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第 1章 業務概要 

1.1. 業務の目的 

平成 25 年に観光立国の実現に向けた諸施策の推進が図られたことから、日本に訪れた外国人旅

行者数は２年連続で 高を更新しており、旅行消費額も中国と台湾を中心に上昇している。それに

伴い、客室稼働率も東京都と大阪府で 80％以上、全国的に見ても 58％と上昇している。 

平成 26 年に滋賀県内の宿泊者は過去 高に達し、前年比 77％増となった。大津市においても、

平成 26 年の延べ宿泊者数は増加し、その内外国人延べ宿泊者数は前年比 82.7％増となっている。 

一方、京都に隣接する大津市の中心市街地エリアでは、町中を周遊している観光・来訪者をあま

り見かけることはなく、大津は「京都観光の団体客の受け皿」となっている傾向にある。 

大津ならではの歴史や文化にふれ、着地型の観光を楽しむことができるエリアとしていくために

は、個人の観光客や来訪者が滞在できる施設の整備と中心市街地エリアの活性化が望まれる。 

本業務は、中心市街地にある歴史的資源である町家を地域の活性化に活用するため、インバウン

ド向け宿泊施設の需要や法的規制等の課題を把握し、過去の『まち歩き事業』で実施した地域連携

可能なソフトを整理し、インバウンド向けに提供できるサービス等のプログラムを検討するもので

ある。 

 

 

1.2. 業務概要 

本業務の対象地域は中心市街地エリアとし、業務の概要は以下のとおりである。 

 

（１）現況及び課題の整理 

１）中心市街地エリアの概況 

２）外国人観光客のニーズの把握 

３）課題の整理 

（２）町家を活用した宿泊施設の検討 

１）町家を活用したインバウンド向け宿泊施設の事例調査 

（３）活用にあたりクリアすべき法的規制の把握 

（４）中心市街地エリアの宿泊施設と連携したサービス等の検討  

１）近年の観光客動向の把握と宿泊施設と連携できるかのヒアリング調査の実施 

２）宿泊施設と連携できるサービスの検討 
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第 2章 現況及び課題の整理 

2.1. 中心市街地エリアの概況 

 

大津市の中心市街地は、江戸時代は東海道五

十三次の宿場の中でも 大の人口を有するほど

に賑わいを見せ、「大津百町」と呼ばれる密度の

高い市街地が形成されており、往時を今に伝え

る歴史的・文化的資源が各所に残っている。そ

の中の一つである「大津祭の曳山行事」は平成

28 年 3 月 2 日に大津市で初となる「国の重要無

形民俗文化財」に指定された。  

また、大津市の中心地として、滋賀県庁や裁判所など官公庁施設が立地している他、日本有数

のオペラ劇場として国内外から高い評価を得ているびわ湖ホールなどの文化施設も立地している。

市街地の北は琵琶湖に面し琵琶湖クルーズの玄関となり多くの観光客で賑わう。季節により表情

を変える山麓には園城寺（三井寺）に代表される社寺が溶け込み、琵琶湖と京都を琵琶湖疏水が

結んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

大津祭 びわ湖ホール

琵琶湖クルーズ 琵琶湖疏水

琵琶湖園城寺（三井寺）

 
安藤広重作 「木曽海道六十九次之内 大津」
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（１）観光資源 

中心市街地活性化エリア（以下中活エリア）に滞在した際に、現時点において見学や体験が可

能なメニュー、観光の楽しみである地域の特産品を購入できる店舗にについて以下に整理する。 

◇主な見学、展示・交流施設の概要 

施設 概要 
定休日 

営業時間 
入館料・拝観料

大津市歴史博物館 常設展示では大津市の歴史と文

化を資料や映像、模型により紹介

している。大津百町の町並みを復

元した模型や、大津絵や近江八景

などが展示されており、大津の歴

史を楽しく学べる。企画展も年 2

～3回開催されている。 

月曜日 

祝日の翌日 

9：00～17：00 

（入館は16：30まで）

入館料 270 円 

高・大 200 円 

小・中 130 円 

園城寺（三井寺） 天台寺門宗総本山。国宝の金堂を

始め、数多くの指定文化財の建造

物が建ち並ぶ。同寺の湧水を天

智・天武・持統天皇の産湯とした

ところから「御井寺」と呼ばれて

いる。近江八景「三井晩鐘」でも

知られ春秋はライトアップが行

われる。 

無休 

8：00～17：00 

拝観料 600 円 

中・高 300 円 

小 200 円 

三橋節子美術館 

長等創作展示館 
長等公園内に位置し、故三橋節子

画伯の作品を収蔵・展示してい

る。中庭と一体となった創作スペ

ースでは絵画や工芸などの創作

活動が行える。 

月曜日 

祝日の翌日 

9：00～17：00 

（入館は16：30まで）

観覧料 270 円 

高・大 200 円 

小・中 130 円 

大津祭曳山展示館 国の重要無形民俗文化財に指定

された「大津祭」を紹介している。

原寸大曳山模型を中心にお囃子

の音響や映像によりお祭りムー

ドが味わえる。大津祭の特色であ

るからくりも楽しめる。 

月曜日 

祝日は営業 

9：00～18：00 

入館無料 

まちづくり大津百町館 丸屋町商店街にあり、明治 32 年

に建てられた築百年以上の大津

百町の町家を活用した施設。火袋

のある通り庭やつるべ式の井戸、

おくどさん、水屋箪笥や火鉢等の

町家文化を見学できる。 

月曜日 

10：00～17：00 
入館無料 
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◇主な見学、展示・交流施設での体験メニュー等 

施設 体験内容 料金 

園城寺 

（三井寺） 
体験コース（要予約）  

写経・写仏体験（所要時間 1 時間～） 500 円 

山伏体験（所要時間 6 時間） 10,000 円（保険・衣装・昼食代含）

座禅体験（所要時間 1 時間） 1,000 円（高校生以下 500 円） 

ビーズブレスレット制作 

（所要時間 30分～45分）
1,000 円～ 

Yoga （草津のヨガスタジオが主催） 3,000 円 

鐘つき 1 回 300 円 

大津祭曳山展示館 お囃子体験 無料 

 

 

 

 

 

 

◇主な大津百町の特産品や大津百町に関する土産 

特産品 購入できる主な店舗・施設 

和菓子 
藤屋内匠、鶴里堂、叶匠寿庵、三井寺力餅本家、餅兵、光風堂菓舗、寶堂 

大忠堂、大門堂、親玉商店 

湖魚 阪本屋（鮒ずし） 

加工品 八百与（漬物）、中川誠盛堂（近江茶）、与三はん（近江茶） 

地酒 平井商店 

大津絵 大津絵の店 

その他 
大津市歴史博物館の一筆箋や絵葉書などのオリジナルグッズ 

大津祭曳山展示館で販売されている大津祭の手ぬぐい 

大津名物  

三井寺力餅 

鮒ずし 

園城寺（三井寺）での Yoga 体験

園城寺（三井寺）での山伏体験 大津祭曳山展示館でのお囃子体験

近江茶 

地酒 

大津絵の 

短冊 

大津祭の

手ぬぐい
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旧東海道に位置する「大津魚忠」や疏水に近い「豆信」、「旧大津公会堂」や「おで湖」（中野家

住宅主屋）などの国の登録有形文化財が飲食店として活用されており、町家や近代建築の歴史を

感じる空間の中で食事が楽しめる。 

また、大津市では時代を超えて継承されてきた広告物（看板等）を「古都大津」の景観を構成

する重要な要素と捉え、「景観重要広告物」として指定している。中活エリア内でも 5つの看板が

指定されており、看板や歴史ある建物を見て回る町並み散策も楽しい。 

中活エリアの歴史的建造物・広告物について別図に記し、その中で来訪者が利用することがで

きる施設・店舗について以下に整理する。 

◇登録有形文化財に指定されている飲食店・物販店 

施設 概要 定休日 営業時間 住所 

旧大津公会堂   9:00～22:00 浜大津 1-4-1 

ハワイアン キッチンズ ハワイ料理 木曜日 
11：00～15：00 

17：00～22：00 
B1F 

大津グリル 
和フレンチ 

木曜日 

第 3水曜日

11：30～15：00 

17：30～21：30 
B1F 

モダンミール 
近江牛グリル&バー 火曜日 

11：00～14：00 

17：00～23：00 
1F 

リストランテ・ラーゴ 
イタリアン 月曜日 

11：30～14：30 

17：30～21：00 
1F 

大津魚忠 日本料理 水曜日 11：30～22：30 京町 2-4-10 

おで湖 居酒屋 不定休 17：00～24：00 中央 1-7-18 

豆信 日本料理 不定休 11：00～21：00 長等 3-3-26 

阪本屋 鮒ずし・湖魚佃煮 日曜日 9：00～18：00 長等 1-5-21 

 
国の登録有形文化財  旧大津公会堂 国の登録有形文化財  おで湖

大津市景観重要広告物（看板）餅兵 大津市景観重要広告物（看板）八百与
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（２）まちあるき・まちゼミ 

平成 26 年、平成 27年に開催された「大津まちあるき」と平成 27 年に開催された「まちゼミ」

の概要について以下に整理する。 

「大津まちあるき」の主催は大津市中心市街地活性化協議会、「まちゼミ」の主催は一般社団法

人大津市商店街連盟。 

◇まちあるき平成 26 年（2014 年）春 

 日時 まちあるきのテーマ 参加施設・店舗 

1 3 月 1 日（土）
幻の大津酒（おおつざけ）と大津百町酒藏 76 場 

～平井酒造酒蔵見学と昼食会

平井商店 

武田酒店 

2 3 月 9 日（日）
町家研究家と行く 

～大津祭と大津町家軒切りの真実
ギャルリーオー 

3 
3 月 15 日（土）

大津菓子って言葉を聞いたことがありますか 

～大津百町和菓子街道めぐり

寶堂、光風堂、鶴里堂

餅兵、昆布熊（駄菓子）

藤屋内匠（製造見学）

4 3 月 16 日（日）
まちのミステリーハンターと行く 

～発見！大津百町の鐘馗さんと仲間たち
カフェ・フェリーチェ

5 3 月 21 日（祝）
近江＆京都龍馬会と行く 

～寺田屋お登勢と大津と龍馬

光風堂 

大津百町館 

6 3 月 22 日（土） 京の茶漬けならぬ、大津の茶漬けって、どんなんかな？ 八百与 

7 3 月 23 日（日）
蝉丸と関寺小町と美人の湯 

～一番風呂へいらっしゃい
小町湯 

プラス 

1 

3 月 19 日（水）

（女性限定） 

鮒ずしとチーズと日本酒とワインの 

四角関係（クロスオーバー）

平井商店 

阪本屋、アケミ食堂 

 

 
大津菓子の製造見学/藤屋内匠大津の茶漬けってどんなんかな？/八百与 
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◇まちあるき平成 27 年（2015 年）春 

 日時 まちあるきのテーマ 参加施設・店舗 

1 2 月 22 日（日） 青龍寺で大迫力「雲龍図」襖絵と大津菓子を楽しむ 鶴里堂 

2 2 月 28 日（土） 大津絵を見る・食べる・大津絵踊りに出会う 
大津絵の店、三井寺力

餅本家 

3 3 月 8 日（日） はじめての大津―まちの案内人と○○発見!!― 大津祭曳山展示館 

4 3 月 14 日（土） 江戸に帰って大津を歩く 
大津魚忠、平井商店 

ギャルリーオー 

5 3 月 21 日（土） 商店街若店主おすすめ 大津：茶漬け・酒・菓子 
平井商店、光風堂 

畑中酒店、八百与 

6 3 月 22 日（日）
着物で大津の和スポットめぐり 
老舗お茶屋さん直伝の家庭で出来るおいしいお茶の入れ方講座付！ 

餅兵、森野すだれ店 

中川誠盛堂、ここち夢

 

◇まちあるき平成 27 年（2015 年）秋 

 日時 まちあるきのテーマ 参加店・団体等 

1 9 月 19 日（土） 大津絵を見る・探す・食べる  大津絵踊りに出会う 
NPO 法人大津絵踊り

保存協会 

2 9 月 21 日（月・祝） もうすぐ大津祭！祭囃子に誘われてそぞろ歩く大津の夜 大津魚忠 

3 10 月 24日（土） 商店街若店主おすすめ  食べる+お買いもの+とっておき体験！ 七黒、八百与 

4 10 月 25日（日） 伏見・京街道から追分・大谷 旧東海道をあるく かねよ 

5 11 月 7 日（土） 百町探検・学芸員セレクション 古地図持って路地さがし 丸二果実店 

6 11 月 22日（日） 大津まちなかの歴史発見!! 近代化遺産編  

7 11 月 28日（土） 着物で大津の和スポットめぐり～長等の社寺と紅葉を楽しむ～
大津絵の店、叶匠寿庵

佐知’s  pocket 

 

 

 

着物で大津の和スポットめぐり/大津絵の店 着物で大津の和スポットめぐり/叶匠寿庵
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まちゼミは「得する街のゼミナール」の略称。各商店が講師となり、予約制で各店の商品や専

門知識などを学べる講座。平成 27 年 10 月 1 日～31 日に「第 1 回大津まちゼミ」が開催された。

材料費や開講日、講座内容が記載されたチラシを見て、受講者が直接、各店舗に申し込むシステ

ムになっている。 

 

◇まちゼミ平成 27年（2015 年）秋 

 参加店舗 講座内容 受講人数 材料費等

1 Ishigama 自宅でできる近江の食材を使ったピザ 6 名 500 円

2 Hapiness Village おいしい紅茶の淹れ方（シフォンケーキ付） 10 名 700 円

3 与三はん お茶の美味しい淹れ方・楽しみ方 10 名 無料

4 (有)丸二果実店 フルーツのおはなしと「三井寺千団子祭」とザクロ 10 名 600 円

5 八百与 八百与流おいしい赤かぶの漬け方と八百与のお宝 10 名 500 円

6 ㈱小川酒店 滋賀県の地酒を楽しもう 5 名 500 円

7 永楽屋 
お仏壇の簡単なお手入れ方法 

お念珠の話 

10 名

10 名

300 円

無料

8 大津中央鍼灸院 ビギナーのための“めざせ！フルマラソン” 5 名 無料

9 Sion 

アロマでくらしを豊かに！ 

虹が広がるサンキャッチャーストラップ作り 

アロマで認知症予防と快眠生活 

6 名

6 名

6 名

500 円

1,300 円

500 円

10 石川商店 お味噌の産地と味くらべ 5 名 無料

 

  

お仏壇の簡単なお手入れ/永楽屋虹が広がるサンキャッチャーストラップ作り/Sion
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（３）生活関連施設 

中活エリアに滞在した際に、生活する上で必要となるスーパーやコンビニエンスストア、銭湯

や公共施設での無料 Wi-Fi スポットについて別図に表記し、スーパー等と銭湯の概要、Wi-Fi ス

ポットの概要について以下に整理する。 

※コンビニエンスストアは全て 24時間営業であることより図示のみとする。 

◇主な生活関連施設（スーパー・薬品・百貨店・ファッションビル・アミューズメント施設） 

施設 概要 定休日 営業時間 住所 

アル・プラザ スーパー 

（生鮮商品・日用品） 
無休 9：00～20：00 春日町 1-5 

フレスコ スーパー 

（生鮮商品・日用品） 
無休 9：30～21：00 中央 1-8-3 

生鮮館 

げんさん 

スーパー 

（生鮮商品・日用品） 
日曜日 9：30～19：00 長等 2-8-40 

キリン堂 薬品 無休 9：00～21：45 大門通 16-47

大津パルコ ファッションビル 

（衣料品・雑貨） 

（映画館・レストラン）

無休 

10：00～20：30 

○レストラン 

11：00～22：30 

○映画 

10：00～24：00（上演終了まで）

打出浜 14-30

大津西武 百貨店 

（衣料品・雑貨・薬品）

（生鮮商品・日用品） 

（レストラン） 

無休 

10：00～20：00 

※レストラン 

11：00～22：00 
におの浜

2-3-1 

浜大津 

アーカス 
アミューズメント施設 

（湖の駅） 

（映画館・レストラン）

（ラウンドワン） 無休 

○レストラン・売店 

10：00～22：00 

○映画 

10：00～24：00（上演終了まで）

○ラウンドワン 

【月～木】10：00～翌 6：00

【金・祝前日】10：00～終日

【土】24 時間 

【日・祝】～翌 6：00 

浜町 2-1 

◇主な生活関連施設（銭湯） 

施設 設備等 定休日 営業時間 住所 

小町湯 モザイクタイル画 月曜日 15:30～22:00 逢坂 2-1-17 

御幸湯 モザイクタイル画 水曜日 16:00～21:00 御幸町 3-8 

大津湯 サウナ有 金曜日 16:00～23:00 大門通 16-55

湯～トピアきりしま サウナ有 月曜日 15:30～23:00 中央 1-7-26 

神楽湯 サウナ有 金曜日
【平日】16：00～22：30  

【日祝】15：00～22：00 
中央 3-6-4 

高見湯 スチームサウナ有 火曜日 15:30～22:30 中央 4-11-4 
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◇びわ湖 Free Wi-Fi の利用サービスエリア（2016 年 3 月現在） 

施設 アクセスポイント 

大津市歴史博物館 1 階エントランスホール 

明日都浜大津 1 階市民交流センター付近、2階トレーニングルーム前付近 

3 階乳幼児健診待合室付近、4階市民交流サロン、5階いこいの広場 

市民会館 大ホール入口付近 

大津祭曳山展示館 1 階 

旧大津公会堂 2 階、3階 

※びわ湖 Free Wi-Fi は、滋賀県内で整備が進められている無料公衆無線 LAN。平成 28 年 3月現在、

利用できる時間は、1 つのメールアドレス毎に 1 日あたり 8 回（1 回につき 30 分間）まで。1 日

大利用時間は 4 時間。 
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（４）宿泊施設 

中活エリアの宿泊施設について別図に表記し、概要を以下に整理する。価格平均は、シティホ

テルがツイン利用で平日約 13,000 円/人、休前日約 18,000 円/人。ビジネスホテルがツイン利用

で平日約 5,400 円/人、休前日約 6,200 円/人となっている。シングル利用は平日約 6,200 円/人、

休前日約 6,700 円/人となっている。 

また、観光庁が公表しているデータを基に、大津市および近隣の客室稼働率と定員稼働率を別

表に整理した。 

◇主な宿泊施設 

 
宿泊施設名 定員 部屋数 価格（税別・円） HP 備考 

住所 （名） （室） 形態 平日 休前日 多言語  

① 琵琶湖ホテル 486 T158 T 27,700 35,700 ○ LAN 

浜町 2-40 D11 他 T 朝付 27,700 35,700 英中韓 天然温泉 

② ホテル ブルーレーク大津 130 94 S 5,546 6,472 ○ LAN 

浜大津 1-4-12  T  10,184 14,258 英  

③ 中村家 12 和室 6 素泊 4,167 × 朝食500円 

浜大津 1-2-10     

④ 旅館花村 30 和室 9 素泊 5,200 ×  

浜大津 3-9-5     

⑤ 植木屋旅館 34 和室11 素泊 5,000 ×  

三井寺町 3-28  朝付 6,500   

⑥ 圓満院門跡（三密殿） 120 和室16 素泊 5,000 ○ 大浴場 

三井寺山内仁王門北     

⑦ 東横イン京都琵琶湖大津 284 142 S 5,300 5,800 ○ LAN 

長等 2-1-28  T 7,500 7,500 英中韓 Wi-Fi 

⑧ スーパーホテル大津駅前 120 S45・D35 S 6,000 6,500 ○ 朝食無料 

京町 3-2-7  W 8,500 10,500 英中韓 LAN 

⑨ ホテルテトラ大津・京都  154 S72・D19 S 7,500 8,700 ○ 朝食1,000円

逢坂1-1-1 T35他 S 朝付 8,300 9,500 英中韓 LAN 

  T 12,600 16,400 タイ Wi-Fi 

   T 朝付 14,200 18,000   

⑩ ホテルアルファーワン大津 157 S153 S 5,400 5,400 ○ 朝500円 

梅林 2-6-28 T4 S 朝付 6,000 6,000 英 貸自転車 

   T 9,000 9,000   

⑪ ホテルピアザびわ湖 70 S31・D15 S 7,400 7,600 ○ LAN 

におの浜 1-1-20 T16他 T 14,800 15,200  展望浴場 

※価格は変動があるため H28 年 4月 20 日・23 日で調査 

※T：ツイン、S：シングル、ツインは 1部屋の料金 
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平成 26 年（2014 年）11月から平成 27年（2014 年）10 月までの大津市における客室稼働率は

69.2％、定員稼働率は 46.4％、京都市における客室稼働率は 84.5％、定員稼働率は 71.3％とな

っている。 

◇客室稼働率（％）（客室数に各月の日数を乗じて算出したものを除して算出したもの）  

 

 

 

 

 

  

 

◇定員稼働率（％）（延べ宿泊者を総収容人数で除して算出したもの） 

 

 

 

 

 

 

 

◇外国人延べ宿泊者数（人） 

 

    

地域 2014年11月 2014年12月 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月

滋賀県 大津市 83.0 77.2 44.6 53.0 63.5 78.8

滋賀県 彦根市 70.9 52.6 53.1 56.2 62.9 73.7

滋賀県 長浜市 67.1 51.7 43.1 49.9 58.3 71.4

京都府京都市 93.2 81.5 66.5 76.7 87.3 90.3

大阪府大阪市 90.0 87.4 78.9 86.0 91.6 90.7

2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 平均

70.8 62.9 66.5 79.4 72.9 78.2 69 .2

69.2 65.3 66.8 82.1 61.7 75.7 65.9

39.7 57.7 61.4 74.8 64.6 57.8 58.1

87.9 82.3 83.5 87.9 86.0 91.3 84.5

86.8 86.2 91.1 93.8 89.4 90.7 88.6

地域

滋賀県 大津市

滋賀県 彦根市

滋賀県 長浜市

京都府京都市

大阪府大阪市

地域 2014年11月 2014年12月 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月

滋賀県 大津市 54.2 52.9 30.9 36.2 45.0 52.4

滋賀県 彦根市 52.8 37.7 35.8 40.1 52.3 61.0

滋賀県 長浜市 46.4 32.9 27.6 31.0 38.6 46.3

京都府京都市 82.3 69.1 49.8 60.2 71.8 77.4

大阪府大阪市 86.9 86.8 74.1 81.9 90.9 87.7

地域

滋賀県 大津市

滋賀県 彦根市

滋賀県 長浜市

京都府京都市

大阪府大阪市

2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 平均

45.8 40.2 44.4 60.3 44.4 49.5 46 .4

58.5 51.2 56.6 74.5 49.8 60.0 52.5

45.8 35.2 50.9 61.1 40.8 45.3 41.8

77.7 70.2 69.4 74.9 73.4 79.9 71.3

77.9 75.9 82.3 91.8 83.3 84.6 83.7

地域 2014年11月 2014年12月 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月

滋賀県 大津市 10,485 5,155 4,507 8,662 15,837 21,236

滋賀県 彦根市 591 447 580 558 1,452 1,928

滋賀県 長浜市 3,579 2,743 1,754 3,296 5,582 8,122

京都府京都市 95,880 92,474 92,182 128,349 156,651 204,174

大阪府大阪市 240,882 253,136 260,022 301,607 313,516 424,843

地域

滋賀県 大津市

滋賀県 彦根市

滋賀県 長浜市

京都府京都市

大阪府大阪市

2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 平均

13,744 14,373 13,923 11,096 9,687 16,292 12,083

772 1,144 1,004 1,692 820 1,626 1,051

7,710 4,546 2,748 4,725 3,070 4,165 4,337

179,558 186,788 222,111 223,509 179,969 200,780 163,535

354,265 359,386 416,823 356,022 314,831 377,109 331,037
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◇「多言語コールセンター」について 

大津市では、平成 25年より（公財）京都文化交流コンベンションビューロー、奈良市、京都府

と連携で「外国人観光客宿泊施設向け 24 時間多言語コールセンター事業」を運用しており、大津

市内の宿泊施設は無料（通信料のみ宿泊施設負担）で利用することができる。中心市街地のシテ

ィホテルやビジネスホテルは、英語対応のスタッフが在住している場合でも中国語に対応できて

いないホテルが多く、中国語の利用が多い。（大津市産業観光部観光振興課ヒアリングより） 

また、館内施設の案内リーフレット等の翻訳も行っており、市内小規模の宿泊施設の利用が多

い。 

○対象施設 

・大津市内の宿泊施設。現在 151 施設が対象となっている。 

・事業開始にあたり、大津市役所 産業観光部 観光振興課へ連絡をすれば、利用方法等について

説明があり、利用可能となる。 

 

電話通訳業務 

・24時間対応 

・ 緊急時の一次対応（外国人観光客を医療機関等に引き継ぐまでの対応） を含む。 

（ 診療に関する通訳は 対象外） 

メール 等翻訳業務 

・外国人観光客からの問 い合わせメールやサービス案内、館内表示の翻訳。 

（ 契約書等、法解釈を含むものの翻訳は対象外 ） 

 

○対応言語 

・5 カ国語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語） 

 

○利用料金 

・無料（ただし、通話料金は宿泊施設等の負担） 
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客室稼働率の推移

 

（５）観光客・来訪者 

平成 25 年に観光立国の実現に向けた諸施策の推進が図られたことから、2014 年に日本に訪れ

た外国人旅行者数は前年比 29.4％増加の 1,341 万人と２年連続で 高を更新しており、旅行消費

額も中国と台湾を中心に上昇している。それに伴い、客室稼働率も東京都と大阪府で 80％以上、

全国的に見ても 58％と上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪日外客数の推移 

国籍・地域別にみる外国人旅行消費額の推移 
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①インバウンドに関する大津市での宿泊旅行の動向について 

平成 26 年の都道府県別宿泊者数調査（観光庁）によると、滋賀県内の宿泊者は 4,628,400

人で過去 高。外国人の延べ宿泊者数は約 233,500 人と前年比 77％増え、伸び率では山梨県に

次いで全国で２位になった。大津市においても、平成 26 年の延べ宿泊者数は 10,555,560 人、

その内外国人延べ宿泊者数は 89,546 人と前年比 82.7％増となり伸び率の推移を見ると、東日

本大震災が発生した平成 23 年を除く全ての期間において、外国人の伸び率が全体の伸び率を上

回っている。平成 26 年の滋賀県の外国人延べ宿泊者数の内訳を見ると、約 40％が台湾人であ

り、その他の国を大きく上回るシェアを占めている。 

 

H23         H24          H25          H26 

大津市の延べ宿泊者数伸び率の推移（％） 

平成 26 年 滋賀県の外国人延べ宿泊者数の内訳 

大津市における延べ宿泊者数の推移 大津市における外国人延べ宿泊者数の推移 



23 
 

  

平成 27 年の 1月から 8月までの外国人延べ宿泊者数の累積は前年同期比 76％増の 113,065

人であり、既に平成 26年の実績である 89,546 人を上回る数値となっている。 

中活エリアのインバウンドの動向を把握するため、平成 28 年 2 月に（公社）びわ湖大津観光

協会、計画地周辺の観光・公開施設および店舗においてヒアリング調査を行った結果、「台湾か

らの団体の観光客が多い」「京都への交通の便が良い大津へ宿泊する観光客が多い」「シティホ

テルやビジネスホテルにはアジア系の団体観光客が多い」「園城寺（三井寺）や琵琶湖クルーズ

には外人が来ているが街中を周遊している外人はあまり見ない」などの声が聞かれた。 

 

前頁：大津市観光振興課 12 月プレス提供資料「平成 27年度インバウンド推進事業について」より抜粋

上・中：大津市観光振興課 12 月プレス提供資料「平成 27年度インバウンド推進事業について」より抜粋

下：大津市観光振興課「平成 27年 10 月宿泊統計調査レポート」より抜粋

平成 27 年 大津市における外国人宿泊者数推移（人・泊数） 

平成27年大津市における月別外国人延べ宿泊者数（累積）

前年同期

比 75.54%
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②周辺地域の概況 

大津市の中心市街地は、JR を利用して大津駅から京都駅まで 10分、大阪駅まで 40 分と、関

西中枢部へ近接するとともに、国道１号、国道 161 号、琵琶湖湖西縦貫路、名神高速道路とい

った幹線道路のほか、JR琵琶湖線、JR湖西線、京阪電鉄などの交通網体系に恵まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年の外国人延べ宿泊者

数を見ると、大阪市では 290 万人、

京都市では 140 万人となっている。

大津市のホテルにおいても、京都

や大阪観光の団体客が宿泊してい

る状況であり、大津市街地のホテ

ルは京都や大阪の観光客及びイン

バウンドの宿泊地として利用され

ているところが多い。 

 

 

 

 

中心市街地区域
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2.2. 外国人観光客のニーズの把握 

 

観光庁「平成 27 年版観光白書」によると、『訪日前に期待していたこと』は、主にアジア系で

は「ショッピング」、欧米系では「日本の歴史・伝統文化体験」となっている。 

 

 

 

 

訪日前に期待していたこと 
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「関西を訪れた外国人旅行者等に対する生声アンケート調査」報告書（平成 27年 4月近畿経済

産業局 ）より、滋賀県および大津市の外国人延べ宿泊者数の半数近くを占める「台湾人」のニー

ズについて把握した。 

 

 
 

台湾人のニーズを見ると、「行きたいところ」の 1 位が「桜や紅葉の花見」、「体験したいこと」

の 1 位が和装体験や座禅などの「日本文化に触れる」となっている。 
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「買物したい場所」の 1位が「商店街」、「楽しみたいエンターテインメント」の 1 位が「祭り

への参加」、「泊まってみたい場所」の 1位が「古民家」、「利用したい交通手段」の 1位が「電車

乗り放題切符」となっている。 
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2.3. 課題の整理 

 

①外国人ニーズにマッチした自然・歴史資源の PR不足 

外国人観光客のニーズ調査より、大津市の中心市街地は台湾人の数々のニーズに適している

と言える。また、個人手配の旅行形態が多い欧米人のニーズも「日本の歴史・伝統体験」であ

ることより適していると言える。しかし、現状は、観光客にあまり認知されておらず、大津の

魅力を発信・PR していく必要がある。 

 

行きたいところ 桜や紅葉の花見 園城寺（三井寺）や琵琶湖疏水は桜と紅葉の名所であり琵琶

湖汽船はお花見クルーズも行っている。 

 温泉旅館 雄琴温泉までは車で約 20 分。日帰り入浴を体験することが

可能。 

計画地周辺には多くの銭湯が営業しており日本ならではの

銭湯文化を楽しむことができる。 

体験したいこと 日本文化に触れる 園城寺（三井寺）では座禅体験などが可能。大津祭曳山展示

館でのお囃子体験や大津絵踊りのお稽古見学・体験など、地

域の協力により日本文化に触れる機会を提供可能。 

買物したい場所 商店街 アーケード街があり、大津ならではの発酵食品（鮒寿司や湖

魚、漬物、酒、味噌）や和菓子店などが多く並ぶ。商店街に

はスーパーもあり、長期ステイにも対応が可能。 

楽しみたいエンターテイ

ンメント 

祭りへの参加 10 月の大津祭、8月の花火大会など関西近隣から集まる大き

な祭りから、園城寺（三井寺）の法要などの日常的な祭事を

楽しむことが可能。 

泊まってみたい場所 古民家 大津百町をはじめとする大津市内にある町家を「大津町家」

と称しており、 大津百町エリアには、江戸時代末期から戦

前までに建てられた町家など伝統的な建築物が多く残って

いる。 

利用したい交通手段 電車乗り放題切符 年間 140 万人の外国人が訪れる京都市とは、JR と京阪京津

線（京都市営地下鉄まで乗入れ）でつながっており、京都市

営地下鉄と京阪京津線および大津市の比叡山阪本や石山寺

などの観光名所を結ぶ京阪石阪線区間では、1日乗り放題の

「1day チケット」が販売されている。 

 

②まち歩きルートや体験メニューの整備・周知の必要性 

まち歩きルートについて外国語表示の案内板の設置や多言語に対応した散策マップなどの作

成、見学可能店舗の紹介など、ハード面とソフト面の両方での整備が求められる。 

また、琵琶湖クルーズや園城寺（三井寺）などの観光拠点には外国人は見られるが、町中を

あまり周遊していないことからも、まち歩きルートや体験メニューを整備し、町中の周遊を促

すことが必要である。 
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③ゴールデンルート上にある立地の活用 

大津市は大阪～京都～名古屋～東京という日本の旅行のゴールデンルート上に位置しており、

京都からの交通の利便性も良いが、京都と比べ圧倒的に観光客数が少ない。京都へ訪れる観光

客が 1歩足を伸ばし大津に訪れたくなるような工夫が必要である。琵琶湖でのアクティビティ

の提供、自然に溶け込む社寺での座禅体験、ゆったりとした時間の中での観光や宿泊など、京

都との違いを PR することが考えられる。また、京都からの交通の便の良さや乗り放題チケット

の周知により、京都と大津を観光し、「大津にゆったりと宿泊する」「日本の生活を体験する」

という大津の良さを PRしていく必要がある。 

 

 

 

④中心市街地エリアでの個人外国人も泊まれる宿泊施設の必要性 

中心市街地エリアには 1つのシティホテルと 6 つのビジネスホテル、4 つの旅館が営業して

いる。中心市街地エリアに滞在する外国人の宿泊はシティホテルやビジネスホテルに集中して

おり、そのほとんどが外国（主に台湾）からの団体客である。 

町家を活用した宿泊施設を整備し、個人手配の外国人や「日本の歴史・伝統体験」に興味を

持つ観光客をターゲットにすることで、中心市街地エリアの既存宿泊施設とは差別化を図った、

新しい形の「大津ステイ」を提供することが考えられる。 
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第 3章 町家を活用した宿泊施設の検討 

3.1. 町家を活用したインバウンド向け宿泊施設の事例調査 

 

（１）調査の概要 

京都を中心に、町家を活用している宿泊施設について、活用にあたっての有効な視点や具体例

を参考にするために調査した。特に部屋の定員と価格帯、運営におけるアメニティやサービスの

提供等がわかるように整理した。また、町家のしつらえや雰囲気の活かし方がわかるような写真

について掲載した。 

 

○調査方法 

・新聞記事などの検索、インターネットによるウェブ検索 

 

○調査対象 

・旅館業法の許可を得ているもの 

・英語対応のウェブサイトを整備している宿泊施設 

・町家を改修したものでその風情を残しているもの 

・ゲストハウスと呼ばれているもののうちバックパッカー対応のドミトリーを備えるもの 

※ゲストハウスとは比較的安価な料金で利用できる宿泊施設。寝室と簡単な朝食を提供するＢ＆Ｂも対象

とする。 

・ゲストハウスと呼ばれているもののうち一棟貸タイプのもの 

※町家を改修した一棟貸タイプの宿泊施設。 

 

○調査内容 

・概要（立地、特色、定員、部屋数、朝食提供の有無） 

・客室の広さ、定員、価格、設備 等 

・共有スペースの有無、使用方法 等 

・アメニティやサービスの内容（チェックイン、チェックアウト、支払い方法） 

・体験プラン（提携含む）等の有無 
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◇調査宿泊施設の一覧 

 宿泊施設名 形態 住所 

1 宿はる家 Kyoto  ゲストハウス 京都市東山区古川町 542-4   

2 宿はる家 Terrace ゲストハウス 京都市下京区和気町 1-12 

3 金魚屋 ゲストハウス 京都市上京区歓喜町 243 

4 ゲストハウス錺屋 

（かざりや） 
ゲストハウス 京都市下京区五条通室町西入南側東錺屋町

184 

5 ゲストハウス楽座 

（らくざ） 
ゲストハウス 京都市東山区宮川筋 2-255 

6 ゲストハウス 

京都しらかわ 
ゲストハウス 京都市東山区三条白川筋西入土居之内町

460-1 

7 彦根ゲストハウス無我 ゲストハウス 滋賀県彦根市芹橋 1-4-43 

8 町屋ゲストハウス 

ならまち 
ゲストハウス 奈良県奈良市北京終町 30 

9 くるま座 有鄰庵 ゲストハウス 岡山県倉敷市中央 2-6-1 

10 月屋（つきや） Ｂ＆Ｂ 京都市下京区新町通五条下る蛭子町 139-1 

11 開智かきしぶ庵 

（町家レジデンスイン京都） 

ゲストハウス

一棟貸 
京都市下京区丸屋町 418-3 

12 長や 茶碗坂 

（町家レジデンスイン京都） 

ゲストハウス

一棟貸 

京都市東山区五条橋東 6-583-51 

13 京宿 うさぎ  

（井上幾株式会社） 

ゲストハウス 

一棟貸 

京都市中京区西ノ京北聖町 1 

14 山中油店  

町家ゲストハウス  

ゲストハウス 

一棟貸 

京都市上京区東神明町 297 

◇京都市の主なゲストハウスの運営・経営会社 

 会社名 業務 会社住所 

15 町家レジデンスイン京都 

㈱エイジェーインターブ

リッジ 

運営・経営 

 

京都市下京区七条烏丸西入東境町 191-2 

16 京町家の宿 

㈱京町家の宿

（MACHIYA-INN Lｔｄ） 

運営 京都市中京区西ノ京北聖町 24新二条ビル 2 

17 ケイズハウス 

㈱ケイズハウス 
経営 京都市下京区納屋町 418 

18 ジェイホッパーズ 

(有)ジェイホッパーズ 
経営 京都市南区東九条中御霊町 51-2 

※宿泊施設の運営：ここでは、宿泊施設より受託し、問合せ対応・接客サービス・清掃などの運営に関わる業

務を行うことを「運営」とする。 

※宿泊施設の経営：ここでは、宿泊施設のオーナーが自ら宿泊施設を運営することを「経営」とする。 
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①ゲストハウス 

京都市東山区古川町542-4 

ゲストハウス 【簡易宿所】  http://www.yado-haruya.com/

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

4人
（女性専用ドミトリー）

12㎡ 2,500
プライベートカーテン/読書灯/冷暖房/Wifi接続/鍵
個人用コンセント/セキュリティロッカー

2人（3畳） 5.5㎡ 6,000 冷暖房/鍵/Wifi接続

2人（６畳） 12㎡ 7,000 専用出入口/冷暖房/鍵/Wifi接続/お手洗い/洗面台

3人 14㎡ 8,000 冷暖房/鍵/Wifi接続

翠の間

坪庭

チェックイン

チェックアウト

支払い

アメニティ
施設

サービス
レンタサイクル500円

16時 21時

11時

現金またはクレジットカード（Amex/ VISA/ Master/Diners/JCB ）

体験プラン
【自分磨き】世界遺産・西本願寺では毎朝無料で朝のお勤め体験

【京都の名銭湯】近隣銭湯の紹介（料金は各自）

【無料】

WiFi接続/全室エアコン完備/男女別手洗い

自炊のできる台所/冷蔵庫/IH調理器具/トースター/電子レンジ

２４Hシャワールーム/シャンプー・リンス/ボディーソープ/ヘアドライヤー

フリードリンク/ポット/ライブラリースペース

【有料】

バスタオル200円/フェイスタオル100円/浴衣300円/歯ブラシ100円

洗濯機200円

部屋
部屋施設

部屋タイプ
価格（円・税込）

部屋設備

共有
スペース

図書が揃う

24H無料で利用できるパソコン有。コーヒーや紅茶、日本茶が無料。弁当や和菓子などの飲食可。旅行者
の交流の場。

１．宿はる家Kyoto (株式会社はる家）

概要

京都駅から15分。築100年の京町家ゲストハウス
清水寺、祇園、河原町といった人気観光スポットへも徒
歩圏内

京都の中心部に位置し、昔ながらの風情が残る古川町商店街。総菜店や
八百屋などが立ち並ぶ商店街の中で、ひときわ目を引く大きな日よけ幕に
「宿」の文字。旅籠（はたご）を思わせるレトロな外観にガラリと開ける表
戸。中に入ると奥まで続く通り庭、土間にタイルの流し台。大正築の表屋
造りの町家を必要以上に手を加えることなく、ゲストハウスとして再生させ
た宿。

11

4

TEL  075-533-3310 

外観

ドミトリー3人（3畳）

通り庭

2人（専用出入口付・お手洗い付）
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京都市下京区和気町1-12

 http://www.yado-haruya.com/

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

4人
（女性専用ドミトリー）

16㎡ 2,500
冷暖房/鍵/Wifi接続/個人用コンセント/セキュリティロッカー
プライベートカーテン/読書灯

2人 5.5㎡ 6,000 冷暖房/鍵/Wifi接続/お手洗い/洗面台

2人×2部屋 18㎡ 8,000 冷暖房/鍵/Wifi接続/床の間/円窓/お手洗い/洗面台

2人×2部屋 16㎡ 7,500 冷暖房/鍵/Wifi接続/床の間/円窓/お手洗い/洗面台

4人 20㎡ 9,990 冷暖房/鍵/Wifi接続/床の間/お庭/縁側/お手洗い/洗面台

格子の間

図書室

翠の間

チェックイン

チェックアウト

支払い

アメニティ
施設

サービス

ゲストハウス【簡易宿所】

16時 21時

11時

現金またはクレジットカード（Amex/ VISA/ Master/Diners/JCB ）

体験プラン
【自分磨き】世界遺産・西本願寺では毎朝無料で朝のお勤め体験

【京都の名銭湯】近隣銭湯の紹介（料金は各自）

【無料】

WiFi接続/全室エアコン完備/男女別手洗い

自炊のできる台所/冷蔵庫/IH調理器具/トースター/電子レンジ

２４Hシャワールーム/シャンプー・リンス/ボディーソープ/ヘアドライヤー

フリードリンク/ポット/ライブラリースペース

苔むした日本庭園をのぞむ「翠の間」。コーヒーや紅茶、日本茶が無料。弁当や和菓子などの飲食可。旅
行者の交流の場。

【有料】

バスタオル200円/フェイスタオル100円/浴衣300円/歯ブラシ100円

２．宿はる家Terrace（株式会社はる家）

概要

京都駅から８分 床の間、格子、縁側・・・京都ならではの町家本来の魅了を余すところなく
伝える、ゲストハウスでありながら質の高い滞在空間。
全個室にお手洗いと洗面付。
隣接する「宿はる家Aqua」「宿はる家Book」の共有スペースも利用可。

14

5

TEL  075-533-3310 

部屋
部屋施設

部屋タイプ
価格（円・税込）

部屋施設・設備

共有
スペース

無料で利用できるパソコン有

24時間利用可。お寺や仏教にはじまり、陶磁器、染織、工芸・意匠、建築、絵画、茶の湯、花、書、京都の
古書店から集めた貴重な写真集まで、およそ８００冊が揃う。

洗濯機200円

レンタサイクル500円

外観 2人和室

翠の間 図書室 廊下 4人和室
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京都市上京区歓喜町243

http://kingyoya-kyoto.com/

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

3人（男専ドミトリー） 16㎡ 2,500 冷暖房/鍵

3人（女専ドミトリー） 2,700 冷暖房/鍵

3人（ツイン） 6畳 3,780 冷暖房/鍵/押入れ

5人（トリプル） 8畳+3畳 3,780 冷暖房/鍵

4人（デラックス） 6畳+3畳 4,320 冷暖房/鍵/床の間/テラス/縁側

共有
スペース

朝食

チェックイン

チェックアウト

支払い

体験プラン

アメニティ
施設

サービス

ゲストハウス【簡易宿所】

庭を眺められる部屋で、1品料理が5品と焼き魚、自家製米のご飯、お味噌汁付の朝食

16時 21時

8時 11時

現金

―

【有料】

瓶ビール・梅酒・焼酎・日本酒・コーヒー300円

バスタオル100円/フェイスタオル50円/浴衣300円/歯ブラシ50円

洗濯機200円/お風呂の湯船利用300円

レンタサイクル500円

部屋
部屋施設

部屋タイプ
価格（円・税込）

部屋施設・設備

―

【無料】

無線LAN/インターネット/全室エアコン完備/男女別手洗い

冷蔵庫/電子レンジ

２４Hシャワールーム/シャンプー・リンス/ボディーソープ/ヘアドライヤー

18

5

ティーパック・インスタントコーヒー/ポット

シーツ(枕、掛け布団、敷布団用）

TEL  075-411-1128 

３．金魚屋   

概要

京都の歴史の香りが色濃く残る京都西陣の京町家
金閣寺、大徳寺、竜安寺、北野天満宮、今宮神社など
がある西陣地区

船岡温泉、船岡山公園、上七軒、浄福寺通りの石畳など、西陣の町を歩き
ながら、京都の魅力を再発見できる。 自家製米を使った朝食（700円）付
か、素泊りを選ぶことができる。玄関をくぐると、通り庭、台所、井戸が続
き、奥には四季を感じられる庭、裏庭には蔵が残っており、昔ながらの町
家の暮らしを感じることができる。

中庭外観 トリプル

朝食食事処 ドミトリー
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京都市下京区五条通室町西入南側東錺屋町184

 http://kazari-ya.com/

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

6人（女性ドミトリー） 2,500 冷暖房/鍵/Wifi接続/プライベートカーテン/手元灯

2人（洋室ダブル） 4.5畳 6,500 冷暖房/鍵/Wifi接続/ダブルベッド

2人（ツイン） 6畳 7,500 冷暖房/鍵/Wifi接続

2～3人
（縁側付トリプル）

6畳 8,500 冷暖房/鍵/Wifi接続/縁側

4人
（テラス付デラックス）

8畳 9,500 冷暖房/鍵/Wifi接続/床の間/押入れ/テラス

共有
スペース

チェックイン

チェックアウト

支払い

体験プラン

アメニティ
施設

サービス

ゲストハウス【簡易宿所】

16時 21時

 11時

現金

―

【有料】

バスタオル100円/浴衣200円

洗濯機200円

レンタサイクル500円

部屋
部屋施設

部屋タイプ
価格（円・税込）

部屋施設・設備

館内禁煙（庭に喫煙所有り）・夜間 21:00 ～ 8:00 の間は玄関施錠

【無料】

WiFi接続/全室エアコン完備/男女別手洗い

キッチン/冷蔵庫/調理器具/調味料

２４Hシャワールーム

４．ゲストハウス錺屋（かざりや）

TEL & FAX 075-351-1711

概要

地下鉄五条駅より徒歩2分、JR京都駅より徒歩12分
大正時代に建築されたモダンな町家

この場所は江戸時代より続く薬屋さんであったため、正面の壁には薬の名
である「六神丸」「亀田利三郎薬舗」という屋号の入った 古い一枚板の看
板が飾られている。 木と白壁の洋室やタイル貼りのキッチン、 縁側から
ゆったりとした中庭などの京町家の伝統と文化を大事にしつつも、どこか
西洋の香りが漂う和洋折衷なロマンティックな空間。

17

5

中庭外観 洗面所

洋間ドミトリー ツイン
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京都市東山区宮川筋2-255

 http://rakuza.gh-project.com/

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

3人（女専ドミトリー） 3,000 冷暖房/無線LAN/衝立/手元灯  ※鍵無し

1人（シングル） 3畳 3,650 冷暖房/鍵/無線LAN

2人（洋室ダブル） 5畳 6,500 冷暖房/鍵/無線LAN/ダブルベッド  ※元ダンスホールの洋室

2人（和室ダブル） 6畳 7,300 冷暖房/鍵/無線LAN/ダブルサイズ布団

2～3人
（ツイン）

6畳 7,800 冷暖房/鍵/無線LAN/床の間

2～4人
（デラックス）

8畳 9,400 冷暖房/鍵/無線LAN/床の間/テラス

共有
スペース

チェックイン

チェックアウト

支払い

体験プラン

アメニティ
施設

サービス

ゲストハウス【簡易宿所】

―

【有料】

バスタオル100円/浴衣200円/歯ブラシ50円/耳栓100円/スキンケア300円

洗濯機200円

レンタサイクル500円

16時 20時50分

8時～11時

部屋
部屋施設

部屋タイプ
価格（円・税込）

部屋施設・設備

坪庭を眺める共有のサロンルーム
全室禁煙

【無料】

WiFi接続/全室エアコン完備/男女別手洗い

キッチン/冷蔵庫/調理器具/調味料

２４Hシャワールーム/ドライヤー/携帯充電器/カードリーダー

現金/クレジットカード（ VISA/ Master）・1万円以上は前払い

５．ゲストハウス楽座（らくざ） 姉妹店：和楽庵

概要

祇園にある町家ゲストハウス
建物は築100年の元お茶屋

元ダンスホールだった洋室や坪庭を眺める共有のサロンルームなどがあ
り、 元お茶屋さんならではの美しい建物の造作。

15

6

TEL  075-561-2242

デラックスルーム

衝立で仕切られたドミトリー

シングルルーム

中庭

外観
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京都市東山区三条白川筋西入土居之内町460-1

http://kyoto-shirakawa.com/room.html 

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

和室１人部屋 5,500 冷暖房/鍵/無線LAN

和室２名 10,000 冷暖房/鍵/無線LAN

和室３名 13,500 冷暖房/鍵/無線LAN

和室４名 16,000 冷暖房/鍵/無線LAN

和洋室1名 5,500 冷暖房/鍵/無線LAN

和洋室2名 8,000 冷暖房/鍵/無線LAN

共有
スペース

チェックイン

チェックアウト

支払い

６．ゲストハウス京都しらかわ 別館：七軒町

15時 21時

8時～10時

部屋
部屋施設

部屋タイプ

現金またはクレジットカード（ VISA/ Master）・前払い・クレジット決済は1万円以上の支払いのみ

体験プラン

【茶道体験】茶室を利用した茶道体験

【舞妓変身体験】舞妓着付け屋「花風」にて変身・アルバム撮影・散策で所要時間3時間で16,000円税抜

【和菓子作り体験】七條甘春堂・税込2,160円・要予約

価格（円・税込）
部屋施設・設備

ダイニングキッチン（TV有）
全館禁煙、門限午前0時

アメニティ
施設

サービス

【無料】

全室エアコン完備

キッチン/冷蔵庫/IH調理器/電子レンジ/湯沸しポット/調味料/食器

シャワールーム/ドライヤー/シャンプー・リンス

概要

徒歩5分圏内に地下鉄東山駅・バス停（東山三条）
京都駅から地下鉄で20分
昭和初期の建物を改装し2010年10月オープン 円山公園、八坂神社、平安神宮、京都市美術館など数多くの観光スポット

がある東山に位置し、ゲストハウスの近くを白川が流れる。
13

6

【有料】

バスタオル100円

レンタサイクル500円

TEL  075-533-8660ゲストハウス【簡易宿所】

洋室外観 和室（4名）

シャワールーム内観 キッチン
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滋賀県彦根市芹橋1-4-43

http://hikone-muga.com/

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

男子ドミトリー 10㎡ 2,800 冷暖房/Wifi接続  ※鍵無し　※午前0時消灯

女子ドミトリー 10㎡ 2,800 冷暖房/Wifi接続  ※鍵無し　※午前0時消灯

共有
スペース

母屋

チェックイン

チェックアウト

支払い

部屋
部屋施設

７．彦根ゲストハウス無我

ゲストハウス【簡易宿所】

【有料】

15時 22時

10時

部屋タイプ
価格（円・税込）

部屋施設・設備

母屋の古民家に共有スペースとなる和室がある

アメニティ
施設

サービス

【無料】

全室エアコン完備

キッチン/セーフィティボックス（貴重品入れ）

シャワールーム（23時まで）/バスアメニティー

現金

地域との交流

【歴史カフェ】宿泊客や地域の人が参加する。学芸員（過去の宿泊者）を招き、ゲストハウス準備中に当館
から出てきた大正時代の買掛帳を解読、当時と現代を照らし合わせていくという内容の講座。

【たまカフェ＠ゲストハウス無我！】地元カフェのたい焼きとコーヒーを提供する出張営業。宿泊客と地域、
ゲストハウスオーナー、カフェマスターの交流の機会となる。

―

概要

彦根城と彦根駅から徒歩20分
京都駅まで直接列車で50分、24時間営業のコンビニま
で徒歩10分

滋賀県彦根市で最初のゲストハウス。 共用スペースとして使用する築100
年の古民家とドミトリーとして使用する新築の建物がツツジと松の庭を取り
囲む様に構成されている。
※中学生以下、グループ・家族の利用不可10

2

TEL  090-8571-5796

ドミトリー共有スペース

入口

共有スペース洗面所

中庭を古民家（左）と新築のドミトリー（右）が囲む
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奈良県奈良市北京終町30

 http://nara-naramachi.com/

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

4人（男女混合ﾄﾞﾐﾄﾘｰ） 8畳 2,500 冷暖房/無線LAN/遮光カーテン/読書灯/コンセント/小棚　※鍵無し

4人（女専ドミトリー） 2,500 冷暖房/無線LAN/遮光カーテン/読書灯/コンセント/小棚　※鍵無し

2～4人（和室A） 8畳 冷暖房/鍵/無線LAN/天井桟敷

2人 3,500 3名：3,000円/人、2名：3,500円/人

2～4人（和室B） 10畳 冷暖房/無線LAN/中庭・床の間　※鍵無し

2人 4,000 4名：3,000円/人、3名：3,500円/人、2名：4,000円/人

共有
スペース

多目的和室：なら座
（Event Space ）

チェックイン

チェックアウト

支払い

体験プラン

アメニティ
施設

サービス

サイクリングツアーズ ジャパンツアー（http://www.cyclingtoursjapan.jp/） への案内

【有料】

タオル（大）100円/タオル（小）50円/浴衣100円/歯ブラシ50円

洗濯乾燥機400円

レンタサイクル500円/変速機付き自転車700円/スポーツサイクル1,000円

16時 22時

【無料】

光回線（ロビー）/全室エアコン完備/セーフィティボックス（貴重品入れ）

冷蔵庫/電子レンジ/オーブントースター/ポット/調理器具

シャワールーム/.ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー

日本茶・紅茶・コーヒー

10時

現金

８．町屋ゲストハウスならまち

ゲストハウス【簡易宿所】 TEL & FAX 0742-87-0522 

概要

近鉄奈良駅徒歩１５分。R京終駅徒歩６分
築約100年の町屋

代々書道家が住ん でいた落ち着きのある町屋を、女性専用、 男女混合ド
ミトリ-のある素泊まりの宿。
HPは英語の他にGoogle翻訳の中国語・スペイン語に対応
※6歳未満宿泊不可16

4

部屋
部屋施設

部屋タイプ
価格（円・税込）

部屋施設・設備

茶会、コンサート、墨絵教室などイベントスペースとして利用が可能

外観

イベントスペースとして利用できる

多目的和室 なら座 なら座でのコンサート

和室Ｂ ドミトリー

内観 洗面・シャワー
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岡山県倉敷市中央2-6-1

http://u-rin.com/

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

各部屋のドミトリー
(男女別)

3,780 ※2～6日：3,240円、1週間：2,700円、2週間：2,160円

1階和室「藏」
6畳 9,900 Wifi接続 ※ドミトリーor部屋貸し　※鍵無し

1～3名
2階和室「月」

6畳 9,900 Wifi接続 ※ドミトリーor部屋貸し　※鍵無し

4名
床の間付和室「花」

6畳 13,200 Wifi接続/縁側/中庭に面する ※ドミトリーor部屋貸し　※鍵無し

4名
2階和室「音」

8畳 16,500 Wifi接続/中庭に面する ※ドミトリーor部屋貸し　※鍵無し

4名
2階和室「空」

7.5畳 19,800 Wifi接続/縁側/中庭に面する ※ドミトリーor部屋貸し　※鍵無し

共有
スペース

【有料】

チェックイン

チェックアウト

支払い

９．くるま座　有鄰庵 

ゲストハウス 【簡易宿所】 TEL 086-426-1180

概要

JR山陽本線倉敷駅・南口より徒歩約10分
美観地区に位置する築100年の古民家

「経済的な豊かさを超える、心の豊かさ」がコンセプト。日本全国や海外か
ら集まるゲストが樹齢900年のトチノキのテーブルを囲んで交流を楽しみ、
心の豊かさを感じていただけるようおもてなしをしている。
※倉敷シェアハウス「洗濯船」「生活と時間」などを経営。
※NPO法人EarthCubeJapan。まちづくり視察、DMO形成研修受入、ゲスト
ハウス開業合宿などを行っている。

18

5

部屋
部屋施設

部屋タイプ
価格（円・税込）

日中は「しあわせプリン」や地元産の卵・お米・名産の黄ニラ醤油を使った「たまごかけごはん」が人気のカ
フェを営業している。

アメニティ
施設

サービス

【無料】

冷暖房無し（夏は蚊帳・冬は湯たんぽ）/セーフィティボックス（貴重品入れ）

キッチン（冷蔵庫/IH調理器/電子レンジ調味料/食器）※カフェ営業時間（10：00～18：30）以外使用可

シャワールーム/トイレ/ドライヤー/シャンプー・ボディソープ/洗濯機・洗剤/物干し竿・ハンガー

―

18時30分 （～20時） ※ゲスト皆が集まり自己紹介をすることになっている

10時

現金

イベント・研修

「縁側ワークショップ いぐさの手織りコースター作り 」や「鍋パーティ晩ごはん週間（参加費は800円）」な
どのイベントを開催している。

地域に人を呼び込む「DMO形成」のための研修ツアーを開催
※DMOとは「Destination Manegement Organization/Destination Marketing Organization」の略で、地域の観光を一本化す
る機能

ゲストハウス開業合宿の開催（平成26年度から計10回開催）

部屋施設・設備

庭に面した和室「花」
外観（昼はカフェ・夜はゲストハウス） 明り取りのある和室「月」

素隠居（お祭りで被るお面）作り体験 縁側ワークショップしあわせプリンたまごかけごはん
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②ゲストハウス（B＆B） 

京都市下京区新町通五条下る蛭子町139-1

http://tsukiya-kyoto.com/ 

定員（名）

部屋数

広さ 人 部屋

1～2人（朔） 5.5畳
冷暖房/鍵/Wifi接続/ドライヤー/湯沸しポット/バスタオル/浴衣
虫籠窓のツシ間

2人の場合 5,000 1名：7,000円/人、2名：5,000円/人

1～2人（三日月） 6畳洋間
冷暖房/鍵/Wifi接続/ドライヤー/湯沸しポット/バスタオル/浴衣
ダブルベッド/格子窓

2人の場合 5,500 1名：8,000円/人、2名：5,500円/人

1～3人（弦月） 6畳
冷暖房/鍵/Wifi接続/ドライヤー/湯沸しポット/バスタオル/浴衣
専用庭・縁側

2人の場合 6,500 1名：10,000円/人、2名：6,500円/人、3名：5,500円/人

2～6人（望月） 6畳+4畳
冷暖房/鍵/Wifi接続/ドライヤー/湯沸しポット/バスタオル/浴衣
床の間・縁側

2人の場合 7,000
2名：7,000円/人、3名：6,000円/人、4名：5,500円/人、5名：5,000円/人、6
名：4,500円/人

共有
スペース

朝食

チェックイン

チェックアウト

支払い

13

【有料】

バスタオル100円/浴衣200円

洗濯乾燥機400円

レンタサイクル500円

部屋出し、京都産の食材を使った和食（8時/8時半/9時/9時半）
※朝食不要は、宿泊料金より一名につき500円引き

16時 21時

11時

現金またはクレジットカード（ VISA/ Master）・前払い

２４Hシャワールーム/湯船（信楽焼・18時～24時）/ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー

１０．月屋（つきや）  姉妹店：錺屋

概要

地下鉄五条駅より徒歩2分、JR京都駅より地下鉄で1駅
2014年創業

WiFi接続/全室エアコン完備/男女別手洗い

キッチン/冷蔵庫/調理器具/調味料

TEL & FAX 075-353-7920B&B（片泊まり）【簡易宿所】

部屋
部屋施設

部屋タイプ
価格（円・税込）

部屋施設・設備

館内禁煙・夜間 （21:00   翌朝8:00 ）はフロントサービスを休業

4

アメニティ
施設

サービス

【無料】

建物は、新町通りに面したベンガラ格子と虫籠窓、おくどさんのあった高い
火袋の通り庭を抜け奥に坪庭を臨む縁側がある大正九年築、中二階の京
町家。
朝食付の片泊りの宿で、1日4組限定。寝床の用意はセルフサービス。

虫籠窓のツシ間・朔玄関 縁側から専用庭へつながる弦月

信楽焼の風呂 洋間の三日月朝食
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③ゲストハウス（一棟貸） 

京都市下京区丸屋町418-3

一棟貸 【簡易宿所】 http://www.kyoto-machiya-inn.com/ja/kakishibu/index.html

概要

宿泊者数 人 部屋

2人 13,500～ 27,000～

3人 10,000～ 30,000～

4人 8,250～ 33,000～

5人 7,200～ 36,000～

トイレ

キッチン

洗面

浴室

その他

キッチン

洗面

浴室

その他

チェックイン

チェックアウト

支払い

体験プラン

アメニティ
施設

サービス

5名

 IHコンロ/ポータブルIHコンロ/シンク/冷蔵（冷凍）庫/炊飯器/電気ケトル/電子レンジ/トースター/調理器
具一式（鍋・フライパン・包丁）/食器（茶碗・グラス）/カトラリー類（箸・フォーク）/土鍋（IH対応）

ドライヤー/洗面ボウル/ミラー

無線ＬＡＮ/洗濯機/アイロン/アイロン台/ハンガー

ボディスポンジ/シャンプー/コンディショナー/ボディソープ

洗濯洗剤/洗濯ばさみ

設備

10時

ウォシュレット付きトイレ×１（1階洗面）

洗い場（シャワー）/浴槽/桶/椅子

１１．開智かきしぶ庵 （町家レジデンスイン京都）

TEL 075-708-5610

振込（前払い）  ※一休.comなどの場合はカード決済を取り扱っている

【着物でまち歩き】着付け専門スタッフが宿に出向き着付け・ヘアセット（一部）を行わう。翌日着付けスタッ
フが宿で回収。着付け・ヘアセット(一部)でお一人様あたり5,400円(税込)。※割引有り

【ぶぶ漬けセット付きプラン】人数様分を町家に用意

【京都いいものプラン】お香（各月１ヶ×１２種）専用香立１ヶ

15時 21時

緑茶葉/紅茶ティーバック/インスタントコーヒー/スポンジ/洗剤/ふきん

バスタオル/フェイスタオル/ハンドソープ/カミソリ/歯ブラシ/コットン/綿棒

定員（名）
価格（円・税抜）

四条通りから、御幸町通りへ入り徒歩約3分。京都で一番賑わうエリアへ徒歩10分圏内。
坪庭付きの2階建て町家で、白の漆喰壁と出格子が京都の町家らしい雰囲気を残す。建物内はキッチン・バス・トイレ付きで清潔で
モダンに改修されている。

＜玄関＞ オートロック式玄関扉
＜1階和室＞ 液晶テレビ、エアコン、金庫、お布団×２
＜寝室（2階）＞ シングルベッド×２、エアコン
＜2階和室＞ お布団×１、エアコン
※週末料金・季節料金有り

部屋

部屋施設・設備

１階和室から坪庭を観る

１階間取 ２階間取

洗面所・・トイレ ２階寝室
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京都市東山区五条橋東6-583-51

一棟貸 【簡易宿所】 http://www.kyoto-machiya-inn.com/ja/kakishibu/index.html

概要

宿泊者数 人 部屋

2名 18,500～ 36,000～

3名 13,000～ 39,000～

6名 8,000～ 48,000～

9名 6,333～ 57,000～

トイレ

キッチン

洗面

浴室

その他

キッチン

洗面

浴室

その他

チェックイン

チェックアウト

支払い

設備

ウォシュレット付きトイレ×１（1階洗面）

 IHコンロ/ポータブルIHコンロ/シンク/冷蔵（冷凍）庫/炊飯器/電気ケトル/電子レンジ/トースター/調理器
具一式（鍋・フライパン・包丁）/食器（茶碗・グラス）/カトラリー類（箸・フォーク）/土鍋（IH対応）

バスタオル/フェイスタオル/ハンドソープ/カミソリ/歯ブラシ/コットン/綿棒

ボディスポンジ/シャンプー/コンディショナー/ボディソープ

洗濯洗剤/洗濯ばさみ

15時 21時 ※予約完了の案内と一緒にチェックイン詳細についての案内が有り

10時

アメニティ
施設

サービス

振込（前払い）  

＜玄関＞ オートロック式玄関扉

＜1階LD＞ 液晶テレビ、エアコン、ローテーブル、ソファ
＜1階和室＞ エアコン、お布団×3
＜2階洋室＞ ダブルベッド×１、エアコン
＜2階和室①＞ お布団×2、エアコン
＜2階和室②＞ お布団×2、エアコン

9名

洗い場（シャワー）/浴槽/桶/椅子

無線ＬＡＮ/洗濯機/アイロン/アイロン台/ハンガー

緑茶葉/紅茶ティーバック/インスタントコーヒー/スポンジ/洗剤/ふきん

清水寺参道の中ほど。清水寺へは300m、高台寺、八坂神社へも1km以内の観光に便利な立地。
大正の時代から続く陶人形屋さんであったこの町家は、贅沢に左官仕上げが施され、和紙がふだんにあしらわれ、その空間は100
年の歴史を汲む趣を存分に満喫できる。庭に面した浴室は檜と左官仕上げの床に包まれ、１階は９名が宿泊しても一堂に集えるよ
うに間仕切りを極力無くすプラントなっており、２階からは京の町並みが一望できる。

１２．長や 茶碗坂 （町家レジデンスイン京都）

TEL 075-708-5610

部屋
部屋施設

定員（名）
価格（円・税抜）

部屋施設・設備

ドライヤー/洗面ボウル/ミラー

１階ＬＤから庭を観る

外観

２階間取

縁側・庭
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京都市中京区西ノ京北聖町1

一棟貸 【簡易宿所】 http://www.usagi-yado.com/

概要

宿泊者数 1人当たり 部屋

2名 20,000～ 40,000～

3名 16,666～ 50,000～

4名 15,000～ 60,000～

2名 25,000～ 50,000～

3名 20,000～ 60,000～

4名 17,500～ 70,000～

客室設備

キッチン

洗面

浴室

その他

チェックイン

チェックアウト

支払い

体験プラン

11時※コンシェルジュが部屋へ来て手続き・飲食の精算

銀行振込（前払い）・カード決済 VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS 

電子レンジ／電気ポット／まな板／包丁／果物ナイフ／片手鍋／フライパン／お玉／フライ返し／トング
／ワインオープナー／アイスペール／アイストングデザートプレート／ディナープレート／サラダボウル／お
箸／ティースプーン／デザートフォーク／ディナーナイフ／スプーン／フォーク／タンブラー／シャンパング
ラス／ワイングラス／ティーポット／カップ＆ソーサー／湯呑み／酒グラス

部屋

希望に合わせてそれぞれの講師の家や教室まで伺い、その場でクオリティの高い体験を行うことが出来
る。英語ができる講師を希望する事も可能。
茶道、華道、書道をはじめ、着付け体験、京都のおばんざいや巻き寿司などの伝統料理など。

16時 18時 ※到着時間に合わせて現地にてスタッフが待つ

設備

エアコン/床暖房/加湿器付空気清浄機/51インチ液晶テレビ ・DVDプレーヤー/システムキッチン（IH）/冷
蔵庫（ソフトドリンク無料・その他アルコール類有料）/ワインセラー/ドラム式乾燥機付洗濯機
ジャグジー付浴槽/ウォシュレット付トイレ/テレビ付インターフォン/テンキーロックシステム
※その他貸出備品（アイロン/アイロン台/炊飯器/延長コード/コードレスクリーナー）
※全客室Wi-fi完備。有線LAN無料
※客室にセイフティボックス

【フラットタイプ】
お庭・お空
（各定員4人）
約120㎡

【メゾネットタイプ】
お山・お池
（各定員4人）
約135㎡

ベッドルーム(ツイン)・和室・LDK・バスルーム・トイレ
※特別日は部屋価格が2万円UP
  （12/31～1/3、4/29～5/5、7/15～16、8/15～16）
※2泊以上は10％割引

ベッドルーム(ツイン)・和室・LDK・バスルーム・トイレ
※特別日は部屋価格が2万円UP
  （12/31～1/3、4/29～5/5、7/15～16、8/15～16）
※2泊以上は10％割引

浴衣（Ｍ・Ｌのみ）

ハンドソープ、フェイスタオル、バスタオル、歯ブラシセット、ヘアブラシ、ドライヤー、カミソリコットン

シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、シャワーキャップ

アメニティ
施設

サービス

１３．京宿 うさぎ （井上幾株式会社）

TEL 075-821-1112

世界文化遺産の二条城がすぐそば。JR二条・地下鉄二条駅からも近く、嵐山や東山など京の観光名所、奈良や大阪へのアクセス
にも便利な立地。テンキーロックシステムで、鍵なしでいつでも自由に出入りできる。全室が100平米超の広さでスイート仕様になっ
ている。

【部屋タイプ】
（定員）

価格（円・税別）
部屋施設・設備

「お庭」の部屋

和室リビング

「お山」の部屋

バスルーム

和室 リビング

平成24年度から続く、京都にふさわしい屋外広告物を表彰する「京都景観

賞」おいて、平成27年度 屋外広告物部門「京町屋賞」を受賞。
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京都市上京区東神明町297

一棟貸 【簡易宿所】 http://www.yoil.co.jp/mghouse/

概要

宿泊者数 1人当たり 部屋

2名 13,500～ 27,000～

8名 6,375～ 51,000～

壱の局（2～8名）

弍の局（2～8名）

参の局（2～8名）

承香殿　東対（2～8名）

承香殿　西対（2～8名）

弘徽殿　南対（2～8名）

出水町家（2～8名）

客室設備

キッチン

洗面

浴室

チェックイン

チェックアウト

支払い

【部屋タイプ】
（定員）

アメニティ
施設

サービス

町家の良さをそのまま残し、キッチンが備わっている

※宿泊人数が増えると１人当たりの価格が安くなる

土壁、自然塗料 土壁、自然塗料 （ベンガラ、柿渋、荏油）昔の町家の面影を再現

段差を減らし、車椅子でトイレ・風呂への移動を可能にする等、高齢者も快適に過ごせる構造

京都北山丸太生産協同組合と連携し、北山杉をインテリアに利用

16時 20時 ※チェックインは「京町家の宿」京都駅前レセプションにて

11時

銀行振込（前払い）・オンラインカード決済 

ＩＨシステムキッチン（東対以外全室あり）
冷蔵庫/電子レンジ/電気ケトル/食器類/スプーン・フォーク/ウォシュレットトイレ
各部屋冷暖房/テレビ/インターネット接続/自転車（各施設２台）

日本茶　（煎茶・ほうじ茶・玄米茶）/コーヒー/紅茶

バスタオル/フェイスタオル/歯ブラシ/コットンセット　 

シャンプーリン/ボディーソープ

町家の良さをそのまま残、キッチン、洗濯機、乾燥機が設置してあり、長期滞在にも適している

通り庭をそのままに火袋を残し、檜の浴室に五右衛門風呂が備わっている

部屋

べんがら格子、虫籠窓、太い梁など町家の良さをそのまま残す

平安時代に天皇や后たちの住まいがあった平安宮内裏跡に建つ、築100年を超える町家3棟を京町家ゲストハウスに改修してい
る。1棟貸しで2名～8名がゆったりと泊まれる。各町家毎にコンセプトに沿った改修を行っており、趣向を凝らした7つの町家がある。
修復にあたっては、屋根重量の軽量化、柱の根継ぎ、床構造強等により 耐震補強を実施している。また、騒音防止ため防音材によ
り遮性能を向上、最新防火設備の設置により安全性の向上に務めている。改修費は1棟当たり約1,700万円。ゲストハウス内の清掃
は、社会福祉法人全国手話研修センター により実施し、ユニバーサル 社会の推進に寄与している。

価格（円・税込）
部屋施設・設備

１４．山中油店 町家ゲストハウス （山中油店）

TEL 075-821-1112

「弍の局」の外観・部屋

リビング

和室

キッチン

庭

「弍の局」の間取り

外観
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④ゲストハウス運営会社・経営会社 

http://www.kyoto-machiya-inn.com/ja/

施設概要

社名

代表

設立

東京事務所（本店）

京都事務所

宿泊施設運営事業

 宿泊施設コンサルティ
ング事業

多言語予約システム販
売事業

不動産事業

管理・運営事業

WEB製作

翻訳事業 英語・中国語（簡体字・繁体字）

京都府京都市下京区七条烏丸西入東境町191-2 烏丸七条ビル401

不動産の売買・賃貸仲介/古民家・中古物件のバリューアップ/不動産の賃貸管理・運用

不動産の活用方法に合わせた管理・運営

「町家レジデンスイン」「祇園幸遊庵」他の運営
プロモーション・問い合わせ対応・オペレーション・接客サービスから清掃まで宿泊施設の運営すべての業
務。 国内と海外の２方向の集客により、宿泊施設の稼働率向上と売上の増大を実現する戦略を構築し実
施致している。

新規宿泊施設立上げ、既存宿泊施設再生のコンサルティング・Inbound Support Serviceの提供インバウン
ド集客によるロジカルな経営戦略
【支援コンテンツ】 ※不動産活用事業は除く
・対象施設における現状のヒアリング（無料）
・改善に向けた対策プログラムと見積書の提案（無料）
・公式ホームページの外国語版の制作（既存ページのリニューアル含む）
・海外予約サイトへの登録代行（予約サイト用の訴求のための翻訳含む）
・問い合わせ、予約対応テンプレートやマニュアルの作成
・接客対応時のフレーズや対応マニュアルの作成
・国籍別の対応注意点などのレクチャー
・外国語版パンフレットの作成
・外国語版の施設内各種インフォメーションの作成
・サンクスメールのテンプレートやマニュアルの作成等

ユーザー視点に立った、宿泊施設様向けのホームページの製作（基本的には、運営やコンサルティング事
業とセットで行う）

世界中で利用されている「グローブキー」予約システムの販売

業務内容

１５．町家レジデンスイン京都

一棟貸物件の運営・経営 TEL 075-708-5610

運営会社

町家レジデンスは、老朽化が進んだ町家を構造面から見直し、適切な改修を加え、旅館業許可を取得し、宿泊施設として運営して
いる。京都町家を全面改修し、生活家電、調理器具なども完備し、約50㎡～100㎡の広さを2名～小グループで貸切るシステム。旅
程・人数・デザイン等の好みによって京都市内にある14ヶ所の町家宿泊施設から選択できる。スタッフが常駐しないセルフケータリン
グ形式の滞在だが、緊急時には各町家に設置した専用の携帯電話でスタッフと連絡を取ることが可能。
各宿泊施設の旅館業の申請者はバラバラで、株式会社エイジェーインターブリッジが「町家レジデンスイン京都」として宿泊施設の
運営を行っている。ウェブサイトは一元化されており、宿泊者が立地条件や旅行行程、建物の嗜好、人数などにより選択することが
できる。施設により宿泊料金は異なる。

株式会社エイジェーインターブリッジ ／ AJ InterBridge Inc.

新木 弘明

東京都中央区日本橋2-16-3、18山京ビル201

2009年6月

・長屋茶碗阪

・開智かきしぶ庵

・開智ももはな庵

・粟田げっぱく庵

・つき草庵

・布袋庵

・京花庵

・三昧庵

・清水りきゅう庵

・新道あずき庵

・新道せいじ庵

・永松しこく庵

・洛致しょうぶ庵

・朱雀ふしぞめ庵

・朱雀こんるり庵

・城巽あかね庵

・開智あんず庵

・有済はとば庵

・月輪こはく庵

・尚徳ときわ庵

・幸遊庵
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http://www.machiya-inn.net/

施設概要

社名

代表

設立

京都事務所

京都駅前レセプション

業務内容
宿泊施設運営事業

１６．京町家の宿

一棟貸物件の運営 TEL 050-2018-1700 

宿泊施設の運営・企画

『京町家』を改築・改装した貸切宿泊施設を13店舗運営（2014年1月末現在）している。コンセプトは『京都の街そのものを利用した宿
泊施設』。昔ながらの町家造りをそのまま残しているため、まるで「京都に住んでいるような感覚」を味わうことができる。施設の清掃
業務をろう者の団体に依頼するなど、社会貢献にも積極的に取り組んでいる。平成19年度京都文化ベンチャーコンペティション『京
都産業21賞』受賞。町家再生旅館活用事業。京都市内に点在する宿への宿泊客の受け入れや清掃、備品の管理・補充などを５名
で行っている。
京都駅から徒歩３分に京町家の宿の京都駅前レセプションがあり、チェックイン手続き可能。

京都市下京区東塩小路町547-7ステーションコートヤード102

京都市左京区岡崎真如堂前町１６番地

運営会社

株式会社 京町家の宿（MACHIYA-INN　Lｔｄ）

代表取締役　田谷隆行

平成19年５月　町家プランニング創業・平成24年5月1日　株式会社 京町家の宿に法人化

京都市中京区西ノ京北聖町２４新二条ビル２

・正庵 （6名・調理可）

・あんど（8名・調理可・洗濯機有）

・六壺（9名・調理可・洗濯乾燥機有）

・京都旅庵 然（10名・調理可・洗濯機有・駐車場有）

・東山 粟田庵 （10名・調理可・洗濯機有）

・出水町家 （8名・調理可・駐車場有）

・紫野 しおん庵（10名・調理可・洗濯機有・駐車場有）

・淳風 しらふじ庵（8名）

・五辻庵（8名・駐車場有）

・朱雀ききょう庵（4名・自転車２台有）

・新道さくら庵（7名）

・豊園くれない庵（4名）

・朱雀若草庵（4名・駐車場有）

・清水ろくしょう庵（4名）

・東山不頼庵（7名・調理可・洗濯乾燥機有・駐車場有）

・壱の局（8名・調理可・駐車場有・自転車２台有）

・弍の局（8名・調理可・洗濯機有・駐車場有・自転車２台有）

・参の局（8名・調理可・洗濯機有・駐車場有・自転車２台有）

・承香殿 西対（8名・調理可・駐車場有・自転車２台有）

・承香殿 東対（8名・駐車場有・自転車２台有）

・弘徽殿 南邸（8名・・洗濯機有・駐車場有・自転車２台有）
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https://kshouse.jp/index.html

施設概要

社名

代表

設立

京都事務所

業務内容 宿泊業

1７.ケイズハウス

宿泊施設の運営

ホステル・一棟貸物件の経営

ケイズハウスは”安くて、便利で、快適な旅人宿”をコンセプトにしたホステルチェーン。
 ２００３年に京都にオープンして以来、白馬・東京・富士河口湖・広島・伊豆伊東・高山と外国人旅行者に人気のエリアにホステルを
オープン。 現在、８店舗を運営しており、年間約８０か国から延べ１５万人以上の外国人のゲストにご宿泊している。オンラインホス
テル予約サイトの最大手のhostelworld.comの顧客投票で2年連続世界No.1のホステルチェーンに選ばれている。
最近は、京都の町家を一棟まるごと貸し切ることができる「京町家ステイ K’s Villa」をスタート。現在3軒登録されており、鴨川沿いの
「鴨川庵」は1泊平日32000円 とかなりの高級路線となっている。

運営会社

株式会社ケイズハウス ※旅館業申請は 有限会社坂口商事 坂口勝彦

京都府京都市下京区納屋町418

２００３年

京都府京都市下京区納屋町418
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https://kshouse.jp/index.html

施設概要

社名

代表

設立

本社所在地

資本金・従業員数

業務内容 宿泊業
1)主に外国人をお客様とした、バックパッカーズホステルの運営。
2)主に京都市を中心として、外国人向け家具付きアパート・ゲストハウスの営業、管理業務
3)外国人旅行者向けのツアー事業

300万円・80名

2002年京都に1号店のホステルをオープン。その後広島、大阪、飛騨高山にオープン。その他に旅館をホステル風に改装した「花
宿」というブランドラインナップを京都、広島、大阪、福岡で運営している。
ホステル運営の他に、飛騨高山で外国人向けに白川郷の半日ツアーや京都・大阪からバス・ホステル付きの2泊3日ツアーなどを販
売するJ-Hop Tourを運営。http://tour.j-hoppers.com/
またJ STAYの名前で外国人向けのシェアハウス運営を行い、2014年5月現在京都を中心に16店舗を運営するなど、多角的な経営
を行っている。

運営会社

有限会社ジェイホッパーズ

代表取締役：飯田章仁　/　山口謙一

2002年

京都府京都市南区東九条中御霊町51-2

1８.ジェイホッパーズ

ホステル・シェアハウスの経営
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（２）調査のまとめ 

①町家活用対象と考えられる宿泊施設の種類 

一般的に「ゲストハウス」と呼ばれているものの多くは旅館業の「簡易宿所」に種別される。 

バックパッカー向けに低価格のドミトリーを設けているものから、床の間やツシの間、中庭

などの町家のしつらえや雰囲気を売りにしているものまで多様な事例が見られた。また、彦根

市や奈良市、倉敷市など地方のゲストハウスでは、イベントやワークショップの開催などの地

域との交流を図っている事例が見られた。 

一棟貸タイプは、建物の特性を活かした改修が行われ、旅程や人数、デザインの好みにより

選択できるようにウェブサイトが整備されている。また、常駐スタッフがいないため、宿泊客

の受入から清掃や管理まで、一元化して管理・運営する会社が存在する。 

中心市街地エリアにおいて考えられる、町家を活用した宿泊施設の形態は以下のように整理

できる。また、それに関する事業として運営会社の存在があげられる。 

◇小規模宿泊施設の形態とそれに関する事業 

ゲストハウス 一般的に、バックパッカー向けの比較的安価な料金で利用できる宿泊施設。宿泊

者同士が交流できる談話室などの共同スペースや、ドミトリー（相部屋）などが

あるものが多い。 

Ｂ＆Ｂ Bed＆Breakfast の略。部屋（寝室）と簡単な朝食を提供するだけの一泊朝食付き

の宿。本来はイギリスに多く存在する家族経営の小規模な宿泊施設、英国版民宿。

ゲストハウス 

＜1棟貸＞ 

宿泊施設に改修した町家の一棟貸タイプのゲストハウス。100 ㎡以下の施設が多

い。スタッフは常駐しておらず施設の管理・運営は専門の会社に委託している場

合が多い。 

ゲストハウス 

運営会社 

主に 1 棟貸タイプのゲストハウスの清掃やチェックイン・チェックアウト時の接

客サービス、宿泊予約の管理や問合せ対応等の運営業務を行う。 

②宿泊施設の価格帯 

・ドミトリーの平均は約 2,600 円/人。 

ドミトリーを除く部屋の平均は約 4,000 円/人。 

・一棟貸タイプは、利用人数により価格が変動するが、一般のゲストハウスより質の高い整備を

しているものが多く、価格帯も高くなっている。 

③宿泊施設のアメニティやサービス 

・タオルやバスタオル、浴衣などのアメニティや洗濯機など長期滞在者が利用するもの、観光に

使用するレンタサイクルなどのサービスを有料としている例が多い。 

・外国人旅行者は、日本に来てからもインターネットを活用して情報収集を行い、予約もインタ

ーネットの予約サイトで行うため、英語に対応したウェブサイトを整備している。 

・宿泊料の決済は、ゲストハウスは現金払いが多く、1 棟貸タイプは不泊が発しないように前払

い（クレジットカード決済/振込）としているところが多い。 
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第 4章	 活用にあたりクリアすべき法的規制の把握	 

4.1.	 活用にあたりクリアすべき法的規制の把握	 

大津町家は、江戸後期から明治、大正、昭和前期まで※1に伝統的な木造構法で建てられ、比較

的規模も大きく、現在、店舗併用住宅又は住宅の用途に使われている。そのため、飲食店や宿泊

施設など用途を変更して活用する場合、建築基準法、消防法、旅館業法等の法律の基準を満たし

ているか確認し、各所管に申請書を出して許認可を受ける必要がある。本章では、中心市街地エ

リア内にある床面積が１００㎡を超える大津町家を事例に、住宅を宿泊施設や飲食店に用途変更

するケースについて述べる。なお、事例とした大津町家の平面図を５８ページに記載する。	 

※1	 江戸後期から昭和前期までとは、文化財の時代区分によると宝暦元年（1751）から昭和前期（1945）まで	 

	 

（１）建築基準法	 

建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途に

ついて、その最低基準を定めた法律で、昭和２５年５月２４日法律第２０１号に交付された。大

津町家は、法律交付以前に建てられているため、既存不適格建築として扱われるが、増改築がさ

れている場合、取扱いが変わるため、市の建築指導課との協議をすること。	 

	 

	 ①関連法規（☆は資料編に掲載）	 

建築基準法／建築基準法施行令／建築基準法施行規則／大津市特定旅館建築規制条例	 

大津市建築基準条例☆／大津市建築基準法等施行細則	 

／大津市建築基準法第２２条第１項の規定による区域の指定について	 

［問合せ先：大津市	 都市計画部	 建築指導課	 電話 077-528-2774	 市役所本館 3 階］	 

	 

	 ②建築物の用途	 

現行用途／店舗併用住宅、一戸建ての住宅	 

計画用途／ホテル、旅館、飲食店	 

→	 既存不適格建築物を特殊建築物へ用途変更	 

	 	 	 ホテル又は旅館／建築基準法	 別表第一い（二）項の特殊建築物	 

	 	 	 飲食店／建築基準法	 別表第一い（四）項の特殊建築物	 

	 

・建築基準法の用途において、ホテルと旅館は「宿泊を提供する営業行為を行う」宿泊施設と

して同一のものである。以下、旅館とのみ表記する。	 

・宿泊施設として食堂等の室を設けて宿泊客に朝食を提供する場合、この室は旅館に含み、計

画用途は旅館のみの申請となる。	 

・宿泊施設の食堂等の室を利用して、飲食店を営業する場合、飲食店を計画用途に含めた申請

となる。	 

・宿泊施設の食堂等の室を利用して、将来、飲食店として営業する場合、その時に再度、用途

変更をすればよいが、より規制の係ることとなるため、旅館への用途変更時に飲食店を計画

用途に含めた申請とすることが望ましい。	 	 
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 ③一般構造設備関係（法２８条 ３４条）※不要な条項は記載せず 

以下について適用させる。［ ］は、緩和規定を含む関係政令。 

法２８条 居室の採光及び換気［令１９条、２０条、令２０条の２、３］ 

１項 居室の採光［令１９条、２０条］ 

→旅館の客室及び食堂は居室であるが、採光は必要ない。但し、大津市旅館業法施行

条例第５条、別表第２、１ （３）に「客室の床面積の１０分の１以上とすること」

とあり。また、５９ページ以降に記載した法３５条も確認のこと。 

２項 居室の換気［令２０条の２］ 

→旅館の客室及び食堂の居室は、「居室の床面積の２０分の１以上としなければなら

ない」。ただし書あり。 

３項 火気使用室の換気設備［令２０条の３］ 

→台所の火気、囲炉裏が対象。 

→ＡＬＶＳチェックが必要。 

 

法２８条の２ 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置［令２０条の４ ９］ 

→国交省告示第２７３号第２四号により、以下の内容なら２４時間換気設備不要 

「真壁造の建築物（外壁に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないもの

に限る）の居室で、天井及び床に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いない

もの又は外壁の開口部に設ける建具（通気が確保できる空隙のあるものに限る）に木製枠を用

いるものとすること。」 

 

令２１条 居室の天井の高さ 

→天井高さ２.１ｍ以上。 

令２２条 床の高さ及び防湿方法 

→床高さ４５センチ以上。ただし書きあり。 

令２３条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法 

→四号階段／幅７５センチ以上、けあげ２２センチ以下、踏面２１センチ以上 

 ２項 回り階段の踏面寸法の取り方「狭い方の端から３０センチの位置」。 

 ３項 手すり等。 

令２４条 踊場の位置及び踏幅 

→階高３メートル以内なら、適用対象外。 

令２５条 階段等の手すり等 

 １項 「階段には、手すりを設けなければならない。」 

令２６条 階段に代わる傾斜路 

 １項 階段に代わる傾斜路の勾配は、八分の一以下。 

令２７条 特殊の用途に専用する階段  
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 ④既存不適格建築物関係（建築基準法第３条第２項／法第８６条の７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編に「既存不適格調書」の様式を掲載。申請にあたっては大津市建築指導課で 新版を確

認すること。なお、昇降機の様式は掲載せず。 

 

（法３条２項） 

（法８６条の７） 

（法８７条） 
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④既存不適格建築物関係（建築基準法第３条第２項／法第８６条の７）つづき 

 ○法３条第２項 適用の除外（既存不適格建築物） 

→適合していない部分に限り，違反建築物とはならず、新しい規定に適合する必要はない｡ 

○法８６条の７第１項 既存の建築物に対する制限の緩和 

→既存不適格建築物はそのままの状態としている限り適法とみなされる。しかし、増築・改築、

大規模の修繕・大規模の模様替の建築行為をする場合には、既存の部分を含めて新規規定が

原則的に適用されるが、以下の規定は政令で定める範囲内において適用しない。 

［ ］は、範囲を定める関係政令。 

法２０条 構造耐力［令１３７条の２、１２］ 

［令１３７条の２］増築・改築 

１号 床面積２分の１以下と構造方法（耐震性能） 

２号 床面積２０分の１かつ５０㎡以下と構造方法（危険性を増大しない） 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

１項 構造耐力上の危険性が増大しない大規模の修繕・大規模の模様替 

法２６条 防火壁［令１３７条の３、１２］ 

［令１３７条の３］増築・改築 

１項 床面積５０㎡以下 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

２項 すべての大規模の修繕・大規模の模様替 

 

法２７条 耐火特殊建築物［令１３７条の４、１２］ 

［令１３７条の４］増築・改築 

１項 床面積５０㎡以下 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

２項 すべての大規模の修繕・大規模の模様替 

 

法２８条の２ 石綿使用制限［令１３７条の４の３、１２］ 

［令１３７条の４の３］増築・改築 

１号 床面積２分の１以下 

２号 増築・改築部分が適合 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

３項 石綿等有害物質を添加した建築材料を使用しない 

 

法３０条 長屋･共同住宅の界壁［令１３７条の５、１２］ 

［令１３７条の５］増築・改築 

１項 増築後の床面積１.５倍以下、改築部床面積２分の１以下 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

２項 すべての大規模の修繕・大規模の模様替 
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法４７条 壁面後退［令１３７条の１２］ 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

２項 すべての大規模の修繕・大規模の模様替 

 

法４８条 用途地域関係［令１３７条の７、１２］ 

［令１３７条の７］増築・改築 

１号 増築・改築後の容積率、建ぺい率が適合 

２号 増築後の床面積１.２倍以下 

３号 増築後の不適格部分の床面積１.２倍以下 

４号 （省略） 

５号 用途変更を伴わないこと 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

４項 用途変更を伴わないすべての大規模の修繕・大規模の模様替 

 

法５２条 容積率［令１３７条の８、１２］ 

［令１３７条の８］増築・改築 

１号 増改築部分は自動車車庫及び自転車車庫場の用途に限る 

２号 増築前の自動車車庫等以外の床面積の合計は，基準時以下 

３号 増改築後の自動車車庫等の床面積５分の１以下 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

２項 すべての大規模の修繕・大規模の模様替 

 

法５３条 建ぺい率［令１３７条の１２］ 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

２項 すべての大規模の修繕・大規模の模様替 

 

法５６条 斜線制限［令１３７条の１２］ 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

２項 すべての大規模の修繕・大規模の模様替 

 

法５８条 高度地区［令１３７条の１２］ 

［令１３７条の１２］大規模の修繕・大規模の模様替 

２項 すべての大規模の修繕・大規模の模様替 

 

 ⑤用途変更関係（建築基準法第８７条） 

法８７条 用途の変更に対するこの法律の準用 

１項 建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合、建築主事に届け出が必要 

→第６条第５項 １２項を準用しないことから、法２０条遡及しないが、危険性を増大し

ないことの確認のため、構造計算書の添付が必要。→⑥で詳しく掲載 
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３項 既存不適格建築物の用途を変更する場合、増築，改築，大規模の修繕又は模様替を伴

う用途変更（１号）、令第１３７条の１９第１項に規定する類似の用途相互間の用途

変更（２号）、用途規制上，令第１３７条の１９第２項に規定する範囲内の用途変更

（３号）以外は、以下の規定を適用する。 

 

法２４条 特殊建築物の外壁 

 

法２７条 耐火特殊建築物 

 

法２８条１項 採光 

３項 火気使用室換気 

 

法２９条 地下居室 

 

法３０条 長屋･共同住宅の界壁 

 

法３５条 特殊建築物等の避難及び消火 

 

法３５条の２ 特殊建築物の内装制限 

 

法３５条の３ 無窓居室 

 

法３６条 法 19 35 条の 3 までの補足技術基準 のうち、第２８条１項と第３５条 ※前掲 

 

法４８条 用途地域関係 

 

法４０条 条例による制限付加 

 

法４３条第２項 接道条件付加 

 

法４３条の２ 4m 未満接道条件付加 

 

法４９条 ５０条 用途条例制限 

 

法６８条の２第１項 条例による用途制限 

 

法６８条の９第１項 条例による集団規定制限  



 57

○第８６条の７ 既存の建築物に対する制限の緩和規定 及び第８７条 用途変更に対する法律の準用 一覧 

 

緩和規定 

関係法 

 

概要 

 

緩和規定 

関係政令 

建築行為別緩和規定 

○適用 ×適用除外 ※政令の範囲に限り適用除外 

ア 増築・改築 

 

法 86条の7第1項

イ 大規模な修繕 

  大規模な模様替 

法 86条の 7第 1項 

ウ 用途変更 

 (アイ以外の場合) 

法 87 条 3項 ★ 

 政令で定める範囲  政令で定める範囲  政令で準用除外 

法 20条 構造耐力  ※ 令 137 条の 2 ※ 令 137 条の 12第 1項 ×  

法 24条 特殊建築物の外壁  ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 26条 防火壁  ※ 令 137 条の 3 ※ 令 137 条の 12第 2項 ×  

法 27条 耐火特殊建築物  ※ 令 137 条の 4 ※ 令 137 条の 12第 2項 ○ 令 137 条の 19第 1項 

法28条1項 採光 令 19･20 条 ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

    2項 居室換気 令 20条の 2 ○  ○  ×  

    3項 火気使用室換気 令 20条の 3 ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 28条の 2 

 1 号 2号 

石綿使用制限 令 20条の 4 ※ 令 137 条の 4 の

3 

※ 令 137 条の 12第 3項 ×  

3号 ｼｯｸﾊｳｽ規制 令 20 条の 6 

9 

○   ○  ×  

法 29条 地下居室 令 22条の 2 ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 30条 長屋･共同住宅の界壁 令 22条の 3 ※ 令 137 条の 5 ※ 令 137 条の 12第 2項 ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 31条 便所 令 32条 ○  ○  ×  

法 32条 電気設備 令 32条 ○  ○  ×  

法 35条 特殊建築物等の避難 

及び消火 

令 116 条の 2

 128 条の 3

○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

･廊下､階段､出入口 

（避難施設等） 

令 116 条の 2

 126 条

○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

･消火設備  ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

･排煙設備､非常用

照明､非常用進入口 

令 126 条の 2

 7

○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

･避難通路 令 127 条  

128 条の 3

○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 35条の 2 特殊建築物の内装制限 令 128 条の 3

の 2 129 条

○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 35条の 3 無窓居室 令 111 条 ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 36条 法 19 35 条の 3 ま

での補足技術基準 

令 21 条 35 条､

112 条 115 条､

129 条の 2 の 5

○  ○  ×  

○ 令 137 条の 19第 1項 

法 28条 1項､35 条 

法 40 条 条例による制限付加  ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法43条2項 接道条件付加 令 144 条の 6 ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 43条の 2 4m 未満接道条件付加  ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 47条 壁面後退  ○  ※ 令 137 条の 12第 2項 ×  

法 48条 

1 13 項 

用途地域関係  ※ 令 137 条の 7 ※ 令 137 条の 12第 4項 ○ 令 137 条の 19第 2項 

法 49 50条 用途条例制限 令 130 条の 2 ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 52条 

1･2･7 項 

容積率  ※ 令 137 条の 8 ※ 令 137 条の 12第 2項 ×  

法 53条 

1･2 項 

建ぺい率  ○  ※ 令 137 条の 12第 2項 ×  

法56条1項 斜線制限  ○  ※ 令 137 条の 12第 2項 ×  

法 58条 高度地区  ○  ※ 令 137 条の 12第 2項 ×  

法 68条の 2 

1･5 項 

条例による用途制限  ○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

法 68条の 3 

7 項 

沿道地区計画緩和  ○  ○  ×  

法 68条の 9 

1 項 

条例による集団規定

制限 

令 136 条の 2

の 9 

○  ○  ○ 令 137 条の 19第 1項 

●大津市中心市街地における町家宿泊施設に該当しない法 34条、法 39条 2項、51条、54条、55条、56条の 2、57条

の 4､57 条の 5、59条 68 条については、記載せず。 

●法 86条の 7第 2項､3項、法 87条 4項の独立部分適用除外及び当該部分適用除外については、記載せず。 

●法 87条 3項（既存不適格建築物の用途変更）は行政庁ごとに解釈が統一されていないため、必ず協議のこと。 
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 ⑥既存不適格建築物である大津町家を用途変更して特殊建築物とする場合 

 この項では、具体的な大津町家を宿泊施設（Ｂ＆Ｂ、簡易宿舎、１００㎡超）及び朝食を提供

する食堂を昼間飲食店利用する事例を元に、いわゆる単体規定のうち、法２２条に関する規定、

防火規定（法２４条 ２７条）、避難規定（法３５条 ３５条の３）について適用させる。なお、

一般構造規定については、③に掲載済み。旅館と記載している場合、ホテルも含む。 

 

○事例とした大津町家 

 

 配置図兼 1階平面図

2階平面図
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法２２条１項の区域 

市条例「建築基準法第２２条第１項の規定による区域の指定について」では、法２２条１項の区域

を「都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域」に指定。 

→法２２条 ２４条適用 

 

法２２条 屋根［令１０９条の５ 屋根の性能に関する技術的基準］ 

       ［平１２建告１３６１号 屋根の構造方法を定める件］ 

       ［法６３条 屋根］ 

       ［令１３６条の２の２ 屋根の性能に関する技術的基準］ 

 平１２建告１３６５号 屋根の構造方法を定める件 

→不燃材料でつくる、又はふく 

       ［令１０８条の２ 不燃性能及びその技術的基準］ 

 平１２建告１４００号（平１６改正）不燃材料を定める件 

→屋根の材料が、瓦や金属板であれば、適用 

 

法２３条 外壁［令１０９条の６ 準防火性能に関する技術的基準］ 

 平１２建告１３６２号（平１６改正）外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件 

第１二 土塗真壁造で塗厚さが 30 ミリメートル以上のもので、かつ、土塗壁と間柱及び桁との

取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎

の侵入を有効に防止することができる構造とすること。 

第１三 次に定める防火被覆が設けられた構造とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及び

はりの部分については、この限りでない。 

  イ 屋内側にあっては、厚さ 9.5 ミリメートル以上のせっこうボードを張る、他 

  ロ 屋外側にあっては、（１）土塗壁（裏返塗りをしないもの及び下見板を張ったものを含

む。）、他 

→外壁が、土壁であれば、適用。ただし、用途変更の改修で、天井及び床に石膏ボードや合板を使

用し、第１三を適用する場合、法２８条の２シックハウスの規定において、国告第２７３号第

２四号の２４時間換気設備不要規定が使えなくなるので、第１二の適用をすすめる。 

 

法２４条 木造建築物等である特殊建築物の外壁等 

→適用外 ∵用途外 

 

法２７条 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物 

→適用外 ∵旅館 （二） ２階床面積が３００㎡未満 

 

法３５条 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 

→適用外 ∵全体延べ面積１０００㎡以下 

    但し、令１１６条の２「窓その他の開口部を有しない居室等」でないこと。 

 令１１６条の２ 窓その他の開口部を有しない居室等→いわゆる建築基準法における「無窓居室」 

１項１号 採光上の無窓居室。つまり、採光に有効な部分の開口面積が、居室床面積２０分の１以上。 
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１項２号 排煙上の無窓居室。つまり、排煙上有効な部分の開口面積（天井から８０センチ以内）

が、居室床面積５０分の１以上。 

 

法３５条の２ 特殊建築物の内装［令１２８条の４］ 

令１２８条の４ 制限を受けない特殊建築物等 

１項 耐火・準耐火以外の建築物で当該用途に供する床面積の合計が２００㎡以上。 

４項 火気使用室は適用 

  但し、令１１６条の２「窓その他の開口部を有しない居室等」でないこと。 

 

法３５条の３ 無窓の居室等の主要構造部 

→適用外 ∵無窓居室を設けない 

主要構造部を耐火構造、又は不燃材料で造ることは不可能なため、無窓居室を設けないことが必

須。 

 

法３６条 第二章の規定を実施し、又は補足するための技術的基準 

令１１４条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 

２項 旅館の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な

間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 

  ※次ページに［建築物の防火避難規定の解説２０１２］ｐ１３５を掲載。 

  「防火上主要な間仕切壁」ロより、一定単位ごとの区画及び避難経路とその他の部分と

の区画の範囲は「就寝室等の相互間の壁で、３室以下かつ１００㎡以下に区画する壁

で、種別は準耐火（４５分）。 

  ※右図に小屋裏又は天井裏に達せ

しめなければならない間仕切り

の位置を示す。 

  

防火上主要な小屋裏間仕切り壁

2階平面図
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３項 建築面積が３００㎡を超える木造小屋組の場合、桁行き間隔１２ｍ以内ごとに小屋

裏に準耐火構造の隔壁を設ける。 

 

 

 

  

建築物の防火避難規定の解説 2012 より 

編集：日本建築行政会議 発行：（株）ぎょうせい 
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令１１７条 第２節 廊下、避難階段及び出入り口 の規定の適用の範囲 

１項 ①特殊建築物、②３階以上、③令１１６条の２「無窓居室」を有する階、④延べ面積

１０００㎡超 に適用 

→適用  ∵旅館、飲食店は、①特殊建築物にあたる 

 

令１１９条 廊下の幅［大津市建築基準条例１０条、１８条］ 

→適用外 ∵旅館は用途外 

大津市建築基準条例１０条 特殊建築物の廊下等の構造 

  利用者の用に供する室の出入口から主要な屋外出入口に至る経路の廊下等の幅１.２ｍ、高

低差、傾斜、表面仕上げ 

→適用外 ∵旅館、飲食店は、同１３条の適用除外にあたる 

大津市建築基準条例１８条 ホテル、旅館等の廊下及び階段の幅 

 両側居室の廊下幅１.２ｍ、その他の場合０.９ｍ 

→適用外 ∵居室の床面積計が１００㎡超える階において適用 

  

令１２０条 直通階段の設置 

→適用外 ∵避難階以外の階の居室の各部分からの歩行距離３０ｍ以下 

 

令１２１条 二以上の直通階段を設ける場合 

５項 宿泊室の床面積の合計が１００㎡超 に適用 

→適用外 ∵その階における宿泊室の床面積計が１００㎡以下とする 

 

令１２５条 屋外への出口［大津市建築基準条例９条］ 

１項 避難階においては、階段から屋外への出口に至る歩行距離３０ｍ以下、令１１１条の

避難上有効な開口部を有しない居室の各部分から屋外への出口に至る歩行距離６０

ｍ以下 

大津市建築基準条例９条 出入口の構造 

  宿泊室の出入口から主要な屋外出入口の幅８０センチ以上、段差なし 

→適用外 ∵旅館は、同１３条の適用除外にあたる 

 

令１２６条の２ 排煙設備 

→適用外 ∵全体延べ面積が５００㎡以下 

但し、令１１６条の２「窓その他の開口部を有しない居室等」でないこと。 

 

令１２６条の４ 非常用の照明装置 

→設置要。但し、平１２年建告第１４１１号に緩和規定あり。 

平１２年建告第１４１１号 非常用の照明装置を設けることを要しない避難 階又は避難階の直上

階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類

するものを定める件  
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  １項 避難階の居室等の各部分から屋外への出口に至る歩行距離３０ｍ以下、かつ、避難

上支障がないもの。 

  ２項 避難階の直下の居室等の各部分から避難階における屋外への出口に至る歩行距離２

０ｍ以下、かつ、避難上支障がないもの。 

 

令１２６条の６ 非常用の進入口 

→適用外 ∵２階以下 

 

令１２７条 第６節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等 の規定の適用の範囲 

１項 法３５条に掲げる建築物 に適用 

→適用  ∵旅館、飲食店は、法３５条に掲げる建築物、つまり特殊建築物にあたる 

 

令１２８条 敷地内の通路 

  １項 敷地内には、令１２５条１項の出口から道等に通じる幅員が１.５ｍ以上の通路を設

けなければならない。 

→適用。直通階段から令１２５条１項の出口、つまり屋外出口までは、室を通らずに１.５ｍ以

上の幅員を取ることが必要。 

 

（２）消防法 

消防法とは、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する

とともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉

の増進に資することを目的に制定された法律で、昭和２３年７月２４日法律第１８６号に交付さ

れた。 

 

 ①関連法規 

消防法／消防法施行令／消防法施行規則／大津市火災予防条例／大津市火災予防規則 

［問合せ先：大津市 消防局 予防課 電話 077-525-9902 市役所新館 2 階］ 

 

 ②建築物の用途 

防火対象物／宿泊所（５）項イ 及び 飲食店（３）項ロ 複合用途 

但し、飲食店（３）項ロは、緩和となる部分があるため、宿泊所（５）項イとする。 

→ （５）項イ 単体用途 

 

 ③収容人員 

  １．従業員  ２ ３人 

  ２．宿泊室 簡易宿所にあっては和式の場合は宿泊室面積（壁芯）３㎡あたり１人、小数点以下

切り下げ。宿泊室面積に床の間や縁先は含まない。ベッド式の場合はベッドの数で算定。 

  ３．飲食部分 固定式の椅子席の場合は椅子数、その他の場合は３㎡あたり１人 

    →協議用図面（後載）では、従業員数３人、簡易宿所（和式宿泊室）５５㎡÷３㎡＝１８人、

飲食部分２７㎡÷３㎡＝９人、合計３０名とした。  
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 ④無窓階の判定（令第１０条第１項第５号／施行規則第５条の２） 

令１０条   消火器具に関する基準 

１項５号 総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階 

規則５条の２ 避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階 

１項 １０階以下の階で、直径１ｍ以上の内接円、又は幅７５センチ高さ１.２ｍの開

口部 

２項１号 床面から開口部下端まで１.２ｍ以内 

  ２号 道又は道に通ずる幅員１ｍ以上の通路その他の空地に面する 

  ３号 格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しない 

     かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの 

  ４号 開口のため常時良好な状態に維持されているもの 

※道路に面して、各階２箇所ずつ（市指導） 

  →できるだけ、無窓階とならないようにすることが望ましい。 

 

 ⑤消防用設備等の基準 （５）項イ 旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの 

 ○消火設備 

 消防用設備等の種類 法令 設置の基準 備考 

1 消火器及び簡易消火用具 令 10 一般 延面積 150 ㎡以上  

無窓階/3階以上の階 床面積 50㎡以上  

2 屋内消火栓設備 令 11 一般 延面積 700 ㎡以上 無窓階になら

ないように 無窓階 床面積 150 ㎡以上 

3 スプリンクラー設備 令 12 平屋建以外 延面積 6,000 ㎡以上  

無窓階 床面積 1,000 ㎡以上  

4 

 

屋外消火栓設備 令 19 1 階又は 1 階及び 2

階の床面積の合計 

床面積 3,000 ㎡以上  

 

 ○警報設備 

 消防用設備等の種類 法令 設置の基準 備考 

1 自動火災報知設備 令 21 全部 ﾜｲﾔﾚｽ感知器設置。1㎡以上から  

2 ガス漏れ火災警報設備 令 21-2 対象外   

3 漏電火災警報設備 令 22 一般 延面積 150 ㎡以上 ※2 

契約電流容量 50A を超えるもの  

4 消防機関への通報する 

火災警報設備 

令 23 一般 延面積 500 ㎡以上  

5 非常警報器具 令 24 一般 収容人員 20人以上 緩和あり 

無窓階 収容人員 20人以上  
 ※1 避難階以外の階に存する防火対象物で、避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が 2以上設けられていないもの 

 ※2 壁、床、天井にラスモルタルを使用しているケース 

 

 ○避難設備 

 消防用設備等の種類 法令 設置の基準 備考 

1 避難器具 令 25 2 階以上の階 収容人員 30名以上。但し、下階に（３）

項ロが存する場合、10人以上 

※3  

一階段で 3階以上 収容人員 10名以上  

2 誘導灯及び誘導標識 令 26 全部 設置  
 ※3 庇を撤去しなければならないため、設置を避けることが望ましい。 

 

 事業計画にあたっては、必ず市消防局予防課との協議を行うこと。 
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○消防局予防課との協議に用いた計画図面 

  

配置図兼 1階平面図 2階平面図

正面立面図/計画図

※無窓階判定とならないように、避難上又

は消火活動上有効な開口部が通りに面し

て必要 

10㎡ 

11 ㎡ 

13 ㎡ 

12 ㎡ 9 ㎡ 

DN

DN

避難上又は消火活動上有効な開口部 

誘導灯 

※避難器具の設置が必要となる場合、 

 庇の一部を撤去しなければならない 



 66

（３）旅館業法 

旅館業法とは、旅館業、つまり、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業の業務について定める法律

で、昭和２３年７月１２日法律第１３８号に交付された。訪日外国人市場が急拡大し、空き家活用

による「民泊」が進むなか、実態が先行し法整備が遅れており、現在、国レベルで緩和が検討され

ている。 

 

 ①関連法規（☆は資料編に掲載） 

旅館業法☆／旅館業法施行令☆／旅館業法施行規則／旅館業における衛生管理等管理要領☆ 

大津市旅館業法施行条例☆／大津市旅館業法施行細則／大津市旅館業指導要綱☆ 

／大津市特定旅館建築規制条例☆※／大津市特定旅館建築規制条例施行規則 

／大津市旅館業法の手引き（平成２４年４月）☆ 

［問合せ先：大津市 健康保険部保健所 衛生課 生活衛生グループ 電話 077-522-7372 

      大津市浜大津四丁目 1-1 明日都浜大津 1階］ 

※特定旅館とは、いわゆるラブホテルのことで、旅館業事前審査に特定旅館建築規制条例による

判定通知書が必要。 

 

 ②旅館業の種別 

「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業、１０室以上。 

「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業、５室以上。 

「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設けてする営業で、客室

の延床面積は、３３㎡以上。収容人員が空いている場合、宿泊を拒否させてはいけないことが原

則。 

→ 簡易宿所営業 

 

 ③収容定員（市条例第３条別表第１ ３ (２)） 

  簡易宿所 寝台を使用しない場合は客室の床面積２.５㎡につき１人 

       寝台を使用する場合は客室の床面積３.０㎡につき１人 

       階層式寝台を使用する場合は、客室の床面積４.５㎡につき２人 

       なお、床面積は内寸、床の間は含まないが、縁先は客室の床面積に含む。部屋ごとに

算出する。小数点以下は切り捨てる。 

  →協議用図面（次ページに掲載）では、合計２１名とした。 

 

（４）食品衛生法 

食品衛生法とは、飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律で、昭和２２年２月２４

日法律第２３３号に交付された。 

 

 ①関連法規（☆は資料編に掲載） 

食品衛生法／食品衛生法施行令／食品衛生法施行規則 

大津市食品衛生法施行条例／大津市食品衛生法施行細則 
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「食品営業許可を受けるには？」パンフレット☆ 

［問合せ先：大津市 健康保険部保健所 衛生課 食品衛生グループ 電話 077-522-8427 

      大津市浜大津四丁目 1-1 明日都浜大津 1階］ 

 

 ②営業許可の種別 

宿泊施設で朝食を提供する場合、飲食店営業の許可が必要。 
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○保健所との協議に用いた事例図面 

  

配置図兼 1階平面図 2階平面図

3人 

4人 

5人 

6人 3人 
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○旅館業法関係 
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○食品衛生法関係 
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第 5章 中心市街地エリアの宿泊施設と連携したサービス等の検討 

5.1.  近年の観光客動向の把握と宿泊施設と連携できるかのヒアリング調査の実施 

 

（１）ヒアリング調査の実施概要 

①ヒアリング調査の方法 

町家を活用した宿泊施設の整備にあたり、近年の観光客の動向について把握し、中活エリア

の商業施設等において宿泊施設と連携したサービスの提供の可能性について検討するために、

ヒアリング調査を行った。調査の概要は以下のとおり。 

 

○ヒアリング対象 

・観光振興に関わる団体、観光施設、公開施設 

・外国人ニーズに対応する日本の伝統文化体験の提供できる可能性のある店舗 

○ヒアリング調査方法 

・対面による聞き取り調査（一部、電話による聞き取り調査） 

○ヒアリング日程 

・平成２８年２月２日～２月１6 日 

○ヒアリング調査内容 

・現在の観光客の動向について 

・そのうち、外国人旅行者の動向について 

・地域の魅力を体験できるプログラムの企画や運営、お店の見学などへの協力について 
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◇ヒアリング実施団体・施設 

対象団体 観光客動向 インバウンド動向 体験/見学協力

観光振興/案内系

（公社）びわ湖大津観光協会 ○ ○

観光/公開施設系

園城寺（三井寺） ○ ○

大津祭曳山展示館 ○ ○

琵琶湖汽船 ○ ○

まちづくり大津百町館 ○ ○ ○

商工系

中川誠盛堂/近江茶 ○ ○ ○

平井商店/地酒 ○ ○ ○

与三（よさ）はん/近江茶 ○ ○ ○

七黒（しちくろ）/結納商品 ○ ○ ○

八百与/漬物 ○ ○ ○

永楽屋/仏壇 ○ ○ ○

大津名店街 ○ ○

阪本屋/鮒ずし ○ ○ ○

千石鮓/押し･箱･ちらし寿司 ○ ○ ○

叶匠壽庵/和菓子 ○ ○ ○

親玉商店/和菓子 ○ ○ ○

三井寺力餅本家/和菓子 ○ ○ ○

寳堂/和菓子 ○ ○ ○

鶴里堂/和菓子 ○ ○ ○

藤屋内匠/和菓子 ○ ○ ○

餅兵/和菓子 ○ ○ ○

大門堂/和菓子 ○ ○ ○

大忠堂/和菓子 ○ ○ ○

清水屋呉服店 ○ ○ ○

大津魚忠/日本料理 ○ ○ ○

衣裳センター ○ ○ ○

光風堂菓舗/和菓子 ○ ○ ○

大津絵の店 ○ ○ ○

小町湯 ○ ○ ○

ＮＰＯ大津絵踊り保存会 ○ ○ ○

アクティビティ・旅行業

BSCウォータースポーツセンター ○ ○

Tour du Lac Biwa （ﾂｰﾙﾄﾞﾗｯｸﾋﾞﾜ） ○ ○
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（２）ヒアリング調査結果	 

ヒアリング調査で得られた概要について次にまとめる。	 

＜観光振興関係＞	 

○大津市産業観光部	 観光振興課	 

平成 27 年を「インバウンド元年」と位置づけ、市長らが台湾を訪問し官民合同のトップセール

スを行った。現在は実施事業計画に基づき様々な事業を展開している。 
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○（公社）びわ湖大津観光協会（HP は英語、中国語（簡体・繁体）、タイ語） 

・接客ツールとしての多言語パンフを製作中で 27年度末に完成予定。メニューを独自に多言語化

する店をグルメマップに掲載し、多言語メニューがある店にはウェルカムボードを掲示しても

らうことで、外国人観光客も市街地店舗を利用しやすくなる。 

・大津駅の観光案内所は英語に対応可。 

・おごと温泉観光協会のウェブサイトは英語、中国語、韓国語。 

・宿泊は、大津プリンスホテルが も多く 700 人～800 人/日がインバウンドの日もある。次に琵

琶湖ホテル、雄琴温泉。会員で無い宿泊施設は把握していないが、ビジネスホテルもインバウ

ンドの宿泊は多い。現在、大津市の宿泊者数は伸びている状況。 

・観光協会会員になればウェブサイトに掲載は可能。施設規模等に応じて年会費が必要。 

 

 

ホームページ 中国語（繁体）版の宿泊施設ページ

ホームページ 英語版の宿泊施設ページ
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＜観光・公開施設＞ 

○園城寺（三井寺） （HP は英語、中国語、韓国語） 

平成 27年度入山者数（概数） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12月 1月 計 

入山者

数 
54,000 16,000 11,000 7,500 10,000 12,000 20,000 43,000 7,000 9,500 190,000

インバウ

ンド 
2,000 100 100 50 100 100 200 400 70 90 3,210

※インバウンドの数値は、入山時に配布するリーフレットの数  

・入山者数は年間約 20万人弱。その内外国人は 3千人強（年間入山者数の 17％）。 

・桜の頃の 4月 5 月、紅葉の頃 10月 11 月の動員が多い。 

・入山時に受付で日本語・英語・中国語・韓国語のリーフレットを配布している。ほとんどが京

都の観光バスでの来訪。 

・現在、山伏体験、座禅体験、写経・写仏体験、非公開国宝客殿特別拝観、ビーズブレスレット

の制作などの体験メニューを提供している。また、外部事業者主催で、ヨガと座禅体験を組合

せたイベントも有り人気が高い。 

  

鐘馗さん 

英語版パンフレット 

中国版パンフレット 
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○琵琶湖汽船（HPは英語、中国（簡体・繁体）・韓国語） 

・今後、ホームページにタイ語とベトナム語を加える予定。 

・パンフレットは英語・中国（簡体・繁体）・韓国語。 

・船内案内は英語、メニューは日本語のみ。 

・4 月～11月はインターシップで米国から学生が研修に来て観光船ミシガンに乗船する。 

・乗船者数は 25 万人/年間で横ばい状態。日本の観光客は個人が多い。 

・インバウンドは 1万 6千人/年。90％以上が台湾の団体。 

・インバウンドの団体は、台湾、中国の順に多い。 

・個人客は台湾、中国、米国、ドイツ、香港、タイ、英国、フランス。100 名前後/月。 

・団体客は大津プリンスホテルの宿泊者がほとんど。内訳は台湾、東南アジア、欧米、タイ。 

・インバウンド団体客はファミリー層と中高年者が多い。若年層は個人旅行が多い。 

・平成 28年 2月 11 日～3月 20 日の土日限定で、湖上交通を活用した新たな観光資源開発事業と

して、「びわ湖クルーズと観光＆ショッピング」の試験運航を行っている。（におの浜観光港⇒

大津港⇒雄琴温泉港⇒草津烏丸半島港⇒ピエリ守山（ショッピングモール）港） 

 

 

 

 

 

 

 

英語版パンフレット 

中国版パンフレット 
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○大津祭曳山展示館 

平成 27 年 海外からの来館者数 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 

台湾 2 4 2 5 2 2 13 7 10 1 48

中国   2 6 2 4 8 4 1 27

韓国 2   5 7

米国 21 2  1 1 3 1 2 31 62

カナダ  1  4 5

その他  5  3 4 12

計 25 6 8 8 8 6 27 12 12 39 8 2 161

※その他はドイツ、スペイン、オランダ、オーストラリア、スイスからの来館者 

※大津市や滋賀県への留学生などの来館も含む 

・来館者は短期留学生も含め、年間約 150 名。グループ、夫婦、友人同士等多様。 

・同館事務長は外国語が出来る訳ではなかったが、もてなしたいとの思いより、英語や中国語な

どの挨拶や基礎会話を独自に勉強し、なるべく話しかけるように心がけている。 

・外国からのお客様には、手ぬぐいをプレゼントしており、大変喜ばれている。 

・映像や写真、お囃子や装飾など、多言語の解説は無くても視覚や聴覚で展示が楽しめ、お囃子

体験や法被を着ての写真撮影などが人気。 

○まちづくり大津百町館 

・外国人は月に 2～3 人程度。日本人が連れて来る場合が多く、20～30 分程度見学していく。 

近は中国系が増えてきた。 

・英語と中国語の町家について説明しているリーフレットがある。中国語は以前中国人の留学生

が翻訳してくれたもの。英語は前館長の娘さんが翻訳してくれたもの。 

 

 

英語版パンフレット 
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＜商工系＞ 

各店舗における外国人の訪問の割合は、月に 2～3組が来る程度というものが多く、場所によっ

てはほとんど来ないという店もあった。鮒ずしや日本酒、お茶などを購入目的に来店する外国人

もおり、海外での情報誌や航空会社が掲載しているウェブを見て来訪する外国人もいるとの情報

を得られた。しかし、町中での外国人の周遊はあまり見られないとの声が多い。 

◇各店舗における協力の可能性 

店舗 まちゼミ まちあるき 店内見学
工場・工房

見学
店内で

体験協力
別場所で
体験協力

中川誠盛堂/近江茶 ○ ○ ×
○

試飲・話は可
×

平井商店/地酒 ○ ○
○

時期により可
× ×

与三（よさ）はん/近江茶
※6

○ ○ ○ - - ○※1

七黒（しちくろ）/結納商品 ○ ○ - ○ ×

八百与/漬物 ○ ○ ○ ○※2 ○※2 ×

永楽屋/仏壇 ○ ○ ○彦根 × ×

大津名店街
※6

○ - - -

阪本屋/鮒ずし ○ ○ × × ○

千石鮓/押し･箱･ちらし寿司 ○
△

店から見学
○小人数 ○

叶匠壽庵/和菓子 ○ ○
○

寿長生の郷
△※3

○
寿長生の郷

親玉商店/和菓子 × × × ×

三井寺力餅本家/和菓子 ○ ○
△

店から見学
△

話は可
×

寳堂/和菓子 ○ × × × ×

鶴里堂/和菓子 ○ ○ × × ○

藤屋内匠/和菓子 ○ ○
△

店から見学
△

話は可
○

餅兵/和菓子 ○ ○ ×
△

話は可
○

時間が合えば

大門堂/和菓子 × × × ×

大忠堂/和菓子 ○ ○ × ×

清水屋呉服店 ○ - ○ ○※4

大津魚忠/日本料理 ○
○

食事基本
- ○ ×

衣裳センター ○ - ○ ○

光風堂菓舗/和菓子 ○ ○ × ×
○

時間が合えば

大津絵の店 ○ ○ ○
△

話は可
○

小町湯 ○ × × × ×

ＮＰＯ大津絵踊り保存会 ○ × -
○

稽古場※5
○

 
※1：毎月第 3土曜日に大津百町館で呈茶をしている。（500 円・20名） 

※2：店舗奥の蔵をコミュニティスペースとして整備予定。飲食対応設備整備中。 

※3：店舗奥の蔵をコミュニティスペースとして整備予定。 

※4：きものでお出かけプランの事業化を検討中。 

※5：NPO法人大津絵踊り保存会の事務所としている山下家は見学不可だが、伝統芸能会館や市民会館での稽古は可。 

※6：古都大津の歴史を活かした新しい文化を創出し大津百町のまちおこしに取り組む㈱百町物語に関わる店舗。 
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5.2. 宿泊施設と連携できるサービスの検討 

「まちあるき」や「まちゼミ」に参加している店舗を中心に、店舗や工場（工房）などの見

学や地域の魅力を体験できるプログラムへの協力を得られる店が多くあった。地元にとっては

当たり前のことが旅行者にとっては価値があるものになる可能性がある。特に世界各国から訪

れる外国人のニーズは日本人では図りしれない多様性を持つ。今後は早急に協力体制の具現化

を図り、体験プログラムづくり、まち歩きルートの整備など滞在プログラムの整備が必要であ

る。 

 

（１）宿泊施設において提供が考えられる体験プログラム 

宿泊施設に共有スペースやキッチンを設置する場合は、地域のお店と協力して以下の様な体

験プログラムを展開することが考えられる。 

プログラム 内容 協力店・団体 

季節の 

和菓子づくり 

季節の生菓子づくりとお抹茶体験 

きんとんや落雁など、見ても美しく作りやすい

生菓子をつくり、お抹茶と一緒にいただく。 

藤屋内匠、鶴里堂 

光風堂菓舗 

与三はん 

Sushi 体験 巻き寿司や押し寿司づくり 

滋賀米や滋賀の特産の野菜や漬物などを使っ

て巻き寿司や押し寿司を作り昼食夕食に。 

千石鮓 

大津絵踊り鑑賞 

体験 

大津百町の花街の芸を楽しむ 

芸者として来てもらう本格コースと地域での

講演として開催するコースを検討する。 

NPO 法人 

大津絵踊り保存会 

茶道体験 お点前作法の体験 

挨拶の仕方、お茶の点て方、お茶とお菓子の頂

き方を体験する。季節の菓子とお抹茶付。 

与三はん 

茶の淹れ方 

茶の話 

近江茶の代表「政所茶」や「朝宮茶」を飲み比

べ、近江茶について学ぶ。 
中川誠盛堂 

着物体験 宿泊施設を「着物で散策」の着付けやメーク、

写真撮影の場所として活用する。 

清水屋呉服店 

衣裳センター 

伝統民画「大津絵」

を描く 

大津絵の話を交えながら大津絵を鑑賞し、「鬼

の念仏」などの大津絵の制作を行う。 
大津絵の店 

※和菓子づくりに必要な道具（きんとんふるい、三角棒等）や寿司づくりに必要な道具（巻きす、押し寿司型等）を宿泊施

設側で用意しておくことが望ましい。 

大津絵の制作季節の和菓子づくり
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（２）地域と連携したサービス等のプログラム 

◇店舗や工房で体験可能なプログラム 

協力店・団体 プログラム 

八百与 漬物づくり（水なす、赤かぶ） 

お茶漬け体験（時代物の食器でいただく漬物御膳） 

七黒 ポチ袋・箸袋づくり・水引細工体験 

中川誠盛堂 近江茶の試飲とお話 

千石鮓 巻き寿司や押し寿司づくり（3人～4 人まで） 

NPO法人大津絵踊り保存会 大津絵踊りのお稽古体験（伝統芸能会館や市民会館での稽古） 

清水屋呉服店 着付け体験・着物でまちあるき（メーク、写真撮影も可能） 

衣裳センター 着付け体験・着物でまちあるき（写真撮影も可能） 

 

 

 

 

 

 

◇店舗や工房の見学プログラム 

協力店・団体 プログラム 

大忠堂 時間が合えば、工場での大津絵煎餅を焼いている工程やジャムづ

くりの見学は可能・和菓子づくり道具の拝見 

平井商店 一定時期の酒蔵の見学は可能 

三井寺力餅本家 お菓子づくりの見学（ガラスの向こうから） 

藤屋内匠 お菓子づくりの見学（ガラスの向こうから） 

菓子型の拝見と説明・大津菓子のお話 

餅兵 行器（ほかい）など道具の拝見と説明 

大津絵の店 制作風景の見学と大津絵の説明 

衣裳センター 打掛などの豪華な婚礼衣裳の拝見・写真撮影 

大津絵踊りの見学・体験 煎りたてのお茶の試飲 水引細工や箸袋づくり

和菓子づくりの

道具の拝見

（大忠堂）

お嫁さん饅頭を配

る行器（ほかい）

の拝見（餅兵） 

 

日本ならではの

婚礼衣裳の拝見

（衣裳センター）
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（３）プログラム提供のスキーム 

体験プログラムを展開する場合のスキームとして、宿泊者が利用する予約サイトに体験プロ

グラムの窓を設置し、宿泊予約と同時に体験プログラム予約をする場合が考えられる。 

現在、個人で訪日の際に宿泊施設を予約する方法として、直接各宿泊施設へ予約する場合と

海外の会社が運営する外資系予約サイトや日本の会社が運営する日系予約サイトから予約する

場合が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スキームの構築に当たり検討すべき事項 

・価格や内容の設定 

・支払方法やキャンセル時の規約の設定 

・窓口は宿泊施設となるため多言語については問題ないが、体験時の進行や説明等に関する

多言語対応の問題 

・宿泊施設が宿泊者および体験プログラムを提供する各店舗のマッチングから調整まで行う

労力は旅行予約サイトの 

 

 

宿泊者 

店舗 店舗 店舗 店舗 店舗 

宿泊施設 旅行予約 

サイト 

宿泊施設のウェブサイト

に体験プログラムの紹介。 

宿泊予約・支払 

体験プログラム予約・支払 

体験メニューの企画 

（内容・価格設定など） 

まちづくり大津 

日時・人数等の調整 

料金の支払い 調整 承認

予約 承認

企画 
相談 

情報の共有

評価 
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エクスペディア 

楽天トラベル     

            等 

宿泊予約 

体験プログ

ラムの予約 

 

①ゲストハウス予約サイトからの予約                

ウェブサイトで体験メニューの概要を紹介し、予約フォームでの申込みや詳細を宿へ問い合

わせる方法が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②旅行予約ウェブサイトからの予約                   

海外予約サイトのエクスペディアと国内予

約サイトの楽天トラベル（外国語サイト）な

どでは、体験プログラム予約と宿泊予約は別

のサイトになっている。 

楽天トラベルの「Things to Do」は、外国人旅行者向け体験サービスのマッチングを行って

いる株式会社 Voyagin（ボヤジン https://www.govoyagin.com/）のサイトへリンクしており、

ウェブ上で体験メニューを閲覧でき、そのまま予約まで完了するシステムになっている。利用

者の支払いはクレジットカードもしくはペイパル。体験サービスが成立した時に、サービス手

数料を差引かれた報酬が Voyagin よりサービス提供者へ支払われる。 

 

使い方 

 

ゲストハウス 
ウェブサイト 

宿泊予約 体験プログ

ラムの予約 

宿泊施設事例 京都しらかわ（P37）

予約フォーム

京町家錦上ル（http://nishikiagaru.jp）ウェブサイト 
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楽天トラベルからリンクしている「Voyagin」には、滋賀県で体験出来るサービスとして次の

ようなプログラムが提供されている。 

 

・Japanese green tea ceremony (Sado)：67,200 円/1.5h 

・Japanese sutra-writing class in scenic Mount Hiei ：3,500 円/2h 

・Learn to Make Soba：7,000 円/1.5h 

・Learn to create Miso and Yokan：13,000 円/2h 

・Make Delicious Tofu all by Yourself：12,000 円/2h 

・Create a Shiborizome Pattern on your T-shirt：7,500 円/3h 

・Visit a 182-year-old Sake Brewery：7,500 円/1.5h 

・Learn How to Become a Samurai：7,700 円/2h 

・Make Your Own Japanese Pottery：15,000 円/1h 
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③マップの配布・販売    

 

 

 

 

 

 

地域と連携したサービスプログラムの提供の方策として、マップの活用も考えられる。現在、

中活エリア内のホテルには外国人も多く滞在していることより、宿泊施設に何らかのサービス

のついたマップを提供或いは販売することで、まち中の回遊が生まれることにつながると考え

られる。 

 

事例は町中の回遊を生みだすことに成功している宮崎県日南市飫肥の「あゆみちゃんマップ」。

有料施設と食べあるきがセットになった大変お得な散策マップ。地元の美味しい食べ物（おび

天、厚焼き卵、・醤油・焼酎等）や手作りの商品等と引替えることができるチケットが 5 枚付い

ており下記のような価格となっている。参加店総数 41店舗。 

 

料 金・・・600 円（「食べあるき・町あるき」のみ） 

      1,100 円（「飫肥城周辺の有料施設」と「食べあるき・町あるき」付き） 

販売所・・・飫肥観光駐車場の特設販売所で購入可能

ゲストハウス 
ウェブサイト 

宿泊予約 体験プログ

ラムの予約 
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（４）新たな地域連携・協力を生み出すための流れ 

今後は、町家等歴史的遺産活用プロジェクト会議や、㈱まちづくり大津が中心となり、以下の

ような協力体制の整備や地域と連携した実践が求められる。 

 

 

 

 

現状 

把握 

・地域資源の洗い出し 

・地域資源の編集 

・地域資源に対する外国人の意見の収集 

・ターゲットの設定 

（現在中活エリアで多いのは台湾からの来訪者） 

・テーマの設定 

（信仰・癒し・和食・和菓子・健康・芸能など） 

・地域資源を組み合わせて滞在ストーリーを作成 

 

意識の 

共有 

・地域活性化について意識の共有化 

・インバウンドを手段のひとつと

して選択 

・滞在環境の整備 

（地域および市との協力） 

・日本の文化や習慣に関する事前

の情報発信 

目標の 

設定 

・ターゲットの設定 

体制 

づくり 

・受入体制を構築 

・事業推進の中核となる人材の 

選択・育成 

環境 

整備 

・外国人目線で見た商品やプログ

ラムの造成 

・国内外でのプロモーション 

（観光振興課との連携） 

（観光協会との連携） 

（商工会との連携） 

 

 

手 段 の

展開 

・中活協議会内でのワーキングチームの整備 

・経済効果を上げるために民間の参加が必要 

・「おもてなし」マインドを備えた人材の育成 

・外国人スタッフの採用 

・ガイドや通訳案内士の育成 
※外国語を用いて有償でガイドをするには「通訳案内士」の

資格が必要であるが、京都では通訳案内士法の特例を措置し、

一定の区域において自治体が実施する研修終了者によるガイ

ド行為を可能とする規制緩和が行われている 

・地域での Wi-Fi 環境の整備の推進 

・両替やクレジットカードの利用環境の整備 

・外国語サイン、ウェブ環境などのツールを含めた

インフラ整備 

・Web プロモーション（発信力のあるブロガー等の

キーマンを招いたモニターツアー等の開催） 

・連泊や滞在をする外国人向けの「滞在型プログラ

ム」の整備（体験から長期滞在へ） 

・滋賀県や大津市の魅力である、琵琶湖や比叡・比

良山でのアウトドアアクティビティと組合せた

商品の開発・造成。（琵琶湖や瀬田川でアウトド

アを体験し町家にステイなど） 

・夕食は外国人が地域を回遊する絶好の機会である

ことより、宿泊施設と商店街が連携した多言語メ

ニューや回遊マップの作成、セットメニューの提

供など




