価値観の現れであったと言える。 

こうして、我が国の建築基準法の法体系や審査体制は、文化財や古民家などの歴史的建築物

を排除し、常に「現代建築」を扱う体系に収まっている。 
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さて前述のとおり、古民家については技術基準がなく、既存不適格建築物である古民家をカ

フェ、レストラン、宿泊施設等の特殊建築物に用途変更する場合（主構造の過半を変更しな

い場合）、建築確認に際して構造安全性に関する審査がない。防火安全性に関する審査はあ

るが、その技術基準は現代建築を対象にして定められたものなので、排煙設備、換気設備、

避難経路などの基準において、古民家には馴染まない基準が多く含まれている。 

つまり、法令に不備がある中で事業を進めることが求められており、事業者は以下の基本姿

勢のとおり、節度と矜持を持って事業に取り組む必要がある。 

・ 古民家等の歴史的建築物を後世に継承すること、そのことを通じて、日本文化の再生、

内発型産業の創出、地方創生を実現すること。 

・ 法の抜け穴を探してすり抜ければよいとは考えない。単に規制が緩和されれば良いとは

考えない。 

・ 法令による義務付けの有無には関係なく、必要であれば、建物の構造安全性（耐震補強

など）、防火安全性（スプリンクラー設置など）を確保する。 

・ 宿泊施設においては、宿泊客との面談や緊急連絡体制の確保（旅館業法に規定）を当然

のこととして実施する。 

・ これらを踏まえたうえで、非合理な規制は廃止、見直しを求めていく。 

 

建築基準法の適用除外 
現在進められている建築基準法見直し作業のゴールは、特定行政庁や民間審査機関に伝統構

法に関する技術基準が備えられ、それに詳しい建築主事がいて、古民家等の歴史的建築物に

ついても、普通に建築確認申請をして、普通に審査され、活用するのが当たり前という世界

が実現することにある。 

ただし、技術体系の確立には相当の時間がかかることが想定されることから、建築基準法の

「適用除外」を受けるという選択肢を知っておくことが重要である。 

建築基準法第３条１項は、以下のとおり。 

第三条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当
する建築物については、適用しない。 

一 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定によつて国宝、重要文化財、
重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定さ
れ、又は仮指定された建築物 
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二 旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）の規定によつて重要
美術品等として認定された建築物 

三 文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更
の規制及び保存のための措置が講じられている建築物（次号において「保存建築物」と
いう。）であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの 

四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する
建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認め
たもの 

 

１号には、重要文化財等は適用除外であることが規定されている。この場合、建築基準法を

適用除外とするため、文化財の構造等に詳しい専門の技術者を充てて設計し、現状変更許可

について文化審議会の意見を聞くことで構造安全性等を担保している。 

３号には、「地方公共団体の文化財保護条例」または「その他の条例」に位置付けられたも

ので「特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの」は適用除外となることが規定さ

れている。 

 

篠山市を例にとると、篠山市文化財保護条例に基づき、市指定有形文化財に指定された建築

物は、特定行政庁（篠山市の場合は兵庫県）の指定を得て適用除外とすることができる。こ

の場合、篠山市文化財保護審査会において現状変更許可の手続きを実施するとともに、兵庫

県建築審査会において建築基準法に適合しない項目に対する代替措置の説明が求められる。 

H31.4
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「その他条例」による適用除外には、景観条例に基づいて認定した景観形成重要建造物等を

適用除外とするもの（兵庫県景観条例、神戸市景観条例など）、新しく条例を制定して適用

除外を実現するもの（京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例など）がある。 

平成２６年頃から全国各地で「その他条例」の整備が進められるようになったが、制度を創

設した自治体はまだ少数である。その普及を図るため、平成２９年２月、国土交通省が「歴

史的建築物の活用促進に向けた建築基準に関する連絡会議」を設置し、計６回の連絡会議で

の検討を経て、平成３０年３月に「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」を

策定している。 

また、平成３１年４月に施行される改正文化財保護法では、登録文化財の大幅な拡充と、こ

れを文化財保護条例に基づいて適用除外とする制度が実現する予定である。 
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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② 

旅館業法 
金野幸雄 

旅館業法は抜本的な法改正が実現し、平成３０年６月に改正法が施行されている。これによ

り、法体系や構造設備基準は極めてシンプルになり、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ている。ただし都道府県よっては、

条例や構造設備基準について改正法に沿った見直しが進捗していないケースも想定されるた

め、注意が必要である。 

ここでは、法改正の概要と分散型ホテルの計画にとって重要である「玄関帳場」の取り扱い

を中心に解説する。 

 

改正旅館業法の概要 
旅館業法の一部を改正する法律が、平成２９年１２月８日に成立し、同年１２月１５日に公

布、平成３０年６月１５日に施行された。 

旅館業には、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の３つのカテゴリーがあ

る。簡易宿所営業は「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備」を主とする施設であ

ると定められている。下宿営業は、「一月以上の期間を単位」として宿泊させるものと定め

られている。簡易宿所営業及び下宿営業以外のものは、旅館・ホテル営業となる（旅館業法

第２条）。 

法改正の前は「ホテル営業」と「旅館営業」は別のカテゴリーで、ホテル営業は「洋式の構

造及び設備」、旅館営業は「和式の構造及び設備」とされていたが、法改正によりこの区分

はなくなった。また、客室数の制限がなくなり（改正前は、ホテル営業は１０室以上、旅館

営業は５室以上と規定されていた）、一棟貸し等の小規模ホテルも営業許可が受けられるこ

とになった。 

簡易宿所営業は旅館・ホテル営業より「簡易に」許可が取れると受け止められていることも

多い。簡易宿所は見知らぬ他人が同室で就寝する宿泊形態であり、許可を取るためには、男

性用の風呂、女性用の風呂をそれぞれ設置する必要があり、脱衣所、トイレも同様である。

基準を緩く運用している自治体もあるが、国の要領を正確に読むとこのような指導となる。 
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つまり改正前の旅館業法は、一棟貸し等の小規模ホテルの営業を想定していなかったのであ

る。また、法改正の前は便器の数、洗面設備の数、客室の照度、採光面積等について細かい

規定があったが、これらは法改正により撤廃されている。 

 

 

玄関帳場の取り扱い 
小規模ホテルを群で運営する「分散型ホテル」を実現するためには、「玄関帳場の設置義務」

の緩和が必要だった。小規模ホテルの１棟ずつにマネージャーを配置することは固定経費が嵩

み、事業として成立しないからである。そして今回の法改正においてこれも実現している。 

まず、旅館業法施行令第１条１項２号において、 

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設

備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。 

と規定された。この「厚生労働省令で定める基準」として、旅館業法施行規則第４条の３に

おいて、 

１ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えてい

ること。 
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２ 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の

出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること  

と規定されている。そして、旅館業における衛生等管理要領「Ⅱ施設整備」「第１ 旅館・

ホテル営業の施設設備の基準」「８（玄関帳場又はフロント）」において、「次の全ての要

件を満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができている」場合は、「玄関帳場又はフロント

に代替する機能を有する設備を備えているものとして、玄関帳場又はフロントを設置しない

ことができること。」と規定している。 

１）事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されてい

ること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求

めに応じて、通常おおむね１０分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定して

いるものであること。 

２）営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確

認を常時鮮明な画像により実施すること。 

３）鍵の受渡しを適切に行うこと。 

 

  

l

l

l

l

l

l

H30.6.15

5



 8 

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③ 

文化財保護法 
金野幸雄 

平成３０年６月に文化財保護法が改正され、平成３１年４月に施行される。改正法案だけを

見ても今回の法改正の要点は見えにくい。ここでは法改正の意味とその背景にある価値観に

ついて解説する。 

 

法改正の背景 
平成２９年５月、文部科学大臣から文化審議会に対して諮問された「これからの文化財の保

存と活用の在り方について」には、諮問理由として、「多様な文化財」が存在する「地域文

化の厚みが日本社会全体の豊かさの基盤を成して」いるが、「政治、経済のグローバリゼー

ションの進展や過疎化や少子高齢化の進展等による地域社会の衰退」により、文化財の「継

承の基盤となるコミュニティ自体が脆弱化」し、「地域の文化多様性の維持・発展が脅かさ

れつつある」との認識が示されている。 

一方で「文化財を保存し活用することは、」「個性あふれる地域づくりの礎ともなることか

ら、」「観光振興等を通じて地方創生や地域経済の活性化にも貢献することが期待されて」

いるため、特に「指定された文化財の保存と活用をより計画的に進めるための取組」「指定

された文化財とその周辺地域の多様な文化財や取り巻く環境も一体的に捉えた施策の一層の

推進」「文化財を適切に保存管理しながら活用を図る専門的人材等の育成」などの「具体的

施策や制度改正について」検討が必要であるとしている。 

こうして文化審議会文化財分科会に企画調査会が設置され、６月から審議が開始された。同

年１１月までの半年間で計１４回の企画調査会が開催され、同年１２月に文化審議会におい

て第一次答申が取りまとめられた。今回の法改正はこの答申に基づくものである。 

 

文化財概念の転換 
「文化」が「ひとつの社会で共有されている行動様式や生活様式」だとすると、「文化財」

とは、「その文化活動の結果として生み出されたもの」ということになる。そして、その

「文化財」とは、「国などが選定したグレードの高いもの」と考えられてきた（指定文化



 9 

財）。これが今回の法改正で、「指定されていない古民家や工芸品なども含めたもの」とい

う概念に変わる（指定文化財＋未指定文化財）。 

また、「文化財」とは「保存するもの」と考えられてきた。今回の法改正でこれに「活用す

ることで保存するもの」という概念が加わる。つまり文化財を単に保存するのではなく、地

域の文化財群を一体的に活用する、文化財でまちづくりを、との趣旨である。 

これらの概念転換によって、文化財は国民にとって身近なものとなり、文化財が日常的に暮

らしのなかに存在することになる。これまでは、文化財とは高尚でどこか遠いところにある

存在であったが、暮らしのなかで活かされて、私たちの日常を豊かにする存在であるべきと

価値観が転換されたのである。 

市町村への権限移譲、市町村が主体となる地域計画制度の創設、教育委員会部局から市町村

長部局への事務移管が可能になること、文化財の保存活用を担う民間法人の位置付けなどの

法制度の改正内容は、そのような概念の転換、価値観の転換の「現れ」であり、ツールであ

ると理解すればよい。 

 

 

 

Ø →
Ø

Ø

Ø

3
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古民家等の取り扱い 
今回の法改正に基づき、市町村が「文化財保存活用地域計画」を策定し、地域で有用と思わ

れる古民家等をリスティングすることで、登録文化財制度を大幅に拡充することが可能とな

る。そして、登録文化財とすることで、現状変更の届出が義務付けられることになり、古民

家等の保全措置が図りやすくなるとともに、自治体が文化財保護条例を改正することで、建

築基準法を適用除外とする道も拓ける。 

また今回の法改正には、文化財の保存活用に取り組む法人（文化財保存活用支援団体）を市

町村が認定する仕組みも組み込まれているため、官民連携による文化財保存活用の進展も大

いに期待できる。 

 

(参考)文化財保存活用の基本的な考え方 
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歴史的資源を活用した観光まちづくりに関する金融 

古民家再生と金融 
大久保泰佑 

歴史的建築物（古民家）の活用における制約要因として、代表的な「建築」や「法制度」を挙げることは

論を俟たないが、それに相当して重要な要素として、資金調達の成否が挙げられる。 

古民家の活用・再生において、初期的な投資額は、少なくとも数千万円、場合によっては数億円にま

で至るため、自己資金での取り組みには自ずと限界があることから、外部からの資金調達に迫られる。 

今回は、資金調達の本質である「金融」について概説するとともに、金融調達についての基本的な枠

組みを提供するものである。 

 

1. 金融の意義 

金融の主な意義は、（１）資金の移転、及び（２）リスクの移転の２点が挙げられ、ここでは、それぞれ基

本的な考え方を述べることとしたい。 

(1) 資金の移転 

 一般論として、世の中には、そのときの自身の所得を超えて支出しようとする者と、逆に自身

の所得を下回る支出しか行わない者とがおり、前者は赤字主体といわれ、後者は黒字主体と

言われる。 

 「資金の移転」とは、黒字主体の「現在のお金」と、赤字主体の「将来時点でお金を提供する

という約束」を交換することを意味しており、平たく言えば、金融取引とは、「現在のお金」と

「将来のお金」を交換（融通）する取引を意味する。 

 この資金の移転機能によって、所要資金の全てを自ら所有せずとも、現時点で必要な取り組

みを前進させることが可能になると言える。 

 下記の図１は、資金の収支（黒字・赤字）を縦軸に、時間の経過を横軸にして整理したもので

ある（Year0 を現時点とする）。古民家再生を例にとれば、Year0 において、古民家の取得・改

装資金が生じるため、資金（キャッシュフロー（CF））の収支はマイナス（赤字）となるが、自己

資金にてその全てを賄えない場合でも、その不足分について、同額以上の資金のプラス（黒

字）が確保できれば、古民家再生を前進させうることを意味している。 
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  図１：金融調達のイメージ 

改めて指摘したいのは、金融における資金の移転とは、黒字主体の「現在のお金」と、赤字主体の「将

来時点でお金を提供するという約束」であり、赤字主体から黒字主体に対する将来時点でのお金の提

供が生じると思われてこそ、取引が成立するということである。 

(2) リスクの移転 

 事業を営むための実物的な投資を行う場合には、投資そのものにリスクが伴うことから、「将

来のお金」は、様々な要因の影響を受けて変動する可能性がある。古民家再生においても、

宿泊・飲食・物販をはじめとする収益事業を「将来のお金」として充てにする場合、当初の想

定通りに収益が生じない可能性があることがそれに当たる。 

 そのため、投資を行おうとする者が、先に述べた「資金の制約」要因のみならず、「リスク負担」

そのものを敬遠し、投資が行われないという可能性が生じうる。 

 金融におけるリスクの移転の意義とは、投資を行おうとする者と他者がリスクを分担することで、

投資実行が図られる蓋然性が高まるというものである。 

 また、リスクの移転の副次的な効果として、リスクを分担する他者（例：出資者、金融機関、ファ

ンドなど）が、そのリスク負担に沿って、償還蓋然性（将来のお金が生じる蓋然性）を見極める

必要に迫られる結果、事業の採算性を第三者的な目線で事前に検証されることが挙げられる。 

 下記の図２に倣えば、Year0 の投資額（赤字）と、将来的な収益（黒字）の均衡がどのようにな 

るのか、Year0 の段階で最大限の検討を行うものであり、リスクを分担する者が、収入が支出を

上回ると判断すれば資金は提供され、そうでなければ、Year0 において、資金の提供が得られ

ないことになる。 
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図２：将来のお金の検証 

 

2. 身近な金融（一例） 

金融について、畏まった話ばかりでは理解が進まないと思われるため、身近に溢れる金融について例

示することとしたい。 

(1) クレジットカード 

具体例  レストランでの支払代金が高額だったため、クレジットカードで支払った。 

現在のお金 決済（お店での支払代金を、カード会社から借金） 

将来のお金 翌月の支払い（又はボーナス払い） 

(2) 住宅ローン 

具体例  住宅購入資金が高額だったため、銀行から住宅ローンを借り入れ、住宅購入

資金の大部分を賄った。 

現在のお金 住宅購入資金 

将来のお金 30 年間にわたって、給料から長期間に亘って支払い 

(3) つけ払い 

具体例  馴染みのレストランに行ったが、財布を忘れたため、その支払いについてつけ

払いにした。 

現在のお金 決済（お店での支払代金を、お店から借金） 

将来のお金 次回、レストランに訪問した際に支払い 

ここで重要なのは、現在のお金と将来のお金が、なぜ交換（融通）できるのかという点であるが、共通

するキーワードは「信用」である。将来的なお金が生じるという信用をどの様に担保していくかが、金融

の本質的な要素なのである。 
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金融調達における古民家ならではの論点 

(1) 信用力の引当不足 

- 金融調達、特に地域における有力な資金調達方法である地域金融機関（地方銀

行、信用金庫、信用組合等）からの借り入れを行う場合、その金融機関は、通常、

対象企業の信用力を引当として借入の可否を検討することになる。 

- 一方、古民家再生事業に対するファイナンスの検討に際して、優良企業が一つの

事業として取り組む場合を除き、新設会社が中核事業として取り組むことも多く、信

用力の観点で、地域金融機関における貸出のハードルは高いことが多い。 

- 一般的に、銀行からの融資（負債）の利率は低く（金融機関の特性上、高いリスク

を引き受ける存在ではない）、それに対応して、相応の信用力の引当が求められる

からである。 

(2) 担保不足 

- 上記の地域金融機関からの借り入れの場合、信用力の引当不足に加え、担保不

足もファイナンス検討における制約事項となりえる。 

- 既述の通り、一般的に、地域金融機関を含む銀行からの融資は低金利であり、信

用力の引当に加え、リスクを最小化するために、担保提供が求めることが一般的。 

- しかし、古民家は、金融機関の内部ルール上、（底地を除き）建物自体に担保価

値を見出すことは難しいことが多く、担保カバーによるファイナンスの蓋然性向上

は望めないことが多くある。 

- 通常、建築から 20 年経過した建物についての評価は厳しく、古民家も建物として

は無価値とされていることが多い。また、「土地（底地）」に価値があっても、銀行の

ルール上、建物の除却費用を控除する必要があるなど、不利となる（つまり、更地

より全体の担保評価額が低くなってしまう）。 

 

これら信用力の引当不足に対しては、①金融調達手法の工夫、②リスクバッファの設定（地

域金融機関より深いリスクテイカー（出資者／寄付者）の募集）、③事業性検証の深化によ

り、引当不足を解消するアプローチを模索することになる。 
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3. 金融の枠組み 

今般概説では、「金融調達」と「資金調達」を分けて整理しており、寄附・補助金など、将来的な資金を

必ずしも必要としないものは金融調達の定義から除外している。つまり、資金調達について、金融調達

とその他（寄附・補助金等）に大別している。 

金融調達にあっては、「負債」と「出資（持分）」に区分される。具体的な区分については、下記の図４を

参照。 

 

図４：資金調達の区分 

 

(1) 負債 

将来時点でお金を提供するという約束につき、将来提供される金額が予め確定しているものをい

う。例えば、銀行借入、社債、経営者借入等が典型的な負債による資金調達方法である。 

(2) 出資（持分） 

将来時点でお金を提供するという約束につき、事業の業績等に応じて将来提供される金額が変

動するものをいう。例えば、普通株式出資が典型的な持分による資金調達方法である。 

金融調達における基本的な枠組みを以下の通り整理した。借入（DEBT）とキャッシュフロー（CF）から

算出される債務償還年数は、古民家事業に照らして設定したものであり、実際には、企業の信用力及

び事業内容により、異なってくることは予め述べておきたい。 
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金融機関の特性上、高いリスクを負担することは困難であり、見返り（金利）も高くないことから、資金提

供者の立場としての金融機関は、確度の高い債務償還を求める。その結果として、担保又は保証の徴

求、返済での優位性（先んじて、返済される仕組み）を求めてくることになる。 

金融機関からの借入のみで賄えない場合は、メザニンと総称される劣後ローン・優先株式や、出資に

て、不足資金を賄うことが必要になるが、資金提供者としてのリスクは高まることから、自ずと求めるリタ

ーンも高いという関係性に留意されたい。 

 

図５：資金調達の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

4. 金融の手法とスキーム 

古民家再生における金融調達手法においては、物件オーナー、地域、投資家及び金融機関等のス

テークホルダーの意向や、投資額及びスキームコスト等を踏まえ、多様な資金調達方法が存在する。

以下、３つの代表的な手法を例示するが、キーワードは、先に述べた「信用」である。 

(1) コーポレートファイナンス（企業金融）方式 

 

 その名の通り、「企業に対する金融」を意味しており、対象企業に対する信用力（リスク）を引

当とするファイナンス。つまり、世間一般的にイメージされる「企業と銀行」との取引関係である。

特定の「資産」を引当とする「アセットファイナンス」、特定の「事業」を引当とするプロジェクトフ

ァイナンスと区別される。企業（or 個人）が、「物件の保有（賃借後の改装を含む）」と「古民家

の運営」を両方行う形態。通常の事業者のイメージだが、事業者が新設会社の場合、資金調

達のハードルは高い。 

 検討方法 

当然、個別のケースによって異なるが、金融機関（負債）から調達を行う場合は、以下のバラ

ンスで、資金調達の可否を検討する。 

債務償還年数＝有利子負債（借入） ÷ キャッシュフロー 

金融機関は、債務償還年数が長ければ長いほど、資金提供のハー ドルが高まります（リスク

（不確実性）が高いことから）。 その他、担保／保証の状況を踏まえ、与信判断を行う。 

 留意点 

通常、金融機関は、「実績」のキャッシュフローを用いて、債務償還年数を算出し、貸し出し

できるのか、貸し出しできる場合に幾ら出せるのかを検討する。つまり、担保もない、決算実

績もないなかでのコーポレートファイナンスはハードルが高くなる。 
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(2) ストラクチャードファイナンス（仕組金融）方式 

 

 従来型のコーポレートファイナンスではなく、金融技術を活用した金融手法であり、ここでは、

アセットファイナンス及びプロジェクトファイナンスを総称してストラクチャードファイナンス（仕

組金融）と称する。資金の移転、リスクの移転・分担等を通じて、コーポレートファイナンスで

取り上げづらい取り組みについても進めることが可能になる。 

 事業の立ち上げ等の多様なリスクを回避するために、契約・金融技術を活用することによって、

リスクをコントロールする金融手法であるが、古民家再生事業では、「保有」主体と「運営」主

体を分けることにより、金融調達を円滑に行えることもある。 

 検討方法 

基本的には、コーポレートファイナンスと同様に、有利子負債とキャッシュフローのバランスを

すり合わせ、検討していく。キャッシュフローについては、蓋然性が高い将来計画があれば、

それをもとに、バランスの判断（つまり、債務償還年数の算出根拠となる CF として使えるとい

うこと）を行うことが可能。 

例えば、新設会社であったとしても、信用力が高いオペレーター（運営事業者）に古民家（物

件）をサブリースし、10 年間、固定賃料が確実に収入として計上されるような仕組みであれ

ば、蓋然性が高い将来計画と見做されうる。 

 留意する点 

但し、サブリースであっても事業性の精査は必要となる。信用力が高いオペレーターにサブリ

ースしたとしても、事業不採算で運営から撤退、もしくは倒産してしまったら、収入がなくなっ

てしまうことから、最低限、古民家再生事業の収益を見極める必要がある。 
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(3) 不動産現物方式 

 古民家再生事業者が自ら資金調達を行うのではなく、物件の（現又は新）オーナーが資金を

負担する手法。 

 古民家再生事業者は、（資金調達以外の）企画、古民家改修、事業者誘致を行いつつ、改

修後、新たなオーナーに引き渡す。事業運営開始後は、オーナーとテナントとの間に入りつ

つ、物件管理・収益分配等を行う。古民家再生事業者は、物件の一次取得及び改装を行っ

た上で、当該新オーナーに売却。古民家再生事業者は、新オーナーから賃借／業務受託し、

オペレーターへの再賃貸／再委託を通じ、事業を運営する。 

 検討方法 

古民家再生事業に強いシンパシーを持ち、且つ、黒字主体（資金を出してくれる個人・法人）

がいれば、外部からのコーポレートファイナンス又はストラクチャードファイナンスでの調達に

先立ち、不動産現物保有方式を検討して良いと考えられる。 

 留意する点 

不動産投資の一環で、新たなオーナーが底地＋建屋＋改修資金を出すパターンもあるが、

主要都市（東京・大阪・京都・福岡等）の様に底堅い需要が臨めるエリアが中心となることが

多い。 
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5. まとめ 

 古民家再生における金融においては、「担保不足」「信用力不足」という側面があるなかで、

事業内容の精度を高め、或いは枠組みを工夫することによって、金融調達の蓋然性が高まる

こととなる。 

 金融は、現在のお金と将来のお金の融通を約束するものであり、「信用」がキーワードとなる。

それを、事業の内容で担保するのか、枠組みで担保するのかが、コーポレートファイナンスか

ストラクチャードファイナンスかでの調達を決定する重要な要因となる。 

 事業の初期において、数千万規模の資金調達を検討する場合には、①ストラクチャードファ

イナンス方式からの資金調達を検討するか、②実現可能性の高い事業計画（将来のお金を

説明可能な形で説明）をもとに、コーポレートファイナンスから実績をつくっていくことが有力

な選択肢。 

 案件ごとの特性を踏まえ、テーラーメードで仕立てる必要があることから、手間はかかるもの

の、上記の手法により、補助金等に依拠しない、持続可能な仕組みとして構築できる可能性

を含んでいる。 
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歴史的資源を活用した観光まちづくりに関係するブランド戦略 

地域ブランディング 
岩野 翼 | 株式会社 AKIND 

ここでは、歴史的資源を活用した観光まちづくりに際して、エリアマネジャー等が心得てお

くことが必要なブランド戦略の基本事項について解説する。なお、以下に記述することは、

様々なブランド理論が存在する中、アカデミック及びビジネスに関する書籍を参考にした情

報に加え、株式会社 AKINDの実践経験によって構築された独自の理論をベースとした地域ブラ

ンドへの基本的な考え方を示している。 

 

 

ブランディングとは？ 
ブランディングは、マーケティングの研究者を中心に、1990 年代前後から注目され始め、研

究が進んできた分野である。そのため、マーケティングや経営理論と比較するとその歴史は

浅く、年々、ブランディングの適応範囲が変化・拡張していることから、現在も各国の専門

家による研究が進み、多様な理論が展開されている。ブランディングの位置付けは、それを

取り扱う人間の立場によって変わっていくと考えられる。以下が Wikipediaで掲載されている

ブランディングの定義であり、一般的なブランディングへの理解を示した表現例として捉え

ることができる。 

 

ブランディングとは（英：BRANDING）とは、ブランドに対する共感や信頼などを

通じて顧客にとっての価値を高めていく、企業と組織のマーケティング戦略の１つ。ブ

ランドとして、認知されていないものをブランドに育て上げる、あるいはブランド構成

要素を強化し、活性・維持管理していくこと。また、その手法。ここでいうブランドと

は高級消費財に限らず、その対象としては、商品やサービス、それらを供給する企業や

団体のほか、人物・建築物・史跡・地域・祭事など、あらゆるものが該当する。 
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上記には「企業と組織のマーケティング戦略の１つ」とブランディングを定義しているため、

比較的マーケティング視点や経営視点が強い定義となります。マーケティング専門家からは、

あくまでもマーケティングの中のブランド・コミュニケーションやブランド・エクイティと

いう位置付けで定義づけされることが多い。経営の専門家からは、組織のビジョン、ミッシ

ョン、コアバリューを基礎とした、経営戦略の上位概念と捉え、組織文化を醸成する基盤と

捉えることで、インターナル・ブランディングの重要性を指摘する書籍も数多く出版されて

いる。デザイン専門家は、より顧客とのタッチポイントに近い領域における、アイデンティ

ティやエクスペリエンスを中心に理論が展開される傾向にある。また、実際の現場では、話

題性を生み出し、広報効果や、宣伝効果を高めるプロモーションの一つと狭義な理解に留ま

ってしまうケースもよく見受けられる。そのため、ここでは、「ブランディング」とよく混

同して扱われてしまう「プロモーション」「マーケティング」「イノベーション」の位置付

けと役割を明確にした上で、より詳しいブランディングの説明に入ることとする。 

 

 

図①：ブランディングの位置付け（参照：岩野 翼 | 株式会社 AKIND） 

 

「図①」に示した通り、混同されやすい「プロモーション」「マーケティング」「ブランデ

ィング」「イノベーション」は、時系列上に位置付けることでその役割が整理できる。この

図から、より短期的な目的に対してはプロモーションが効果的であり、ブランディングは短

期的な効果を求めることは難しいことが読み取れる。一方で、マーケティングの専門家の中
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には、「プロモーション、ブランディング、イノベーションも全てマーケティング活動の一

部である」と捉えることもあるが、ここではあくまでもブランディングの位置付けを明確に

するため、４つの分野の役割を分かりやすく整理した考え方を踏襲する。 

最も短期的な効果が求められる「プロモーション」は、提供する商品・サービス・キャンペ

ーン・価格を、その特徴も含めて、市場の話題性に掛け合わせてターゲットに知ってもらう

コミュニケーションを実施し、販売促進を目指す。つまり、今ある商品やサービスの既存価

値を、その時の時勢に合わせて最大化するアプローチと定義できる（例：セール販促）。 

次に短中期的な効果が期待できる「マーケティング」は、市場やターゲットを絞り込み、顧

客が真に求める商品やサービスを編集し、顧客がその価値を効果的に実感できるように施策

の予算配分を適正化し、目標売上の達成を目指す。つまり、市場のニーズに合わせた「4P

（Price 価格・Place 販売場所・Product 製品・Promotion 販促）」の設計まで適応されるた

め、近年では、コミュニケーションの範疇を超え、商品開発やビジネスモデルの確立まで含

まれることもある。ただし、あくまでも過去のマーケットデータに基づく分析によって生ま

れるアプローチであるため、過去のデータだけでは読み取れない、新しく生まれる市場や変

化が激しい分野に対しては、マーケティング単体での対策では不十分となる。 

そこで注目されている手法が、より中期的〜長期的な「ブランディング」と「イノベーショ

ン」のアプローチである。最も長期的なアプローチである「イノベーション」は、未来にお

いて、競合を圧倒するための差別化戦略として、リスクを取りながら、モノ・仕組みなどに

対して全く新しい技術や考え方を取り入れて、新たな価値を生み出して社会的に大きな変化

を起こすことが目的となる。そのため、近年ではハードサイエンスである数字のみを基礎と

したアプローチだけでなく、歴史・哲学・芸術・人類学といった人文科学的なアプローチも

踏まえたイノベーション・プロセスが注目を集めている。 

最後に本テーマである「ブランディング」とは、中長期的な差別化戦略を通じて、独自価値

を高め、市場における強固なポジショニングを確立することで、より多くの顧客が、「多く」

の商品を、「長い」期間、「高い」価格で買ってくれる優位性を確保することが目的となる。

つまり、ビジネス上、誰もが達成したい理想のモデルを実現するための難易度の高いアプロ

ーチとなる。また、近年ではインターナル・ブランディングを通して、従業員を中心とした

ステークホルダーと組織の方針を共有し、働きがいを創造し、より持続的で収益力の高い組

織文化の醸成にも有効だと指摘する書籍も多数出版されている。ブランディングの有効性が

示される時代ではあるが、あくまでも中長期的なアプローチであるため、投資効果が見えづ

らく、組織のトップの強いリーダーシップがなくては実現できない分野であると言える。 

 

つまり、中長期的に関係者と指針を共有し、協働を通じて、対象となる商品やサービスの価

値を磨き、そしてブランド資産としてプラスになる施策（コミュニケーションなど）の実施
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を重ね、競合との差別化を実現する独自価値を生み出し、より持続可能な経営を支える組

織・仕組みを育てることが求められるケースにおいて、ブランディングは有効と言える。一

方で、短期的な売上増加や話題作りには、不適切な手法であることを深く理解することが重

要である。本稿では、端的に「ブランド ＝ 認知、信頼、保証、安心」と捉え、さらに「ブラ

ンド ＝ サービス・商品・組織・地域などとユーザーとの多様な接点と触れる機会を通じて、

消費者の頭・心・体に蓄積されていく価値観」と定義し、次からは地域活性化に有効な地域

ブランドのあり方を示す。 

 

 

地域ブランドとは？ 
本セミナーのテーマである「地域ブランド」は、近年注目されているテーマであり、その理

論も実践者や研究者によって、様々な見解が存在している。ここでは、地域ブランディング

への見解として、「なぜ、〇〇（特定地域）でないといけないのか？」という本質的な問い

かけに対して、ステークホルダーの誰もが明快な回答に帰結できる状態の実現こそが、成功

の基準であるという仮説を起点としている。 

日本全国の地域にて、デザイナーや専門家が地域ブランディングに取り組む事例が増えたこ

とで、デザイン性が高く魅力的なコンテンツやメッセージ、ビジュアルの構築が一般化され

てきたと同時に、どの地域でも当てはめられそうな内容や表現に陥っているケースも多く見

られる。地域にデザイン性が不足していた時代は、「おしゃれな」表現があるだけで差別化

になっていましたが、これだけ地域にデザインが溢れている時代においては、より本質的な

差別化や独自性が求められる時期に突入したと言える。 

つまり、先述の「なぜ、〇〇（特定地域）でないといけないのか？」という問いかけは、他

地域との差別化が実現し、さらに独自価値が確立している状態と言い換えることもできる。

まずは、そのような地域ブランディングが成功した際に、各ステークホルダーが得ることが

できるメリットの例を、以下「図②」に挙げてみた。 
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図②：地域ブランディングのメリット（参照：岩野 翼 | 株式会社 AKIND） 

 

はじめに、地域ブランディング活動の中心となる「自治体・地域住民・まちづくり会社」な

どは、地域ブランドの確立には「長期的なビジョンに基づく意識統一」が必須であることを

理解することが重要ある。裏返すと、地域としての中長期的な方針やビジョンがなければ、

地域ブランドの確立は難しいと言える。また、地域にありがちなメリハリのない施策の羅列

に対しても、ブランドとしての指針が明確になれば、「施策の優先順位づけの基準」が明確

になり、意思のある効果的な予算配分が可能となる。また、限定的なプロモーションではな

く、「シティズンシップ構築の土台」作りにつながる地域ブランドの構築プロセスという視

点を持つことで、より意義のあるブランド構築が可能となる。 

次にあくまでもブランディングは経済活動における役割が大きく期待されるため、地域内外

の事業者などとの連携が重要となる。地域ブランドの確立を通じて、関連する商品・サービ

ス・施設などを取り扱う地域内事業者は、企業単体でのコミュニケーションでは実現が難し

い、地域全体のコミュニケーションの実現により、認知の相乗効果というメリットを享受す

ることができる。また、地域の歴史・文化などに紐づく物語やビジュアルを強化することで、

他地域と差別化を実現する資産として活用することができます。最後に、地域ブランドを中

心とした商品開発・観光誘致など、地域内だけでなく、地域外の事業者との連携も促進する

ことが期待できる。 
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最後に地域ブランドの恩恵は、エンドユーザーである消費者や市場にも反映される。市場の

中で氾濫する商品やサービスに対して、地域ブランドの存在は購入時の判断基準になり、品

質保証や安心感を得ることができる。また、歴史や風土を連想させる地域ブランドのイメー

ジは好感度をもたらし、商品やサービスに対する付加価値となり、購入動機にもつながる。

利用後にも、話題や口コミの拡散を促す効果が高まり、二次的な情報発信やファン育成にも

つながる可能性を秘めている。 

 

それでは、地域ブランドの確立に必要な基本要素に対して、ここでは「地域名」「観光資源」

「特産品」「新奇性」「地域愛」の５つの要素に関して、より詳しく説明を進めたい（図③

を参照）。 

 

 

図③：地域ブランドを構成する基本要素（参照：岩野 翼 | 株式会社 AKIND） 

 

はじめに、「地域名」は地域ブランドで最も重要な要素となる。瀬戸内、四万十川、十勝な

どは全国的に知名度が高く、名前から風景やイメージが連想されやすい地域名は、自ずと強

固な戦略的資産になる。しかし、現実的に地域ブランドが求められている地域は知名度が低

い場合が多く、歴史的文化資産の活用を目的とした場合、現在の行政区分とは別の歴史的知
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名（例：播磨國など）を活用する場合も多く、地元民でもその認知が難しくなるケースも見

られる。 

「観光資源」は地域の景観を形成する風土に基づくものが多く、瀬戸内の直島、北陸飛騨の

宿場町、四万十川の景観など、地域のイメージを牽引する資産となる。一方で、地域名と観

光資源名の不一致により、相乗効果が生まれないケース（例：播磨における姫路城）や、有

名な観光資源により地域イメージに偏りが生じ、本来打ち出すべきイメージやメッセージと

のギャップが課題となる場合もある。 

地域ブランドで一般的に重要視されるのが「特産品」である。丹波黒豆、淡路の玉ねぎ、波

佐見焼などは全国的にも知名度や人気が高く、その味や品質にも定評があれば、地域への好

感度にも繋がる。一方で、特産品の冠になる地名が地域ブランドと合致しない場合は、その

効果が限定的となる（例：播磨における龍野の醤油）。地域ブランドにおける地産品に好ま

しい戦略は、地理的表示保護制度（GI）の取得となるが、そのハードルは高く、どの地域も

活用できる戦略ではない。一方で、国際的な食の機関である Slow Food International が提唱

する「Ark of Taste」は、地域の多様性を基本とした在来種の保護を目的とした国際認定であ

り、グローバルな観点による地域ブランド確立には有効な手段である。一方で、特産品は稀

少性がその価値を創出する戦略になっている場合が多く、生産量を増やし、経済の地域効果

を高めようとすることにブレーキがかかる可能性もある。 

また、近年注目される地域ブランドの一部には、歴史や文化に頼ることなく、新しいことへ

の挑戦によって差別化を実現するケースが見られ、「新奇性」も地域ブランドの資産として

挙げることができる。例えば、神山町の IT 組、熊本県のくまモン、瀬戸内しまなみ街道、ニ

セコのアジア戦略など、時代に合致した新しく挑戦的な取り組みが定着することで、ゼロか

ら地域ブランドの資産を創出することができることが実証されつつある。 

最後に地域活性化や地域イメージを牽引する地元優良企業や文化人による「地域愛」も重要

な資産と言える。わかりやすい事例だと、博多出身の有名人となるが、近年では燕三条の活

性化に尽力するスノーピークの山井社長、魚沼市で地域活性の事業を展開する八海山など、

行政主導ではなく、全国レベルの地元企業が事業を通じた地域活性化プログラムなど、成功

例が目立ってきている。今後は、行政から与えられるものではなく、自力で地域価値を挙げ

る努力をする企業の存在は、地域ブランドにおいてとても重要な位置を占めると考えられる。

次にこれまで議論してきた地域ブランドの構築に向けた、ブランディング活動のプロセスと

視点について、示していきたい。 
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ブランディングのアプローチ 
ここでは、より具体的なブランディングのアプローチについて述べていきたい。まず、ブラ

ンド構築の目的を段階的に整理から始めたい。ブランド構築の目的の起点は、「お客様から、

他より優先して選ばれる」という差別化戦略となる。そして、優先的に選ばれるためには、

「お客様となくてはならない関係」となる必要がある。人間関係と同じく、ブランドと消費

者を含んだステークホルダーとの関係を構築するには、それだけの労力と時間がかかること

が想像できる。次に、関係を構築するためには、「お客様にとって有意義な価値」を届けな

くてはならない。どれだけ有名でも、自分にとって無用なブランドと有効な関係は生まれな

い。また、他のブランドでも代用可能な価値では、真の関係は構築できない。ブランドにお

ける価値とは、「品質に対する信頼や安心感」と端的に定義でき、それを常に「約束」でき

るかどうかが重要な鍵となる。そして、ブランドが届ける価値や品質は、ブランドに拘る全

ての関係者の努力によってしか実現できないため、関係者が一丸となってブランドの方向性

となる「使命や指針」への意識共有が成功の基盤となると言える。 

 

 

図④：ブランディングのプロセス（参照：岩野 翼 | 株式会社 AKIND） 

 

ブランディングとは、これらの流れを逆転させ、最終的なブランド構築の目的を果たすアプ

ローチと言い換えることもできる。「図④」に一般的なブランディングのアプローチを示し

た。ブランディングは、ブランドとして一体何を達成したいのか？なんのために存在するの
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か？といったビジョンやミッションを含んだ「指針（ブランド・プロポジション）」の規定

から始まる。そして、その指針に沿って、各関係者によるブランド構築への貢献を実現する

ため、ブランドを通じて大切にしたいことは何か？お客様との約束は何か？という「約束

（ブランド・プロミス）」を策定し、関係者との意識共有を図る。そしてその約束を基盤に、

ブランドを構成する商品・サービス・体験を通じた「独自価値（コアバリュー）」を規定し、

その価値を届けるための仕組みづくり、そして活動（ブランド・アクション）を実践し続け

る。ブランディングの成功は、顧客・スタッフ・関係者との強固な関係性次第となる。その

ため、開発に留まることなく、継続的にブランドを評価し、ポジティブなブランド資産を積

み重ね、指針に基づき施策の是正を行い、独自価値を磨き続き、最適に届ける仕組みを確実

なものにする「運営（ブランド・マネジメント）」が必須となる。一般的なブランディング

は開発ベースに終始することが多いが、ブランディングの本質は継続的なブランド・マネジ

メントを通じて、ブランド資産を高めることであると言える。多岐に渡るブランディング・

プロセスの中で、本稿では地域ブランドにおける「独自価値（コアバリュー）」の規定の手

法について、さらに深く提案していきたい。 

 

 

地域に根ざしたブランドが届ける価値 
ここでは、歴史的資源を活用した観光まちづくりに関係するブランド戦略という視点で、地

域ブランドの独自価値（コアバリュー）を規定するアプローチについて述べていく。独自価

値を検討する手法として、大きく３つのステップ「① 暮らしの変化を捉える」「② 不変の地

域資産を編集する」「③ 創造的洞察で捻る」を提案したい。 

 

一つ目のステップでは、地域ブランドとして変化の激しい市場や生活者視点をきちんと捉え

ることである。残念ながら、現在の地域ブランドプログラムの中では、地域の資産の発掘に

注力し、地域にあるものの活用を目的に何かを企画するというメーカー思考で、実施に市場

で価値と捉えられない商品やサービスを生み出してしまう失敗例がよく見られる。地域に関

わるものにとっては、地域はオンリーワンの存在かもしれないが、市場における消費者にと

っては、多数ある地域ブランドの中での一つの存在にしか過ぎない。つまり、自分に有意義

な価値を提供できないブランドは無意味であるということになる。まずは戦略的ターゲット

を明確にし、彼らが求める現代のライフスタイルの長期トレンドを理解し、ユーザーによる

ブランド購入を通じて「暮らしが豊かになると直感できる」価値規定と仕組みづくりが重要

となる。つまり、地域ブランドで提供すべき価値の規定には、「これからの暮らしに求めら

れ、関連性が高い価値観の変化」が何かを捉えることが起点となると言える。 
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二つ目のステップでは、市場の変化とは逆の視点で、地域に眠る不変の資産やコンテクスト

を発掘し、地域ブランド価値の基盤とすることを説明したい。地域の資産として、必ず注力

される要素が歴史である。しかしながら、強引に歴史と紐付けたコンセプトのみで地域ブラ

ンドを構築されるケースも多く、歴史を押し付けるようなコミュニケーションに留まり、消

費や行動の喚起につながらない失敗例がよく見られる。地域資産のポイントは前述の「暮ら

しが豊かになると直感させる」視点で見た際に、他地域と差別化できるものは何か？である。

そこで、注目すべき地域資産は、地形・気候・土壌から成り立つ「風土」であることを提案

したい。風土自身は、動かすことができない要素であり、地域が持つ古代からの歴史の流れ、

産業の変化、暮らしのあり方を生み出す基盤であり、他地域との差別化を生み出す源泉とな

るケースが多い。欧米で定着している「テロワール」は、まさしくこの「風土」に着目した

アプローチで、農業・食文化だけでなく、観光への高い効果を示している。また、今後の地

域ブランドは特産品だけでなく、観光が重要な経済活動となるため、地域の祭りや行事など

も、新たな地域資産としての活用が求められる。地域資産というのは、「風土＞歴史＞文化

＞産業＞暮らし」のように、複数のレイヤーが重なって生まれるため、表面的なコンテンツ

に留まることなく、深層のコンテクスト（文脈）を掘り起こすアプローチが求められます。

また、均質的にコンテンツを展開するのではなく、指針に基づき、地域ブランドの独自価値

が高まる物語として編集し、メリハリをつけることが重要です。それこそが、最後のステッ

プである「創造的洞察で捻る」につながることになる。 
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図⑤：地域ブランドの独自価値の規定アプローチ（参照：岩野 翼 | 株式会社 AKIND） 

 

最後のステップが、最も重要であり、かつ難易度の高いアプローチとなる。暮らしの変化を

捉え、 不変の地域資産を編集してきた内容を「創造的洞察で捻る」ことで、市場の中で際立

つ存在として強固なブランド地位の確立の実現を目指す。これまで述べてきた二つのステッ

プは、一般的な調査によって、誰もが対応できる手法と考えられますが、最後の仕上げとな

る「創造的洞察」には、ある程度の経験値とセンスが求められるため、できるだけ専門家に

委ねることが望ましいと考えられる。創造的洞察によって生み出される独自価値は、ブラン

ドの戦略、コミュニケーション、商品、体験、仕組みの全てを効果的に束ねる基軸となり、

多様なステークホルダーとのタッチポイントを感覚的かつ戦略的に構成するノウハウは比較

的属人的であり、アーティスティックな才能が求められる。 

 

地域ブランディングを担当する方々には、ぜひプロモーションやマーケティングとの違いを

理解し、中長期的なブランディングで解決できる課題にフォーカスすること。そして、地域

ブランドが提供する「独自価値」に注力し、「地域資産」と「ライフスタイルの長期トレン

ド」との接点を見出し、「創造的洞察」を持って、顧客に優先して選び続けられる関係性の

醸成を目指した、中長期的な地域ブランドのアプローチを心がけたい。 
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歴史的資源を活用した観光まちづくりに関係する 

地域マネジメント 

エリアマネジメント戦略 
星野新治 

歴史的資源を活用した観光まちづくりの実現に向けて、地域プレイヤーであるエリアマネー

ジャー等が理解・実践する必要がある、エリアマネジメント戦略の基本的な考え方や戦略立

案のプロセスを解説する。 

 

１.エリアマネジメント戦略とは？ 

エリアマネジメント戦略の検討に向けて、まず、「エリアマネジメント」について定義をし

ていきたい。エリアマネジメントとは、文字通り、エリア「地域・地区」を、マネジメント

「経営・管理」することを指す。 

つまり、エリアマネジメント戦略とは、「地域を経営・管理するための戦略」であり、地域

の資源や特質を踏まえた上で、どのような風景や営みで地域を持続可能に経営・管理してい

くかを俯瞰的かつ戦略的に考え、実行する取り組みである。 

さらに、今回の検討対象となる「歴史的を活用した観光まちづくり」におけるエリアマネジ

メント戦略においては、地域の捉え方や経営・管理の視点を「歴史的資源」と「観光」に軸

を置いて考えていく必要がある。 

以上をまとめると、歴史的を活用した観光まちづくりにおけるエリアマネジメント戦略と

は、「歴史的資源を活用した観光まちづくりにより、地域の歴史文化や暮らしを持続可能に

経営・管理していくための地域開発の戦略」であると言える。 

以下にその考えを記した図を、次ページに示す。 
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２.観光産業の可能性 

歴史的資源を活用した観光まちづくりにおける地域開発において、その営みを支える産業が

観光産業であるといえる。 

観光産業は、都市部でなく地方においても成立する、数少ない高成長の成長産業である。ま

た、観光産業は歴史的資源が重要な魅力要因の一つとなる産業であるため、歴史的資源を持

つ地域は有利な状況にあるといえる。 

観光産業の持つポテンシャルを以下に示す。 

 

・世界の旅行者数 

世界の旅行者数は、2010年に約 9.4億人であったが、2020年には約 14億人、2030年には 18

億人へと急速に増加し、その中でもアジア地域の旅行者数は急速な伸びを見せると予想され

ている。世界的な傾向を見ても観光産業が急速に成長していくと考えられている。（国連世

界観光機構 UNWTO資料より） 

 

・日本の観光旅行者数と将来の政府の成長目標 

日本の観光客数は 2012年に 836万人であったが、その後急速に伸びを見せ、2015年には約

1974万人、2016年には約 2403万人、2017年 2869万人と順調に増加している。今後はさらな

る成長を目指し、2020年に 4000万人、2030年に 6000万人と、大幅な増加を政府目標として

いる。（観光庁） 

 

・日本の産業規模 

日本の観光産業は、2015年時点ではその割合が非常に低い状況であるが、2030年には基幹産

業として知られている自動車産業や機械産業に匹敵する規模である 15兆円程度まで急速な伸

びをみせると予想されており、観光産業が日本の数少ない成長産業で基幹産業化していくこ

とが想定される。 

 

今回の取り組みは、日本の成長産業である「観光産業」を基本とし、地域に魅力的な観光を

生み出すことによって、地域を持続可能にする「生業」として作っていくことを意味する。 



 4 

３.地域開発の基本的なプロセス 

歴史的資源を活用した観光まちづくりにおいては、地域全体を一体的に捉え、分散して点在

する地域資源を面的に配置することで、歴史的資源を活用した魅力的な観光・滞在の空間や

時間を作り出すことであり、各地域の特徴を生かした開発戦略を考えることが、地域マネジ

メント戦略の基本となる。 

地域開発における基本的なプロセスは、都市型の開発も、歴史的資源を活用した観光まちづ

くりにおける開発（地域資源活用・分散型開発）でも、以下の点で骨格の部分で一般的な手

法を同じく実施すると考える。 

① トータル・プロジェクトマネジメント 

ソフト検討の「企画・コンセプトワーク」「事業者誘致」「契約調整」「開業準備」「広報

販促」、ハード検討の「施設計画・設計」「コスト調整」「建設・監理」「施設管理」ま

で、開業に向けてトータルなプロジェクトマネジメントを実施する。 

② 計画対象内における適切な施設・事業者配置 

都市部の都市開発では、オフィス、商業、住居、文化施設、広場空間などを適切にミックス

させて、魅力的な都市開発を実施している。 

また、商業施設開発においても、ファッション、生活用品、食料品、レストラン、カフェな

どの様々な業態の店舗やトイレ、駐車場などの施設を適切に巡り魅力的な買物体験を演出す

るために、適切な施設配置を行なっている。 

歴史的資源を活用した観光まちづくりにおける開発においても、都市型の開発と同じよう

に、適切に地域内をめぐり、魅力的な滞在体験を作り出すように施設配置を検討する必要が

ある。 
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４.地域資源活用・分散型開発のアプローチ 

前述の通り、地域開発の基本プロセスは、都市型も歴史的資源を活用した観光まちづくりに

おける開発は基本的に同じである。しかし、開発に対する考え方や手法など、本質的な部分

では全く異なる開発アプローチである。その部分を十分に注意して戦略づくり、マネジメン

トしていく必要がある 

都市型開発においては、都市部の一定のマーケット規模のある立地の良い場所を基本とし、

商業、オフィス、住居などの業務中心の機能で、一定の土地の範囲内で新しく建築し、マー

ケットに合わせた開発となっている。開発の目的も、不動産の価値や収益性の確保など、経

済的な目的が主となっていることが多い。 

一方で、歴史的資源を活用した観光まちづくりにおける開発においては、地域の歴史的資源

を基本とし、観光と暮らしを中心に、地域全体を捉えた上で、歴史ある建物や風景を面的に

活用し、その土地の歴史文化を表現することで魅力化する「地域資源活用・分散型開発」と

なっている。以上を基本としているため、立地だけに影響せず地方部でも魅力的な歴史的資

源や魅力があれば事業が成立する可能性がある。開発の目的も、収益性を最大化することが

目的ではなく、「事業を継続することで地域の町並みや暮らしを残すことが目的」となって

いる。 
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５.地域資源活用・分散型開発の事例（篠山城下町） 

歴史的資源を活用した観光まちづくりのエリアマネジメント戦略の基本となるのは、前項で

示した通り、「地域資源活用・分散型開発」が基本となる。 

その事例として、兵庫県篠山市の篠山城下町地区で展開している「篠山城下町ホテル

NIPPONIA」の取り組みを紹介する。 

篠山城下町ホテル NIPPONIAにおいては、「篠山城下町全体を一つのホテルに」をコンセプト

に、分散する古民家等の歴史的資源を活用した分散型の観光まちづくり地域開発を展開して

いる。 

篠山城下町ホテル NIPPONIAでは、空き家となった古民家などを改修した宿泊施設、飲食店、

物販店などを町全体に計画的に配置し、既存の観光施設や地域住民の暮らし、地域事業者な

ども含めて、町全体をホテルに見立てて、地域に溶け込むように滞在する歴史文化体験を提

供している。 
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地域資源活用・分散型開発の特徴としては、一度に開発を行うのではなく、事業の規模に合

わせて、段階的に「開発ができる」という部分である。 

売買・賃貸していただける空き家古民家物件は、初期段階で全て条件が整うことはないた

め、その調達状況（売買・賃貸希望物件の状況）に応じ、事業規模や地域の状況に応じて段

階的に開発を進める。 

篠山城下町ホテル NIPPONIAにおいては、第１期開発（H27）は 4棟 11室からスタートし、2

期（H28）で 5棟 11室、現在は 3期（H30）で 7棟 15室まで展開を広げており、今後の 4期

開発（H31年春予定）においては、10棟 22室まで拡大した展開が予定されている。 

このように、地域の資源や状況、需要や事業規模などに合わせて、時間をかけて段階的に開

発していく必要があるが、エリアマネジメント戦略においては、地域全体の特徴や目指すべ

き方向性（コンセプト）、段階的な開発の方向性などの「町のグランドデザイン」は事前に

ある程度検討した上で、それに沿いながら事業展開を進めていく必要がある。 
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なお、前述の通り地域資源活用・分散型開発においては、開発の目的や手法として、「地域

を再生して、風景や文化・暮らしを持続的につないでいく」ことが目的となる。 

下記の通り、篠山城下町ホテル NIPPONIAの事例においては、「篠山城下町ホテル」を基本的

なコンセプトに、歴史的建築物の活用、生活食文化の継承と創造、創造人材の地方回帰・内

発型産業の創出などに取り組みことによって、篠山城下町の歴史地区再生を目指している。 

結果としては、城下町全体を「ホテル」と見立て、歴史的建築物を活用した宿泊事業等を通

じて、観光・食・工芸・建築などの内発型産業を創出し、歴史地区における地方再生を実現

する取り組みである。 

みなさんが取り組んでいる各地域においても、地域の状況を踏まえた上で、どのような事業

を目指していくかを検討して進めていく必要がある。 

 

 

  

城下町全体を「 ホテル」 と見立て、 歴史的建築物を活用した宿泊事業等を通じて、 !

観光・ 食・ 工芸・ 建築などの内発型産業を創出し 、 歴史地区における地方再生を実現する。

X

歴史的建築物!

の活用
古民家等（ 庄屋、 酒造場、 銀 

行、 町家、 農家…） の空き家 

を再生して、 宿泊施設、 レス  

ト ラン、 カフェ 、 工房、 サテ  

ライト オフィ ス等として活用

※古民家等と地域の食文化、  

　 生活文化を一体的に再生

生活・ 食文化!

の継承と創造

創造人材の地方回帰!

内発型産業の創出

文化財や町並みを活用した音 

楽祭、 アート フェ ス、 マルシ  

ェ のほか、 ブライダルやコン  

ベンショ ン等の事業を展開

建築（ 大工、 左官、 茅葺き…） 、

食（ 農業、 シェフ、 パティ シエ、

６ 次化…） 、 工芸（ 陶芸、 布、 和

紙、 ガラス、 彫金…） 、 Ｉ Ｔ 、 デ

ザイン、 着地型観光　 など  

限界化が進む歴史地区 

（ 城下町、 農村集落等） を  

地域のクリエイティ ブ・ コア  

と して再生

＜コンセプト ＞

篠山城下町ホテル

歴史地区の再生

コンセプト

2
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６.エリアマネジメント戦略 検討のポイント 

歴史的資源を活用した観光まちづくりにおける地域マネジメント戦略においては、下記図の

ような項目を大切にして検討を行う。 

開発の基本理念である、地域開発で大切にする要素に基づいて、開発検討のポイントを考慮

しながら、エリアマネジメントの具体的な戦略となる「エリア開発計画」を検討・作成し、

その内容に基づいて、実際の地域開発を進めていく必要がある。 
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７.エリアマネジメント戦略の検討（エリア開発事業計

画） 

各地域における、エリアマネジメント戦略の具体化に向けて、エリア開発事業計画を検討が

必要である。 

地域の実情に合わせて、これらの内容を検討する中で、エリアポテンシャルやコンセプト、

具体的な活用の方向性、実施体制など、開発事業の具体的戦略を明確にし、実現につなげて

いく。 

以下に、エリアマネジメント戦略（エリア開発事業計画）で検討が必要である項目を以下の

表にまとめる。 

 

NO タイトル 内容 

1 地域概況 エリアの状況/位置/地域資源/アクセス 

2 
エリアポテンシャル・

交通アクセス 
広域のエリアポテンシャル/広域アクセス 

3 地域資源・ゾーニング 地域資源（地図プロット）/全域エリアゾーニング 

4 
地域の現状分析・検討

の方向性 
地域の現状分析（強み・課題・市場状況）/検討の方向性 

5 地域開発コンセプト 地域開発コンセプト/コンセプト説明/イメージ写真 

6 顧客ターゲット 
顧客ターゲット（メイン&サブターゲット）/ターゲットごと

のイメージ・説明・使い方 

7 
活用候補物件（空き家

物件）分布図 
活用候補物件分布（地図プロット） 

8 
活用候補物件（空き家

物件）リスト 

活用候補物件リスト（物件名/建物タイプ/状態/所有者意向/

建物価値/活用価値 等） 

9 物件整備計画 エリア整備計画（複数棟の建物の活用方法計画） 

10 物件活用イメージ 活用する各建物の活用用途/活用方法説明/活用イメージ 
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11 物件活用計画平面図 活用物件の改修計画平面図 

12 概算工事費 活用物件の概算工事費 

13 
実施スキーム（ビーク

ルの設計） 
実施スキーム図 

14 事業計画 事業計画サマリー 

15 事業スケジュール 事業実施スケジュール 

 

※塗り部分は最低限必要な基本項目。 

※地域の状況に応じて項目の追加・削除・変更などの調整を行うこと 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

④研修の自主的運営に向けた計画書 

  



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） 

 

(１) 目的 

地域において歴史的資源等を活用した観光まちづくりを推進するためには、それぞれの地域に、多様

な分野の人材を育成していく必要がある。その中でも事業立ち上げに欠かせない歴史的建築物の流

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、新規事業の立ち上げ

を推進することで、「歴史的建築物等を活用した観光まちづくり」の動きを加速化させる。 

 

(２) 開催概要 

① 内容：ア）歴史的建築物を活用した観光まちづくりを推進するための基本的なノウハウを学び

実践力を養う イ）受講者が自身で用意した活用候補物件を対象に活用計画を作成する 

② 開催地：地方中核都市（各地域ブロックに１～2か所開催がのぞましい） 

③ 所要時間：１クール／説明会・公開講座 150分、講座 約 6時間×4日間  

上記のうち、講義 90分×7 コマ、先進地視察 180分×1コマ、グループワーク 3コマ、プレゼ

ンテーション 3コマ、期間中はメール等にて個別相談に対応する 

④ 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。地銀担当者（ファイナンス担当）、自治体担当者など 

※但し、自治体担当者のみは受け付けない。（例えば、自治体担当者１名、地銀担当者１名、ビ

ークル人材１名のセットなど） 

※具体的な候補物件があることが望ましい 

⑤ 受講費：説明会・公開講座 5,000円程度、講座 180,000円程度 

※経費予算（（4）参照）4,000,000円 １人 180,000円×23人（最小催行人数）＝4,140,000円

（説明会受講料のぞく） 

※非営利団体が運営することを前提に試算 

⑥ 講師：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者、ビークル等で活動する専門家 等 

延べ人数 講師 9名（説明会、各講義、先進地視察に 1名）アドバイザー8名（各コマ 2名） 

⑦ 定員：1クール／35名まで 

⑧ 選考方法（応募者多数の場合）：①説明会参加を必須とする ②書類選考を行う 

⑨ 受講目標：歴史的建築物等を活用した観光まちづくりによる新規事業を立ち上げるための事業

計画を策定する 

  



(３) 進行計画 

① スケジュール 

説明会・公開講座 

｜エントリー、団体紹介シート（地域概要）の作成 （間隔：4～6週間程度）  

1回目 

｜各自復習（間隔：2週間程度） 

2回目 

｜各自復習（間隔：連続した日、もしくは 1週間程度） 

3回目 

｜事業計画書作成、質問受付（間隔：4～6週間程度） 

4回目 

 

② プログラム 

説明会・ 

公開講座 

（各地域） 

事業説明 60分 

・ 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 

・ 歴史的建造物活用の理論 

・ 先行事例の紹介 

・ 地域再生事業における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 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者 

学習目標：事業及び研修趣旨の理解 

使用教材：配布資料「歴史的資源を活用した観光まちづくり（簡易版）」 

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 

使用教材：事業収支計画書フォーマット、教科書「歴史的資源を活用した観光まちづくり」 

成果物：団体紹介シート（地域概要）の作成  

講義「プロジェクトマネジメント」 90分 

・ 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 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくり事業者 

学習目標：プロジェクト体制と事業スキームを理解し、ビークル、SPC組織の組成

ノウハウを習得する 

使用教材：教科書「プロジェクトマネジメント」 



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てした観光まちづくり最新事例 

・ インバウンド最新事例 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくり事業者 

学習目標：先行事例を知り、理解を深める 

使用教材：無（先行事例を観光まちづくり実務者がプレゼンテーション） 

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 

学習目標：自身の事業の整理 

使用教材：事業収支計画書フォーマット、活用計画プレゼンテーション 

2回目 

（先進地） 

先進地視察 約 180分 

・ 分散型施設 

歴史的建造物改修のポイント 

分散型開発の運営ポイント 

・ 農泊型施設 

歴史的建造物改修のポイント 

農村集落の留意点と可能性 

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）現地でオペレーションを行う事業者 

学習目標：先行事例と活用手法を実際に確認し、理解を深める 

使用教材：無（先行事例を観光まちづくり実務者がプレゼンテーション） 

講義「歴史的建築物改修の基礎講義」90分 

・ 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 

学習目標：歴史的建築物の特性を理解し、手順と手法を知る 

使用教材：教科書「歴史的建築物改修の基礎」 

講義「歴史的建築物に関する法制度講義」90分 

・ 文化財保護法 

・ 建築基準法 

・ 旅館業法 

・ 民泊新法 

講師像：歴史的資源を活用した観光まちづくり有識者 

学習目標：歴史的建築物に関する法律を理解し、申請ノウハウを習得する 

使用教材：教科書「歴史的建築物に関する法律制度」 

 

 



グループワーク 90分程度 

・ 計画書作成のためのグループワーク 

・ 個別相談 

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 

学習目標：計画書案の策定 

使用教材：無 

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 

・ 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  

・ 古民家ならではの留意点と戦略 

・ 金融調達(ファイナンス)の手法 

講師像：地方創生系ファンドマネージャー、実務者 

学習目標：ファイナンスの仕組みを理解し、金融調達のノウハウを習得する 

使用教材：教科書「古民家再生におけるファイナンス」 

講義「地域ブランディング」 90分 

・ 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 

講師像：ブランディングプロデューサー 

学習目標：ブランディングの重要性を理解し、自身の事業のコンセプトを考案する 

使用教材：教科書「地域ブランディング」 

講義「エリアマネジメント戦略」90分 

・ 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 

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 

学習目標：エリア開発事業計画の構成を知り、事業計画書の完成を目指す 

使用教材：教科書「エリアマネジメント戦略」 

グループワーク 90分程度 

・ 計画書作成のためのグループワーク 

・ 個別相談 

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 

学習目標：計画書案の策定 

使用教材：無 

4日目 

（各地域） 

受講者プレゼンテーション（90分×３コマ） 

・ 事業計画書発表（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） 

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） 

学習目標：事業計画を発表し、アドバイスを反映させて、事業立ち上げの準備段階

に入る 



使用教材：無 

成果物：事業計画書 

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） 

 

 

(４) 経費 

・ 全体初期費用 

企画費用、WEB構築費    300,000円程度 

・ 1クール（計 4日）費用 

謝金：セミナー（説明会） 1,200,000円程度 

会場費：セミナー（説明会） 200,000円程度 

備品借損料：        50,000円程度 

広報：           50,000円程度 

交通費：セミナー（説明会） 900,000円程度 

資料代：セミナー（説明会） 100,000円程度 

人件費：         1,200,000円程度 

合計金額：        4,000,000円程度  

(概算) 

 

(５) 運営に関する視点、提言 

・ 本人材育成プログラムを自主事業として成立させるためには、非営利団体が実施しても、上述

のとおり、ひとり２０万円近くの受講料が発生する。なお、受講生は、この他に、講習会場や

先進地への交通費、宿泊費の負担が必要となる。 

・ ４日間の充実したプログラムであり、単に知識を習得するということではなく、受講後にはそ

れぞれが検討を進めている地域において具体的な事業実施に結びつけることも可能な内容であ

ることを考えると、受講料として決して高い金額ではない。 

・ ただ、受講生を２０数名集めなければ催行できないことになる。 

・ 一定の利益を計上して、受講料をより高額に設定することも妥当であると考えるが、これも最

小催行人数が集まるかどうかの判断となる。 

・ 政府として、重点的に事業推進を図る地域がある場合や、城泊と合わせた城下町での事業展

開、インバウンド振興のための茅葺き民家集落での事業展開など特定のテーマを設定して事業

推進を図る場合には、政府による受講料負担、人材育成プログラム実施事業者への補助などの

支援を実施することも意義のあることと考える。 

 

 

 

 

 



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 

 

(１) 目的 

円滑に事業を進めるためには、歴史的建築物の改修を担う職人たち（建築技術者）とビークルの連携

が欠かせないが、歴史的建築物に携わった経験のある人材はまだごく一部であり、間違った手法も

見受けられる。そのため、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、修復方針と手

法を習得する。 

 

(２) 開催概要 

① 内容：ア）歴史的建築物の特性を理解する イ）修復方針と手法を習得する 

② 開催地：先進事例を持つ地方都市 

③ 所要時間：約 6時間×2日間  

上記のうち、講義 90分×4コマ、先進地視察 60分・90分、各 1コマ、 

ワークショップ 120分 1コマ 

④ 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 

⑤ 受講費：講座 80,000円程度 

※経費予算 1,820,000円（（4）参照）１人 80,000円×25人（最小催行人数）＝2,000,000円 

※非営利団体が運営することを前提に試算 

⑥ 講師：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、専門家 等 

延べ人数 講師 9名（各講義、先進地視察に 1名、ワークショップ 3名） 

⑦ 定員： 30名まで 

⑧ 選考方法（応募者多数の場合）：書類選考 

⑨ 受講目標：歴史的建築物等を活用した観光まちづくりおよびその修復技術を理解し、ビークル

との連携意識を深める 

 

  



(３) 進行計画 

① スケジュール 

連続した 2日間 

 

② プログラム 

１回目 

（先進

地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

・ 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 

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 

学習目標：歴史的建造物の活用理論を知り、特性を理解する 

使用教材：無（スライド等の使用） 

現場視察 60分 

・ 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 

学習目標：先行事例と活用手法を視察し、理解を深める 

使用教材：無 

講義「古民家再生における耐震補強について」90分 

・ 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 

講師像：耐震補強に関する専門家 

学習目標：耐震補強の必要性を知り、基本を理解する  

使用教材：無（スライド等の使用） 

講義「申請・安全・規程、消防法・旅館業法」90分 

・ 建築基準法 

・ 消防法 

・ 福祉条例 

・ 旅館業法 

・ 食品営業許可 

・ 申請時のフローとポイント 

講師像：歴史的建築物の改修に携わる実務者 

学習目標：各種法規制を理解し、申請のポイントを知る  

使用教材：無（スライド等の使用） 

 

 



２回目 

（先進

地） 

古民家再生における温熱環境 90分 

・ 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 

講師像：温熱環境、エネルギー性能評価の専門家 

学習目標：温熱性能の重要性を理解し、各種手法を知る 

使用教材：無（スライド等の使用） 

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 

学習目標：先行事例と活用手法を視察し、理解を深める 

使用教材：無 

ワークショップ「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建築士、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 

学習目標：現場の声を聞き、理解を深める  

使用教材：無（スライド等の使用） 

 

(４) 経費 

・ 1クール（計 2日）費用 

謝金：講義講師   900,000円程度 

会場費：      70,000円程度 

広報、備品借損料： 20,000円程度 

交通費：     300,000円程度 

資料代：      30,000円程度 

人件費：      500,000円程度 

合計金額：   1,820,000円程度 

(概算) 

 

(５) 運営に関する視点、提言 

・ 本人材育成プログラムを自主事業として成立させるためには、上述のとおり非営利団体が実施

しても、ひとり１０万円近くの受講料が発生する。なお受講生は、この他に先進地への交通

費、宿泊費の負担が必要となる。 

・ ２日間の充実したプログラムであり、単に知識を習得するということではなく、実際に事業を

実施した現場に立って、専門家から直接に技術を学び、その技術者としての精神に触れられる

ことを考えると、受講料として決して高い金額ではない。民間の自主事業としても成立すると

考えられる。 



・ ただ、建築士の人材育成は緊急を要している。多くの都道府県でヘリテージマネージャー制度

が運用されるなど、漸く歴史的建築物に詳しい建築士も増えてきているが、現時点では実際に

現場経験を有する人材、現場を動かせる人材は極めて限られているのが実情である。 

・ また歴史的建築物を扱える職人も、極めて限られているうえに高齢化しており、各地で実際に

現場を動かして技術伝承に取り組まなければ、歴史的資源を活用した観光まちづくりそのもの

が立ちいかなくなるであろう。 

・ 歴史的資源を活用した観光まちづくりを担う建築士、工務店の育成が喫緊の課題であることを

踏まえると、その人材育成は政府が予算を持って積極的に政策展開するべき分野であると考え

る。 


