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2018年度日本計画行政学会中部支部大会 

公開パネルディスカッション報告 
愛知学院大学総合政策学部総合政策学科  

教授 森下英治 

 

１．はじめに 

このパネルディスカッションは、高齢化、成熟社会化、地域財政の縮減が進み、共助社会

への転換が必要とされる中、「住民自治のプラットフォーム：中部における地域まちづくり

制度の経験」と題し、豊田市、郡上市、飯田市の中部３市の事例から、それぞれの自治体に

おける取組と、その有効性、成果、課題と展望について議論することを目的とした。 

パネリストとして、小澤都司子豊田市地域振興部地域支援課長、上村英二郡上市市民協働

センター長、林健吾飯田市総合政策部企画課課長補佐を迎え、モデレーターを福島茂日本計

画行政学会中部支部長／名城大学教授が務めた。 

パネリストが登壇後、モデレーターの福島教授より、日本計画

行政学会設立時と今日の社会状況の違い、新しい公共や協働のま

ちづくりなど、計画行政における新しいパラダイムの展開の中で

の対応が求められるようになったことが述べられ、住民自治ある

いは協働自治へと変わるプラットフォームをどのように作るかを

議論するとし、パネリストの皆さんより、それぞれの自治体での取り組み、政策経験を共有

し、学んでいきたいとの話があった。 

２．それぞれの自治体の取り組み 

２．１ 豊田市 

豊田市が進めている地域のことは地域で決める「地域自治システ

ム」についての紹介が行われた。同市の概要説明後、仕組みの概要、

地域会議、わくわく事業、地域予算提案事業の 4 つの項目で地域自

治システムの説明が行われた。 

概要では自治組織等の体制として、自治区（町内会、自治会）、地

区コミュニティ会議（自治区より大きな単位、任意団体で中学校区単位）、交流館（公民館、

中学校区単位）があり、交流館は地区コミュニティ会議の活動の場として使われていること

が示された。 
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同市は広域合併により都市と山村が共存する市となったため、従来の行政サービスでは

対応できなくなり地域のことは地域で決める「地域自治システム」の運用に至った。このシ

ステムでは、市内 12 の地域自治区と 28 中学校区ごとの地域会議を設置している。地域会

議は地域住民の意見の集約と調整を行う行政機関であり活動は地域会議単位で行っている。 

地域自治システムには「地域会議」と２つの事業が組み込まれている。一つは地域住民が

主体的に取り組む事業に補助金を交付する仕組み

「わくわく事業」（上限 500 万円／年）、もう一つは

地域会議が発案し地域で合意された地域個別の事

業を市が実施する「地域予算提案事業」（上限 2,000

万円／年）である。これらの事業の事例も紹介し「地

域の課題を地域の力で解決！地域の魅力を地域の

力で向上！」というコンセプトを示された。なお、

豊田市では「きょうどう」を「共働」と記述するこ

とも紹介された。 

２．２ 郡上市 

昔は住民同士の「手間替え」「結い」（冠婚葬祭の助け合い）など

の精神が協働としてあったが、行政への依存度が増え、「協働」の考

え方が弱まった。しかし、地域の少子・高齢化、コミュニティ機能

の減退と生活様式の多様化、及び、行政における予算の減少が今日

の課題となり、地域のことは自分たちで解決しようとする動きが進

んだ。このような背景から市民による「まちづくり会議」により、平成 21 年に「郡上市市

民協働指針」ができ「市民・団体・行政それぞれの力をつなぎ、市民力・自治力を高める」

を基本理念とする郡上市市民協働センタ

ーが平成 24 年に開設された。また、平成

26 年にはこのセンターを、郡上市住民自治

基本条例にて位置づけた。 

この市民協働センターの役割は、情報の

受発信、相談窓口、ネットワーク＆コーデ

ィネート、啓発＆推進、支援であり、13 名

の委員で運営委員会を構成している。 
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住民自治の推進組織を規定するものとして「住民自治基本条例」があるが、この条例につ

いても市民代表 30 名で構成される「住民自治推進懇話会」による提言書がもとになり策定

された。また、市の規則でそれぞれの地域特性を活かすため、市民自らがまちづくりを推進

し、まちづくりに取り組む組織として「地域協議会」を旧町村ごとに置くこととしている。

この協議会は 7 地域あり、平成 29 年より、合計で 1,050 万円／年が市から交付として拠出

され資金としている。 

２．３ 飯田市 

飯田市の地域自治組織制度について紹介がされた。 

同市は、人形劇のまちづくりを進めており、今年で 40 周年を迎

えた人形劇フェスタでは、市内 160 会場で 600 の公演が行われた。

このベースには、市民の協働意識や公民館活動の実績がある。中

心市街地には、飯田市のまちづくりを象徴する「りんご並木」があ

り、この並木は、その歴史から「地域に対する誇り」、「自らのまちを自らで守り育てる」、

「まちづくりの基本精神」を市民にもたらしている。同市では「…しようとする」という意

味が込められた「ムトス」を、自主自立のまちづくりの合言葉としている。飯田市は、町村

合併を繰り返し市域を拡大してきたが、その過程において、行政機能の一部と自治の支援機

能として支所を、また、住民の学びと交流を支援する公民館を残してきた。 

このような中、市民主体の住み良いまちづくりを更に推進するため、議会の発案で平成 19

年４月飯田市自治基本条例を制定した。この条例の設置と合わせて、市では地域自治組織を

導入した。 

具体的には、地区内居住の住民すべてで構成される「地域自治区」、地域自治区に多様な

住民で構成される「地域協議会」、地域協議会の事務や地域づくりの支援をする事務所とし

て「自治振興センター」の設置、縦割り組織を横断的な住民組織に再編し簡素で効率的な「ま

ちづくり組織」として運営、および、住民が一体的かつ総合的にまちづくりに取り組むため

の「パワーアップ地域交付金制度」の導入等である。 

導入の前後を比べると、縦割り型から横断型の仕組みとなり、人口規模や地形など特性の

異なる地域で対応が行いやすくなっている。旧町村単位に自治振興センターと公民館を併

設、中心部 5 地区は、公民館を設置、自治振興センター機能は本庁舎内に設置しており、人

口規模に関わりなく、全 20 地区に自治振興センターと公民館の機能を持たせている。 
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地域の実情に応じた、共同及び共益的な事業、住民の創意による地域づくり事業、まちづ

くり委員会の運営が行われるよう、縦割りの財政支援制度の見直しを行い、パワーアップ地

域交付金(総額 1 億円／年)を創設し予算配分している。 

成果の一つとして、市長と市民が意見交換する場である市政懇談会では、以前は要望・陳

情が多かったが、市民からの提案型に変化が見えてきている、などがある。 

３．パネルディスカッション 

 パネルディスカッションでは、面積が広く、多様な地域特性を持つ点で共通している 3 つ

の自治体における経験を共有できた上で、それぞれの自治体における成果と課題について

モデレーターより質問があった。 

 豊田市の小澤氏は、取組の良かった

点として、行政では迅速に対応できな

い問題に対し、わくわく事業を取り入

れたことで地域主導での解決への取

組が各地域で芽生えたことを述べた。

例えば、子ども食堂の活動をわくわく

事業の補助制度により地域での立ち上げが進みつつあること、また、高齢者支援活動も各地

域で広がっていることなどである。地域予算提案事業では、例えば、防災での活動について
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地域の中から意見が出て、これらの問題に自分事として取り組んでいる、などが示された。 

課題として、都市部に従来からあった町内会やコミュニティ会議に、新たに地域会議とい

う組織を加えたことで、代表の方が複数の会議で重なり、負担感が増している。また、組織

間で事業の重複がある点があげられた。対応策として、市の職員が各組織の情報共有の調整

役を担う案が示された。 

郡上市の上村氏は成果が本当にあるのかなと思っているが、地域協議会の制度が始まっ

た時に「やらなきゃしょうがねぇ」と地域の人が思った点や、「手間替え」「結い」の時代を

知っている人がいて、水路を市民が清掃し利用することで維持管理が続いている地域もあ

る点が述べられ、それぞれの地域でやっていたこと、やれていたことを、これからやろうと

することにどう繋げていくかが大切ではないかとの考えが示された。 

飯田市の林氏は、まず、飯田市では「公民館の活動自体」を「公民館」と表現するほど活

動が定着していると紹介した。公民館では、自発的な学びや交流の場、情報発信、ふるさと

の再発見など、地域の方が自主的に企画し取り組んでいる。20 地区に公民館(本館)があるが、

その下の地域ごとにも分館があり、分館まで入れると数千人が公民館の取り組みをしてい

ることになる。また、地域自治組織の導入では、縦割りから横の繋がりが行われるようにな

った点、及び自由度の高い交付金制度についても成果として挙げられた。 

課題として少子高齢化と担い手の減少を挙げた。地域に大学が無いため高校を卒業する

と 7～8 割位が地域外に出ていき、戻って来る人は 4 割とのことである。そのため、いかに

人材が戻るようにし、担い手を増やすかが地域においても課題であるとした。 

このため、地域の良さを伝え愛着を持ち将来的に戻って来てもらうと同時に、外の人を呼

び込むための取り組みとして、地域ごとに戦略を練り「20 地区田舎に帰ろう戦略」に取り

組み始めたことも紹介された。 

モデレーターより、飯田市のまちづくり委員会が立ち上がり、地区のまちづくりビジョン

を作り、実現のために動いているという点について説明が求められた。 

林氏より以下の旨の回答がされた。以前より自主的に地区計画を作っていた地区があっ

たが、まちづくり委員会となり、現在では 19 地区で作られている。地区計画は、将来像を

示したものから具体的な事業を記載したものまで、地区により異なる。ビジョン実現のため

の手段についての質問には、総括的な交付金になった点の効果が大きいとの見解が示され

た。 

郡上市の市民協働センターは地域協議会を支援しているが、可能性についての質問では、
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担い手・後継者の問題が一番の課題ではないかとの回答があった。モチベーションをどれだ

け継続できるかが重要であり、仲間をどう増やすかが課題との考えが示された。 

モデレーターより、市民参加事業による人の育成について質問があった。 

豊田市では、わくわく事業により出来ることは自分たちでやる人が出てきた点では効果

があるが、地域全体の担い手に繋がるかは、まだ課題があるとのことであった。 

また、郡上市では、中学生、高校生の提案を募集しているが、これにより若い人が地域を

知ることもでき、人材育成になっているのではないかとの考えが示された。これらの提案を

いかに大人が実現に結び付けるかが重要で、これが成功体験に繋がるとした。 

飯田市の担い手づくりであるが、担い手は市民と行政の両方に必要であり、両者の距離感

を縮め、信頼関係を築くための場が重要で、その学びの場が飯田市の場合は公民館であると

した。委員は 30 歳代、40 歳代が多く、自ら企画実践をすることで、地域の人を知り、事業

の進め方を学び経験を積んでいく。50 歳代、60 歳代で、まちづくり委員として選ばれると

公民館での経験が活かされる。行政職員もセンター所長や公民館主事として地域の中で仕

事をすることで経験や人的繋がりが積み重なっていることが述べられた。 

４．終わりに 

 パネルディスカッションの後、フロアからの質疑が活発に行われた。 

最後に３つの自治体からの報告・意見交換を通し、住民自治の実現は大変で、担い手をど

う作るかという課題があり、行政のサポートも含め活動の場を作ること、若い人を育てるこ

とも重要である、など、困難な面も確認されたが、住民自治の実践現場の様子を共有できた

有益なパネルディスカッションであった。 
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地域公共交通の効率化に向けたインセンティブ設計 

－岐阜県の事例から－ 
 

岐阜大学教育学部 助教 原田峻平 

 

1．研究の背景・目的 

路線バスをはじめとする地域公共交通は、高齢者など地域住民の移動手段として重要な

役割を果たしているが、地域の人口減少や自家用交通との競争などによって経済的に厳し

い状況に直面している。民間事業者が路線バスを運行している場合でも、公的主体による財

政支援によって経営を成り立たせている事例が多く存在する。また、民間事業者が運行する

バス路線が存在しない地域では、自治体が路線網の整備を行い、運行のみを民間事業者に委

託する形で、地域に必要な交通サービスを維持している事例も多く見られる。 

今後のさらなる人口減少や高齢化などにより、地域公共交通の維持に関する地方自治体

の負担は増大することが予想される。しかし、多くの地方自治体は財政難に陥っており、交

通サービス維持のための財政負担が重荷となっていることもある。こうした状況を踏まえ、

交通体系の持続可能性を高めるためには、交通サービスの効率化を通じた費用や補助金の

削減が必要となる。 

運行を委託されている事業者は、地方自治体との契約に基づいて運行を行っている。ま

た、補助金を受けている事業者も、契約に基づいて補助金の金額や条件など設定されている

のが一般的である。本研究では、事業者と地方自治体の契約について、特に事業者の効率化

に着目した分析を行う1）。筆者は、地域公共交通の運行事業者の効率化を高めるための契約

の在り方について、理論的な研究成果を公表している（Harada and Yamauchi(2018)）。本研

究では、まずこの理論研究の前提条件と帰結を整理した上で、その理論が現実の課題解決に

貢献しうるかどうかを検討するため、地域公共交通の現実的な課題を提示して理論と現実

の比較を行うこととする。 

本稿の構成は以下の通りである。まず、次節で、地域交通の現状を整理する。それを踏

まえ、第 3 節で、地域公共交通における事業者の効率性を高める契約の在り方について扱っ

た理論研究である Harada and Yamauchi(2018)の前提条件や帰結を整理する。次に、岐阜県内

の 2 市（高山市、中津川市）を事例に、それぞれの市が策定した公共交通計画における記述

内容や、市の担当者へのヒアリング調査を通じて地域公共交通の現実的課題を把握し、理論
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の妥当性や現実の状況との乖離について検証する。 

 

2．地域交通の現状 

地域交通の現状について、大井(2011)を参考に整理する。それによると、地域公共交通

は、1970年ごろを最盛期として利用者の減少が続いている。その原因として、自家用車の

普及と、地域公共交通事業者の経営悪化にあるとしている。 

前者に関しては、以下の図1に示したデータが参考になる。これは、1990年を1として、

乗用車の保有台数、乗合バスと地域鉄道の輸送人員をそれぞれ示したものである。これを

見ると、1990年から2013年までに乗用車の保有台数は1.8倍程度に増えているのに対し、乗

合バスの輸送人員は約40%、地域鉄道の輸送人員は約20%、それぞれ減少していることが

分かる。 

 

 

図1．乗用車保有台数・乗合バス・地域鉄道の輸送人員（1990年＝1） 

出所：国土交通省「交通政策白書」より筆者作成 

 

後者に関しては、2000年から2002年にかけて行われた規制緩和の影響を指摘している。

従来の規制体系は、需給調整規制とも呼ばれ、参入規制によって地域独占をある程度認め

る代わりに退出規制も課し、赤字路線からの撤退を原則として認めないというものであっ
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た。この規制体系の下で、事業者は黒字路線での収益を用いて赤字路線を維持する内部補

助が行われてきた。しかし、経営状況の悪化により内部補助が機能しなくなり、また、規

制緩和によって退出規制が緩和されると、事業者の撤退が多く見られるようになった。そ

の結果、事業者撤退後の地域の交通体系の維持に関しては、自治体や地域住民など地域全

体で協議していくことが求められることとなった。 

こうした状況を踏まえ、2007年に施行された「地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律」では、その第一条で「地域公共交通の維持に困難を生じている」との認識を示した

上で、「持続可能な地域公共交通網の形成に資するよう地域公共交通の活性化及び再生の

ための地域における主体的な取組及び創意工夫を推進」することを目的として掲げてい

る。そして、第五条において、市町村は「持続可能な地域公共交通網形成に資する地域公

共交通の活性化及び再生を推進するための計画」である「地域公共交通網形成計画」を作

成することができるとされた。それを受け、多くの自治体が、地域公共交通網形成計画を

作成し、計画に基づく地域公共交通の活性化や再生に関する施策が実施されている2）。 

 

3．地域公共交通のインセンティブ設計に関する理論研究 

Harada and Yamauchi(2018)は、地域公共交通市場を念頭に、事業者と地方自治体が結ぶ

契約のあり方について分析したものである。モデルの前提は、以下のようにまとめられ

る。 

 

・ 事業者は需要変動に責任を負わない。（事業者は運行費用を補償され、運賃収入との差

額が自治体の財政負担となる。） 

・ 事業者と自治体の間には、情報の非対称性が存在する。（情報の経済学における、「隠さ

れた行動（hidden action）」と「隠された情報（hidden information）」のいずれかが存在す

る。） 

・ 自治体は、補助金額を削減するために事業者の効率化を促したい。そのための政策手段

として、二つの市場（例えば近隣の条件の近い市町におけるバス市場）でそれぞれ運行

を委託されている事業者の費用を比較して補助額を設定する「ヤードスティック方式

（間接的競争）」と、交通サービスの運営権を設定して入札にかける「フランチャイズ

入札方式」の二つの政策が想定される。 

・ 事業者は、自らの利潤最大化のために行動する。 



 

10 

 

 

以上の条件でモデル分析を行い、その帰結は次のようにまとめられる。 

 

・ いずれの政策も採用されなければ、事業者に費用削減を行うインセンティブは存在し

ない（情報の非対称性が存在するため）。 

・ ヤードスティック規制が課された場合、隠された行動が存在する市場では、事業者に効

率化を図るインセンティブを与えることはできない。隠された情報が存在する市場で

は、補助額の設定によっては効率化を導ける可能性が存在する。 

・ フランチャイズ入札が行われる場合、隠された行動、隠された情報のいずれが存在する

市場においても、事業者の自発的効率化を導ける可能性が存在する。 

 

以上から、理論的には、隠された行動が存在する場合にはフランチャイズ入札の実施が

望ましく、隠された情報が存在する場合には条件によってはヤードスティック規制とフラ

ンチャイズ入札のいずれもが望ましくなるということが明らかとなった。 

 

4．ヒアリング調査 

ここからは、実際の自治体の事例を用いて、地域公共交通の現状を整理し、事業者の効

率化に関する市の計画における位置づけや、理論と現実的課題の乖離などを整理する。ここ

で、事例調査の対象として、岐阜県高山市と中津川市を取り上げる。この両市を取り上げる

理由は、以下の通りである。まず、両市とも、自動車への依存度が高い中で、高齢化にも直

面しているため公共交通の維持の必要性も高まっていることである。また、両市とも複数の

市町村が合併した結果、広大な市域を含むことになり、旧市町村区域の交通体系に関する格

差解消が必要となっていることも共通している。そして、特に前者の問題は、岐阜県内の他

の多くの市町村においても同様の困難に直面している可能性が高いと考えられるため、今

回はこの2市を事例調査の対象として設定した。 

ヒアリング対象とした2市は、いずれも地域公共交通網形成計画を策定している。そこで、

まずはそれぞれの市の地域公共交通網形成計画から事業者の効率化に関する記述の有無な

どについて整理する。その上で、市の交通担当者に対してヒアリング調査を実施し、計画に

記載された各施策に対応する具体的な契約の実態、効率化や地域公共交通の持続可能性に

関する課題認識などについて調査を実施する。 
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4.1 高山市 

高山市は、2005年2月に旧高山市と周辺9町村（丹生川村、清見村、荘川村、宮村、久々

野町、朝日村、高根村、国府町、上宝村）が合併してできた市である。面積は、約2,177平

方キロメートルで、日本最大の自治体である。人口は、2015年度に行われた国勢調査の時

点で89,182人、高齢化率は30.9%となっている。 

 

4.1.1 高山市の地域公共交通網形成計画 

高山市では、2015年3月に「高山市地域公共交通網形成計画」を策定している。その第3

章「地域公共交通の目指す姿」の「持続性の担保のための解決すべき課題」とした節の中

で、利用者の減少と運賃収入の確保を課題として挙げている。そして、「限られた財源の

なかで地域公共交通としての適正なサービスを確保できる仕組みづくりが求められてい

る」と指摘している。 

さらに、6項目が挙げられた「高山市地域公共交通網形成計画の指針」では、その5つ目

として、「効率的で低コストな地域公共交通を整備します」との記述がある。ここには、

「維持にかかるコストを極力、抑制しつつも、市民や観光客の移動ニーズに応えることが

できる地域公共交通を整備する」と書かれており、公共交通を維持するために掛かる費用

の低減が意識されていることが分かる。 

また、同計画の第2部「実施計画」において、地域バスの運行について、「利用が少な

い系統・便については、タクシー車両の利用やデマンド運行の導入など、運行を確保しつ

つ経費を抑制する方法を積極的に取り入れていく」と記載されている。この部分は、具体

的なコスト抑制の取り組み例を示したものである。 

なお、高山市については、国土交通省が 2014 年に公表した「公共交通における官民連携

の取組み事例集」において、「事前に補助額･委託額の算出を行い、計画通り運行した場合

には、実際の費用に関わらず算出額を支払うこととしており、黒字が出た場合は事業者収入

となる（p.55）」という方式を採用していることが紹介されている。これも、事業者が費用

削減努力を自発的に行うように促すインセンティブ設計の一つであると考えられる。 

 

4.1.2 高山市におけるヒアリング概要 

高山市では、地域交通の担当者に対して、3 節の理論研究や 4.1.1 で述べた地域公共交通
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網形成計画の記述内容を踏まえ、大きく分けて次の 3 点のような質問を行った。 

① ヤードスティック規制（間接的競争）やフランチャイズ入札の導入可能性 

② 委託料の算出方法と効率化のためのインセンティブの有無 

③ 補助金額を削減するための方策 

 

それぞれの質問に対する主な回答は以下の通りである。 

まず、①ヤードスティック規制（間接的競争）やフランチャイズ入札の導入可能性に関

しては、市内には乗合バス事業を運行可能な事業者は実質的には 1 社しか存在してないた

め、競争的な入札を実施して効率化を図ることは困難であると認識しているとの回答であ

った。当該バス会社は、自らが事業主体となって市内の幹線バス（旧市町村区域をまたぐバ

ス路線）を運行している事業者であり、高山市が運行主体となる地域バス（のらマイカー）

についても運行委託先として参画している。それ以外の事業者が参画するには、バス車両や

運転手の確保などについて大きな困難が伴うと予想できる、とのことであった。また、下呂

市や飛騨市など周辺の市を含めてもその他の運行事業者は存在しておらず、ヤードスティ

ック規制のような間接的競争の導入も難しいのが現状、という回答も得られた。 

次に、②委託料の算出方法については、運行キロ当たりの単価を委託されたバス会社で

試算し、それに運行距離を掛けた金額を委託料としているとのことである。この計算を路線

ごとに行っている。 試算された単価については、試算の根拠資料をバス会社から提示され、

内容を確認する形をとっている。また、最近では運転手確保のために正社員として雇用する

必要があることなどから人件費が上昇していること、車両更新が同時期に重なったことな

どを受け、単価が上昇しているため、提出された根拠資料や同じ事業者が運行している他市

の状況などを含めて確認しているとのことである。 

最後に、③補助金額を削減するための方策については、以下のいくつかの段階で検討さ

れていることが分かった。まず、バス会社に委託している地域バスで単価が上昇して補助金

額が増えていく場合、全便予約制で小型の車両を運行するデマンドタクシーへの切り替え

を検討する。実際、旧高山市を除く旧 9 町村の区域のうち 3 つの区域でデマンドタクシー

に切り替えられている。デマンドタクシーでは、岐阜県タクシー協会飛騨支部に運行を委託

しており、タクシー会社 3 社が乗合免許を取得して対応している。そのため、新規の投資や

雇用は不要で、実際の走行回数に合わせた単価契約となっているため、経費の削減につなが

っている。また、高根地域（旧高根村）では、地元住民が作るまちづくりの会が公共交通空
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白地有償運送を担っている。まちづくりの会は、市役所 OB など退職者を雇用しているため

賃金は安く済んでおり、委託料の軽減に寄与している。 

以上①～③で得られた回答から、高山市では事業者との契約において、事業者が自発的

に効率化を図るためのインセンティブ設計を意識した内容にはなっていないことが明らか

となった。また、その理由として、運転手不足などもあって周辺自治体を含めて潜在的な競

争者が不在であることや、補助金額の削減を主としてデマンド型交通の採用やまちづくり

の会など非営利団体への委託などサービス水準の見直しによって進めてきたことなどが挙

げられる。 

 

4.2 中津川市 

中津川市は、2005年2月に恵那郡北部6町村（坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡

町、蛭川村）、長野県木曽郡山口村を編入してできた市である。面積は、約676平方キロ

メートルで、岐阜県内で6番目に広い市である。人口は、2015年度に行われた国勢調査の

時点で78,883人、高齢化率は31.0%となっている。 

 

4.2.1 中津川市の地域公共交通網形成計画 

中津川市は、2018年に「地域公共交通網形成計画」を策定している。この計画では、高

校生の通学、病院への通院、免許返納した高齢者など自動車を利用できない層を対象とした

施策や、観光客を対象とした利用促進策、運転手確保のための取り組みなどを打ち出してお

り、事業者の効率化という視点はさほど重視されていないことがうかがえる3）。 

 

4.2.2 中津川市におけるヒアリング概要 

中津川市でも、地域交通の担当者に対して、高山市と同様に以下の 3 点の質問を行った

4）。 

① ヤードスティック規制（間接的競争）やフランチャイズ入札の導入可能性 

② 委託料の算出方法と効率化のためのインセンティブの有無 

③ 補助金額を削減するための方策 

 

それぞれの質問に対する主な回答は以下の通りである。 

まず、①ヤードスティック規制（間接的競争）やフランチャイズ入札の導入可能性に関
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しては、市内でコミュニティバスの運行を委託している事業者は 4 社あるが、いずれの事業

者も地域貢献や地域における信用獲得のためにコミュニティバス事業に参画していると認

識しているとのことだった。そのため、競争入札をしても入札不調になるケースが多く、実

質的には競争は成立しない可能性が高いとの認識が示された。市内の 3 つの地域では、既に

入札を行っても事業者の参画がなされず、地元の NPO 法人が交通空白地有償運送を担って

いる状況であるとのことであった。また、中津川市でも、高山市と同様、事業者が参画する

上で最大の課題として挙げられたのが、運転手の確保であった。 

次に、②委託料の算出方法については、過去の実績などを踏まえて基準コストの見積も

りを行い、実際に掛かった費用がその範囲内で収まっていれば問題ないと判断している。た

だし、人件費については、運転手確保が課題となっている現状を踏まえ、随時事業者と相談

をしているとのことであった。なお、事業者が自発的に効率化を図ることを考慮に入れたイ

ンセンティブ型の契約とはなっておらず、実際に掛かった費用を運賃収入と委託料で賄う

方式となっている。 

最後に、③補助金額を削減するための方策については、まずは運行日を絞ることを検討

するとのことであった。例えば、地域の診療所の診察日に合わせて、月曜と水曜、火曜と木

曜など週に数日のみの運行日を設定している路線も存在している。次に、先述の NPO 法人

によって運行している地域では、高山市と同様、地域に住む退職者などが運転手を担ってい

るため賃金が安く抑えられているため、委託料も安く抑えられている。 

また、これとは反対に、安全性を高めるための費用は削減対象としないように配慮して

いるという回答も得られた。例えば、アルコールチェックや運転手の健康診断などは必ず実

施するようにしているが、こうしたコストは安全運行のために必要不可欠であると認識し

ているとのことである。 

以上①～③より、中津川市でも、事業者が自発的に効率化を図るためのインセンティブ

設計を意識した内容にはなっていないことが明らかとなった。また、その理由として、事業

者が地域貢献を主眼として交通サービスに参画している実情があることや、これも高山市

と同様だが、補助金額の削減は運行日の効率化や NPO 法人への委託などサービス水準の見

直しによって進めてきたことなどが挙げられる。 

 

4.3 ヒアリング結果まとめ 

高山市と中津川市でのヒアリングの結果、いずれの市においても事業者の自発的な効率
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化のためのインセンティブ設計はあまり重視されていないことが分かった。その背景には、

潜在的競争者に乏しいことや、サービス水準の見直しによって補助金額削減を図ってきた

こと、また、場合によっては運行事業者が利潤最大化を目的としてしない NPO 法人である

場合もあることなどが挙げられる。 

以上を踏まえ、5 節では 3 節で提示した理論の前提条件との比較を行い、今後の地域公

共交通の効率化に関する研究に向けて考慮すべき点を整理し、結論とする。 

 

5．結論（考察） 

3節で提示した理論と4節で実施したヒアリングから明らかとなった地域公共交通の現実

について、それぞれの乖離をまとめたのが表1である。まず、大きく異なるのが、潜在的

競争者についてである。経済理論では、潜在的競争者がいると想定し、ヤードスティック

規制による間接的競争やフランチャイズ入札などが実行可能であると考えていた。しか

し、現実の地域公共交通では、そのような潜在的競争者が存在しない場合があり、その状

況では理論が想定するような規制政策は導入不可能となる。 

次に、運転手の確保について、理論では特に困難な状況を想定はしていなかった。しか

し、現実の地域公共交通においては、運転手の確保は最大の課題とも言える状況にある。

また、企業行動については、経済理論では利潤最大化を目的として想定していた。そのた 

 

表１．理論と現実の比較 

項目 経済理論 現実の地域公共交通 

潜在的競争者 あり なし 

運転手確保 困難を想定していない 大変困難な状況 

企業行動 利潤最大化 
地域貢献 

（場合によっては非営利団体） 

行政の目的 補助金額の削減 最低限の交通サービス維持 

費用削減方法 
事業者の自発的 

インセンティブによる効率化 

サービス低下 

非営利団体への委託 
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め、設定された規制体系を所与として事業者が自らの利潤を最大にするように選択する行

動が、行政の目的である補助金額の削減と合致するような規制体系を構築することが、イ

ンセンティブ設計として有効であった。しかし、現実には、地域公共交通への参画によっ

て必ずしも収益機会が得られなくても、地域貢献や信用獲得などを狙いとして事業を実施

している場合がある。あるいは、まちづくりの会などのように非営利団体が運行を受託し

ている場合もあり、事業者の行動原理として利潤最大化を想定することが必ずしも正しく

はない可能性がある。さらに、行政側も、事業者の自発的効率化による補助金額の削減を

目的とするのではなく、地域として最低限の交通サービスを維持することを目的として、

段階的に運行日を絞っていくなどサービス水準を見直していくことで対応している場合も

あった。 

以上から、現実の地域公共交通は、経済理論の想定が成り立たない状況が多く存在して

いることが分かった。例えば、運転手の確保が困難であったり、サービス低下を受け入れ

ざるを得なかったり、非営利団体によって何とか維持されていたり、といった既存理論の

想定を大きく越えた困難な状況が存在している。こうした中で、現実に即して経済理論を

修正することによって、地域公共交通の持続可能性を高めるために資する制度設計のあり

方について提示していくことが必要となる。 

 

注 

1) 両者の契約において、実際に運行を行う事業者が費用削減などの効率化を「自発的に」行うような仕

組みを組み込むことを、「インセンティブ設計」と呼ぶ。「インセンティブ」とは、人々（経済主体）を

ある行動に導く誘因のことであり、ある誘因に基づく人々の選択が社会的に（あるいは組織などにと

って）望ましいものとなるように導くような制度設計を「インセンティブ設計」という。 

2) 国土交通省によると、2018 年 2 月末までに 337 件が策定されている。 

3) ただし、「地域公共交通網形成計画」の前計画である「中津川市地域公共交通総合連携計画」（2014 年

作成）では、事業者の効率化のための視点はいくつか示されている。まず、公共交通の課題の一つと

して「巡回バスの運行収支改善」を挙げている。中津川市の巡回バスのうち、1 人 100 円の運賃を徴収

している地区での収支率は 11％程度にとどまり、また、多くの路線は無償で運行し費用の全てを中津

川市が負担するものとなっている。そのような状況を踏まえ、運賃設定の見直しや利用促進を通じて

収支率の改善を図ることが必要であるとしている。また、巡回バスを委託する事業者の選定に当たっ

ては、運行の安全性や利用者の利便性などとともに、運行経費が効率的な運営を前提としていること
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を評価基準として設定している。この点に関する記述が、事業者へのインセンティブ設計の問題と関

わるものと考えられる。 

4) なお、地域交通の担当部署が定住推進課であるということも中津川市の特徴として挙げられる。これ

は、先に挙げた高校生や病院に通院する人や免許返納した高齢者などを主な交通政策の対象として捉

えており、それらの人のニーズを充足することで市への定住を促すということが最終的な目的となっ

ているためである。 
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『交通政策入門』、同文館出版、pp.145-164. 

3）国土交通省(2014)「公共交通における官民連携の取組み事例集」 
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岐阜県飛騨市における民間による空き家活用事業の自立に

向けた課題 
 

立命館大学文学部地域研究学域 准教授 山本理佳 

1. はじめに 

1.1 問題意識 

2014 年 7 月、総務省の『平成 25 年住宅・土地統計調査』で全国の空家総数 820 万戸、総

住宅数に占める空家の割合が 13.5%という数値が公表され、全国的に空家に関する問題が取

り沙汰されるようになった。さらに、2015 年には空家等対策の推進に関する特別措置法が

施行され、同年の国勢調査の結果、第 1 回調査から初めて日本の人口が減少に転じたことが

明らかとなった。こうして 2014 年以降、空家や人口減少が社会的に大きな問題となり、空

家活用や交流人口の促進という地域活性化政策が提唱されている。本研究では、そうした空

家活用と交流人口促進、すなわち観光活性化の両輪を担うと思われる、空家の宿泊施設転活

用に着目し、その実態および課題を明らかにすることを目的とする。 

1.2 先行研究 

これまでに，空家の問題やその転活用について取り上げたものはとくに近年多く行われ

るようになっている。たとえば、空家発生実態・発生要因についてとらえたもの（加藤他

2008）や空家バンクの政策実態について取り上げたもの（平 2017）などがあり、今後の空

家増加や空家データベース化が政策的に進められていることがとらえられている。さらに、

ゲストハウスの実態分析（石川 2017 など）や最近施行された民泊新法に関する考察（西海

2016）もなされ、その急増する実態や今後の増大なども示されている。これらの研究は、今

後は単に行政だけに頼らない様々な主体による空家転活用、多様な宿泊施設経営手法が出

現する可能性を示唆しているともいえる。 

そうした中、地域振興としての空家（古民家）活用を具体的に示すもの（たとえば山崎

2016、西山 2017）では、多くが公民協同やソーシャルビジネスという公的主体が大きく関

わった形での成功事例を提示する。ただし、たとえば坂井ほか（2014）がその成功事例には

補助金獲得が前提となっていたことを指摘したように、それらは公的補助の投入や公的主

体が関わることでの「成功」である。ほかにも空家バンクの需給ミスマッチ（高橋ほか 2014）

や中古住宅改修における人材の不足（藤平 2017）など、種々の課題も多く指摘されている。

今後、民間など多様な主体による転活用が増大する可能性がある中、そうした多様な主体に
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よる自立的な転活用・経営を前提とした幅広い分野にわたる課題をとらえておくことが重

要である。そこで本研究では、人口減少社会における地域衰退を解決する施策として注目さ

れる「空家の宿泊施設転活用」に関して、多様な主体が多様な形態で参入・関与し、自立し

た経営を行う際の課題とは何かを明らかにする。 

1.3 研究方法 

既に古民家を転活用した宿泊施設が多くの主体により多様に開設され、多様に展開され

ている飛騨市を事例とし、それらの主体および関係者に対し、その開設にいたる経緯や現状

に対する課題など、詳細なインタビューを実施することとした。なお、インタビュー等の実

施は 2017 年 10 月から 2018 年 7 月の期間に行った。 

表-1 が本研究で対象とした宿泊施設、表-2 がそれらを管理する主体の業種、そして表-3

がその他聞き取りを行った関連する対象者である。 

表-1 飛騨市における空家転用による宿泊施設（一部飲食店等含む）の一覧 

 

表-2 転用施設の管理主体の主な業種 表-3 その他の聞取り対象者 

 

 

 

 

 

 

 

いずれも聞取り調査により筆者作成  

施設 施設形態 管理事業体 開設 備考

① 飲食店 A 1999 古川町(市街中心）

② 部屋・1棟貸 市の指定管理（B→C→K） 2009→2015→2018 宮川町

③ 1棟貸 D（2018~未確認） 2012 古川町(農村)

④ 1棟貸 D→E 2012→2018 古川町(市街中心）

⑤ 1棟貸 D 2014（2016~休止） 古川町(市街中心）

⑥ 飲食店・事業所・住居 F 2013 古川町(市街周辺）

⑦ 部屋貸→1棟貸 G 2014→2015 古川町(市街周辺） ⑥内

⑧ 1棟貸 G 2016 古川町(市街中心）

⑨ 1棟貸 G 2017 古川町(市街中心）

⑩ 1棟貸 H 2016 (高山市)国府町 移築

⑪ 部屋貸 I 2017 古川町(市街中心）

⑫ 部屋貸 J 2017 古川町(市街中心）

⑬ 1棟貸 F 2018 古川町(市街周辺） ⑥内

場所

ア 観光協会

イ （元）市職員

ウ ホテル

エ 建築士

オ 設計士

カ 不動産

キ 商工会

ク 飛騨市地域振興課

ケ 飛騨市林業振興課

A 飲食店経営

B まちづくり会社（地元住民で構成）

C 旅行業・コンサルティング

D 建設業（地元ゼネコン）・宿泊施設運営

E 宿泊施設運営

F 複合施設経営

G 宿泊施設運営・旅行業

H 不動産（古民家専門）・宿泊施設運営　　　　　　【高山市】

I 地域振興事業（林業振興）・交流・飲食・宿泊施設運営

J 宿泊施設運営・料理教室運営

K 農業・旅行業・宿泊施設運営　　　　　　　　　　　　【愛知県】
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2．調査対象地域の概要 

2.1 対象地域の概要 

 飛騨市は 2004

（平成 12）年、古

川・神岡の 2 町お

よび河合・宮川の 2

村を合併して誕生

した(図-1)。現在、

その旧町村界を町

界とする 4 町で構

成されている。市

域の多くが山林で

あり、都市的な町

域は河川に沿って

形成されたわずかな盆地の古川および鉱山採掘の拠点であった神岡に発達した。現在、JR 高

山線の飛騨古川駅を中心とする古川町が、飛騨市の人口総数約 25,000 人のうち、15,000 人

を占める市の中心的な地域である。また観光産業においても、高山にほど近く、さらに城下

町を起源とする歴史的町並みを観光資源とする点でも高山と類似する古川町が中心となっ

ている。表-1 でとらえられるように、宿泊施設のほとんどはこの古川町域内で開設されて

いることから、古川町を中心に見ていくこととする。 

図-2 は戦前から

の各町域の人口変

化を示したもので

ある。とくに戦後

1960 年代以降の他

の 3 町の減少状況

に比べ、唯一増加・

安定傾向にあった

のが古川町である。

ただし、2000 年代

図-1 飛騨市の概略 

『飛騨市市勢要覧2017』等により筆者作成 

図-2飛騨市の人口（1920～2040(推計) 

飛騨市（2016）『飛騨市まち・ひと・しごと創生総合戦略』 
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以降は人口減少が顕著となっている。 

さらに古川町内で

の地区別人口の変化

をとらえる。表-4 が

合併後 10 年間（2004

～2014 年）までの地

区別の人口増減を示

したものであり、図-

3 にこの区分された

地区を示した。市街

地区、周辺地区、さら

に農村地区と分け、

さらに市街地区は住

宅が密集する中心部

と田畑もみられる周

辺部、そして周辺地

区は市街地に隣接し

ている区域とそうで

ない区域、との区分

し、計 5 区域とした。 

表-4 から、そのうち

市街地区（中心）の人

口減少率が農村地区

に次いで高く、また

減少人口数は 880 人

におよび、規模が大

きい減少となってい

ることがわかる。一

方、市街地区（周辺）

や周辺地区（市街地

表-4 古川町内の地区別人口動向（2004－2014年） 

 

飛騨市（2015）により筆者作成 

図-3 古川町内の地区範囲 

 1/5万地形図「飛騨古川」（1997年発行）「金沢」（2003年発行）・ 

飛騨市（2015）より筆者作成 
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隣接）においては減少はかなり抑えられている。飛騨市全体で、より規模の大きい高山市や

他の地方都市への人口流出が高い傾向にある一方、このような町内部の地区による差異は、

町の中心部から隣接地区などへの人口流出が考えられる。その一因には隣接地区で進んだ

住宅開発、国道のバイパス建設や高速道路開設といった自動車交通の促進とそれに合わせ

た大型商業店舗の進出などが大きくかかわる。同時に中心部の伝統的町家景観の規制や祭

り参画を敬遠する若い世代の新規住宅地区への志向も空家物件発生につながっていること

も聞かれた。多くの地方都市で進行している中心市街地空洞化が、こうした山間部の町でも

顕現している実態がとらえられる。 

 

2.2 古川町の観光概要 

 古川町は 16 世紀末に高山（現在の高山市中心部）とほぼ同時期に形成された城下町が現

在の町の骨格の起源となっている。その後、同様に高山とともに幕府直轄となり、街道の拠

点の 1 つとして発展した。 

 高山と異なる点は、明治以降になり、

「古川大火」とも称される火事によって

市中心部に位置していた家屋のほとん

どが焼失したという点である。そのた

め、古川町の多くの建物はこの大火後の

近代期の建築ということになる。にもか

かわらず、古川町の町家景観（写真-1）

が高山と同様「伝統的な歴史景観」とさ

れるのは、古川町では近代以降も伝統的

な建築工法・デザインによる町家が建築され続けてきたことによる。 

 そうした古川における町家建築の継承が、極めて特徴的なこととして明確に示されたの

が、1985 年の町並み調査である。日本ナショナルトラストへの委託でなされた本調査では、

調査チームを率いた都市建築の研究者から「何の規制もない状況で、なぜこのような統一さ

れた伝統的町家景観が維持されるのか」という問いが発され、町民はそれが地域独自の特徴

的な点で、「相場崩しを嫌う」という言葉に象徴される町民性に由来するものととらえるよ

うになった。 

その後 1980 年代後半から 1990 年代にかけては、そうした特徴的な伝統的町家景観やそ

写真-1 古川町内の地区別人口動向（2004－2014年） 

 2018年6月撮影 
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の伝承された技術文化、古川祭りといった歴史的資源を中心に据えた観光化が青年会議所

や商工会を中心とする町民らによって意識的になされていくこととなった。 

 図-4 は、おおよその市街地区を示したものであり、上述した 1985 年の調査結果を受け、

1996 年に制定された「飛騨古川ふるさと景観条例」において「歴史的景観地区」として定

められた範囲と、今回対象とした宿泊施設の分布を示したものである。なお、この範囲外に

ある宿泊施設（3 施設）については、図-3 に示している。いずれも表-1 で示した丸数字と対

応している。 

 

現状、転活用されている宿泊施設の半数近くがこの歴史的地区に位置していることがわ

かる。すなわち、古川町では伝統的建築工法による建築物という価値が付与された空家を資

源としつつ、その宿泊施設転用が多く進められているといえる。 

 さらに、合併以後の飛騨市におけ

る観光動向を示した図-5・図-6 をとら

える。観光客数は古川町が舞台とな

った 2002 年の NHK の朝の連続テレ

ビ小説の放映後に年間 120 万人を超

えてピークとなったが、その後は減

少し、2012 年以降は多少の増減を含

みつつ回復傾向にあるという状況である。この背景には外国人観光客の増大があると考え

られる。図-6(1)は飛騨市における宿泊客数の変化を施設別にとらえたものであり、図-6(2)は

そのうちの外国人観光客数をとらえたものである。2012 年までは多い時でも千人を超える

図-4 市街地区における歴史的景観地区と宿泊施設分布 

飛騨市都市計画区分図・飛騨市まちなみ…・調査により作成 

図-5 飛騨市の観光客数の変化（2005－2016年） 
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か超えないかくらいであった外国人宿泊客数が、2013 年に一気に 2 千人を超え、2016 年に

は 7,000 人近くに激増した。さらにこれに大きく貢献していると考えられるのが、民営宿泊

施設の存在であり、これが 2016 年時点では外国人が利用した宿泊施設の 7 割にものぼって

いる。飛騨市にはスキー場があり、民営宿泊施設の中にはそれらスキー場関連の宿泊施設が

多く含まれるものの、これだけの増加には近年数多く開設されてきた古民家風のゲストハ

ウスや 1 棟貸の宿泊施設の存在が極めて大きいと考えられる。 

 

 

3．飛騨市における空家活用の現状 

3.1 概要と経緯 

飛騨市では、ことに 2010 年代以降、古民家を活用した宿泊施設運用が多く見られるよう

になっている。今回確認した事業体は表-1 に示す通り、全部で 10（K は除く）、施設数では

13 である。それらの運用主体に共通して多いのが、I ターン、U ターンの若年～壮年世代で

あり、かつ海外経験を豊富に持っていて、そのため外国人を対象とするサービスを念頭に置

いた宿泊事業が展開されていることである。すなわち、宿泊施設運用のみならず、ツアー事

業や研修事業、商品開発事業などの複合的なサービスも付帯させていることが特徴である。 

時期的にはまず、1990 年代末の飲食店開業（地元住民の女性が経営する事業体 A）が古

民家の事業活用の先駆けとして位置づけうる。その後インバウンド観光が本格化していく

契機が海外経験をもち飛騨に移住した夫婦（I ターン者）によって立ち上げられた事業体 C

によるサイクリング事業の開始にあり、これが 2000 年代末以降となる。この事業体 C も関

わった、事業体 D という地元の老舗ゼネコンによる古民家の宿泊施設活用が開始されたの

が 2010 年代前半であり、その後 2010 年代半ば以降には多くの運用主体による宿泊施設運

用が行われるようになった。U ターン者を含む地元の若年世代により立ち上げられた事業

図-6 飛騨市における施設別の宿泊客数(1)【左】と外国人宿泊客数(2)【右】（2004－2016年） 

 いずれも『飛騨市の統計』（2008～2016）より筆者作成 
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体 G が古民家を活用した宿泊施設事業を開始し、その後高山市も含む複数施設の運営を展

開している。ほか事業体 C も市の指定管理を受けて宮川町での宿泊施設運用を行った。さ

らに 2017 年には地域振興事業を展開する事業体 I による広葉樹活用を念頭に置いた商品開

発・研修事業における宿泊施設事業運営、また U ターン者個人による古民家活用宿泊事業

運営（事業体 J）など、極めて多様な主体および多様な手法による宿泊施設事業の運営が行

われるようになっている。 

 

3.2 飛騨市における宿泊施設事業の現状 

 上述したように、飛騨市では 2010 年代半ば以降、多くの運営主体がかかわることで事業

が展開している状況がとらえられる。ここではそれらに特徴的な点について指摘する。 

(1) 古民家（空家）の流通・取得 

 今回対象の宿泊施設が多く存在する古川町は、もともと景観条例や「相場」意識の影響で、

木造伝統建築のつくりをした民家が多い。現状、住んでいない家も多数あるが、景観を崩さ

ないように、度々帰ってきて手入れしている人が多いこと、また空き家になる場合にはすぐ

に対応しようとする人が多いとの声もきかれた。こうした点から、空家で転活用しうる物件

が潜在的に多く存在している状況にある。ただし、今回調査対象とした施設は、すべて直接

的な所有者とのやり取りや知り合いのつて、親戚の家など、直接的な情報収集や人間関係の

中で取得（賃貸契約）したものであった。後継管理者の信頼も問われることも多い。市の空

家バンクにも提供実績のある不動産事業者（2 社）へのヒアリングでは、貸主（売却側）や

借主（取得側）双方に対しても極めて手がかかるサービスであり、いずれもこれらの物件に

対する熱意と興味を持つ故の取り組みであり、中古の一軒家（空き家）を市場に流通させて

いくのはなかなか難しい状況がとらえられた。多くの地域で同様の状況であることは先行

研究でも明らかにされているが、対象地域においても宿泊施設活用に際し、多くの良物件は

人づてに聞いて得られた情報によるものであり、この時点で運営に関わることができるか

否かが問われる状況であった。 

(2) 宿泊需要と事業サービスの展開 

観光客の増加に応じて即座に事業を開始するということが古川町では少ないとの話が聞

かれた。実際に 2002 年の NHK の番組による観光効果は高かったものの、それによって開

設した店舗は 2 店舗であったという。加えて 2016 年には人気映画公開やユネスコ無形文化

遺産登録があったが、それ程観光客数は伸びていない状況にある。このように、町や自治体
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による観光客増大に向けた大々的な取り組みや政策は、一過性の高い性質のものであるこ

とに対する危惧もあり、展開されていないのが現状である。 

こうした中、各事業体はそれぞれ、隣接する高山市の効果も見込む形でのインバウンド観

光需要を基軸に置きつつ、さらにツアー事業、地域振興事業、商品開発事業などとの複合的

なサービスにより新たな宿泊需要を生み出しつつ運営していた。周辺農村部では収支が厳

しい状況にある施設もあるものの、多くは稼働率 5 割を超え、ほぼ収支同額という事業体や

宿泊施設事業だけで確実な収益をあげる事業体もあった。また宿泊需要を自らの事業サー

ビスによって呼び込み、安定的運用を行っている事業体もあり、高山市という隣接地域の需

要が大きいことは否めないものの、自立的な運用の可能性がうかがえる状況が確認できた。 

ただし、とくに I ターン者がメインの事業体の場合、様々な事業サービスの展開において

は、地域社会との関係性の構築に労力を割いている状況もとらえられた。とくに大都市より

も関係性が密である山間部の地域の場合、インバウンド関連事業や地場産業への新規参入

に関する理解を得るのに時間がかかったことが聞かれた。こうした事業展開において、事業

体として地域社会との関係性構築にも様々な課題があることがわかった。 

(3) 資金・費用 

 まず、古民家等伝統的造りをした宿泊施設の改修費用は、取得を含まないとしても相当額

となる。かなりの良物件で相当程度節約できても 100 万程度はかかることが多く、それ以外

では 500 万以上必要な場合が多い。さらに取得となるとさらに高額の費用が必要となる。こ

の点については、もともと多くはかからない良物件の選択であったり、地元事業家の投資で

あったり、あるいは自治体による改修や自治体・国の補助制度活用であったり、さらには通

常の金融機関の融資を獲得したり、と様々な形で取得・改修がなされていることが聞かれた。

運用に関しては、上述した通り、稼働率も 50%以上で利益がある程度出る形、あるいは収支

均衡での運用が可能となっている状況が多く聞かれた。ただし、古川町外の不便な場所では

稼働率がそれを大きく下回り、運用自体が相当なマイナスとなっている物件もあった。 

こうした中、行政の補助制度活用については、各運営主体で様々であった。雇用創出や指

定管理などの補助・制度を継続的に活用した事業運営であったり、あるいは通常の金融機関

融資をもとに、自治体の最小限度の補助金で自律的運用を目指す運営であったり、あるいは

行政の出資による事業体の設立や目的にもとづく特定の補助制度利用を行うも、その後は

自立的な運用を目指す運営もあり、いずれも補助制度利用のあり方が異なっており、その補

助の申請先も厚労省や総務省、農水省、自治体と広範囲にわたるものであることが明らかと
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なった。古民家改修費用やその後の運用費用など補助をどの費用に充てて宿泊事業に活用

するかで異なっており、とくに初期費用は厳しい状況があるものの、運用については経営手

法・工夫によって補助に依存しなくても経営できる状況もとらえられた。 

 

4．おわりに―自立に向けた課題― 

以上を踏まえ、以下の点が多様な主体が多様な形態で参入・関与し、自立した経営を行う

際の課題であると結論づける。 

まず、宿泊事業者および行政双方にとっての課題として、①地元の人材・関係性構築があ

る。とくに I ターン者が事業を行う場合、不動産情報はほとんど出回らず、地域社会独自の

情報・事業流通形態が形成されているため、事業の協力者獲得も難しい。まずは地元社会と

の連携や信頼関係をどのように築くかが重要であり、パイプ役として地元人材の雇用と協

力者獲得、市職員との連携などが必要である点がとらえられた。さらに②費用の問題がある。

宿泊施設活用は、とくに古民家活用の場合は改修費用が少ないものでも 100 万、平均的には

500～600 万、多いものになると 1000 万近くかかるものもあり、新築と比較しうる金額とも

なる。これは初期投資としてはなかなか厳しいものであり、この改修費用についての補助は

必須といえる。ただし、これまで雇用、空家、農泊関連分野での補助金が多く申請されてい

るものの、今後経営主体が増大してきた場合、獲得すら難しくなることも想定すべきである。

このことを見越した通常の事業計画にもとづく金融機関からの融資、初期投資を抑えつつ

収益獲得後の段階的投資、クラウドファンディングによる資金調達など、多様な方法の検討

を必要とするともいえる。 

また宿泊事業者の問題としては、利活用可能な空家の増大と観光客数の大幅増大の困難

から、今後事業参入が増大し競争が激化する可能性は高い。事業者にとっては宿泊需要を創

出することも重要といえる。たとえば飛騨市では、サイクリングや料理などの体験ツアー、

サテライトオフィス、農林業体験ツアー、停泊型商品開発（ワークインレジデンス）といっ

た他事業との抱き合わせで独自の顧客を呼び込み、宿泊需要を安定させることも多く行わ

れていた。 

最後に、行政補助のあり方として公平性やそれにもとづく審査等の問題もあることを指

摘しておきたい。現状、様々な政策的促進から、今後さらに多様な形での宿泊施設を運営す

る経営体が出現する可能性は高い。金額の大きな補助金や継続的な運用を保証する補助金

は特定の主体の運用を保証するものの、競合他社も含めた経済活動の妨げや公平性に抵触
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する可能性もある。事業の公共性、事後評価などの審査基準を整備していく必要があるだろ

う。 
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