
1 北海道 函館市西部 合同会社箱バル不動産

大正時代の伝統建造物を改修し、宿泊施設/レストラン/オフィス/アトリエ

として複合施設をオープンさせた。同ビルは旧住居棟、旧事務所棟、旧土蔵

棟の3つからなり、旧事務所棟と旧土蔵棟は函館市指定の伝統的建造物に指

定されている。

2 北海道 函館市豊川町 バリューマネジメント株式会社 ※追って掲載予定

3 北海道 石狩市 いしかり古民家活用地域活性化協議会

築100年以上の田んぼに囲まれた農家住宅群古民家をリノベーションした宿

泊施設を中心に、インバウンドの受入（長期滞在型の宿泊）に向けた展開を

進めている。一般社団法人北海道古民家再生協会が事務局として参画してい

る。

4 北海道 二階郡八雲町 NPO法人やくも元気村

平成30年に、「人がつながるコミュニケーションの場をつくる」というコ

ンセプトのもと、大正時代に建てられ、20年前まで銭湯として使われてい

た建物をリノベーションし、ゲストハウスと銭湯レストランとしてオープン

させた。

5 青森県 弘前市 弘前市観光部観光課観光企画係

弘前城を中心に各時代を物語る建造物が多く残っており、藩政時代の侍町で

「仲町」と呼ばれる地域が重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。

また、登録有形文化財の歴史的建造物等をカフェやレストランとして活用し

ているほか、平成21年度に認定された弘前市歴史的風致維持向上計画が満

期を迎え、第2期計画が平成30年度に認定されるなど、弘前城等を中心に景

観整備と歴史まちづくりに関する取組を実施し、地域活性化を図っている。

6 青森県 黒石市 青森県黒石田舎暮らし協議会

農泊組織が観光まちづくり組織として、歴史的資源を活用した観光まちづく

り専門家構成員である株式会社百戦錬磨と連携をはかり元酒造の宿泊施設化

を計画。1日一組限定・一棟貸切８名定員の蔵のゲストハウス予約・運営を

行っている。

7 青森県 つがる市 津軽の食文化推進協議会

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し郷土料理や行事食な

どの共同料理体験等のコンテンツが作成し、簡易宿所の許可を取得した古民

家を宿泊施設として提供している。地域内外の交流を生み出している。

8 岩手県 西磐井郡平泉町 一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

平泉町の田園風景の中に佇む築150年の古民家を改修し、一棟貸の宿泊施設

を運営。当地域は観光庁の重点支援DMOに選定されている一般社団法人世

界遺産平泉・一関ＤＭＯがあり、農水省のSAVOR JAPAN認定地域でもあ

り、モデル性が高い地域である。

9 宮城県 柴田郡村田町村田 株式会社まちづくり村田

村田城城下に残る唯一の武家屋敷を１棟貸しの宿泊施設として活用。また、

重要伝統的建造物群保存地区内の江戸末期～大正時代に建造された2軒の空

き蔵を整備し、カフェや交流を主体としたコンセプトショップのテナント

ミックス等、蔵の町並みの景観を残しつつ観光まちづくりを推進している。

10 宮城県 柴田郡柴田町 一般社団法人かかしの一本足 かえるのあぐら

古民家を中心としたまちづくりを行っており、築170年の古民家を改修し、

古民家宿、シェアスペース、飲食施設として活用している。地方銀行や行

政、地域住民と連携して古民家再生事業や観光まちづくりに取り組んでい

る。

11 秋田県 大館市 株式会社割烹きらくプラザ杉の子

平成29年度の地域経済循環創造事業交付金を利用し、廃業した120年の歴

史を有する老舗旅館「日景温泉」の地域ブランド発信型再生による地域活性

化事業に取り組み、現在は地域の誘客に貢献している。また、平成28年度

に、令和8年度までの10年間を期間とした大館市歴史的風致維持向上計画が

認定され、大館城跡等を中心に景観整備と歴史まちづくりに関する取組が行

われている。

　この事例は歴史的資源を活用した事業が開始又は準備されている地域として、現時点で官民連携推進チームが確認している事

例を掲載しております（※）。これ以外にも多くの取組みが実施されており、今後も更なる普及が進むことが期待されます。

※ 内閣官房の窓口への相談があったもの、関係省庁の助成を受けるなどしたものを地域の単位で事例として紹介したもの。
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12 秋田県 湯沢市 岩崎発酵するまちづくり協議会

農泊推進対策交付金事業を活用し、湯沢市岩崎を中心に発酵と文化を軸とし

たツーリズムを推進している。空き家だった酒蔵を宿泊施設や地域の交流の

場として活用しているほか、地域の歴史探訪ツアーやイベントを開催する

等、発酵の町としての観光まちづくりに積極的に取り組んでいる。

13 秋田県 由利本荘市 株式会社 齋彌酒造店

平成31年度の地域経済循環創造事業交付金を利用し、仕込み水を使って焼

き上げたトーストをメインに発酵食品をテーマにしたランチメニュー等を提

供するカフェ及び、地域特産の発酵食品を販売するショップの整備（改修）

等を行った。体験工房では、料理教室や作品展示などをおこなう等地域の拠

点施設となっている。

14 秋田県 潟上市 潟上市観光まちづくり協議会

平成30年に歴史的資源を活用した観光町づくり官民連携推進チームに相談

を受け現地を視察。平成31年度農山漁村振興交付金（農泊推進対策）に採

択され、株式会社NOTEと連携して、国の重要文化財に指定されている物件

の活用計画の策定と観光まちづくりの検討を進めている。

15 山形県 鶴岡市 公益財団法人　克念社

平成25年度に、令和4年度までの10年間を期間とした鶴岡市歴史的風致維

持向上計画が認定され、地域の固有の歴史・文化・自然、それらが織りなす

歴史的風致を活かしたまちづくりの取組が進められている。

16 山形県 西置賜郡白鷹町 株式会社ukitam ※追って掲載予定

17 福島県 白河市 白河市建設部まちづくり推進課

平成23年度に、令和２年度までの10年間を期間とした白河市歴史的風致維

持向上計画が認定され、小峰城下町地区を重点的に城下町、宿場町としての

景観整備と歴史まちづくりが行われている。福島県内では初の認定となり、

東北地方でもモデル事例となっている。「白河市リノベーションまちづくり

推進事業」が令和2年度、令和3年度にわたり実施され、中心市街奥州街道

沿道旧市街地の空き家、空き店舗及び遊休不動産を活用したまちづくり事業

の支援、市民ワークショップ、講演会の開催、リノベーションまちづくりガ

イドラインの策定等、実施している。

18 福島県 喜多方市小田村 喜多方市観光交流課

喜多方市小田付地区内にある伝統的建造物の市への寄附を契機として観光振

興及び地域住民の交流促進のため、「東町蔵屋敷会陽館」として整備を行

い、観光案内所や交流スペース、多目的スペースとして集会やイベント等に

活用をしている。平成３０年に小田付地区は重要伝統的建造物群保存地区に

選定され、伝統的建造物等の保存事業として、令和元年度は２件、令和２年

度は３件の修理を行った。

保存事業を計画的かつ円滑に進めるため、小田付地区のまちづくり団体であ

る会津北方小田付郷町衆会や町内会、関連機関（市、県、高等学校、商工会

議所など）で組織される「小田付まちづくり協議会」内に保存事業整備検討

部会を令和２年１１月に設置し、地区住民の意向を尊重した保存事業への取

組みを始めている。

20 福島県 伊達郡桑折町 桑折町商工会青年部

平成28年度に、令和7年度までの10年間を期間とした桑折町歴史的風致維

持向上計画が認定され、奥州街道の宿場町として栄えた桑折宿の町並みを中

心に、歴史・文化財を活用したまちづくり推進されている。地区内の旧伊達

郡役所は国指定重要文化財に指定されている。

21 福島県 耶麻郡西会津町
楢山集落 西会津農泊ビジネス推進協議会 ※追って掲載予定

19 福島県 二本松市 農家民宿　ゆんた ※追って掲載予定



22 福島県 大沼郡三島町 奥会津三島ブランドPR推進協議会

古民家と廃校を利活用した宿泊施設を中心に宿泊業を展開し、地域を代表す

る食として会津地鶏の開発を進めている。また、農林水産省農山漁村振興交

付金（令和元年度）を活用し、観光コンテンツの創出や訪日外国人旅行者の

受け入れ整備を行っている。

23 茨城県 古河市 一般社団法人茨城県古民家再生協会

平成29年度の農山漁村振興交付金を活用し、古河市農泊プロジェクトの一

環として築148年の古民家「山川邸」整備し、農業体験や様々なイベント、

交流等に活用するなど古民家再生協会と連携した観光まちづくりを推進して

いる。

24 栃木県 栃木市嘉右衛門町 栃木市蔵の街課

重要伝統的建造物群保存地区内の味噌工場跡地に残る蔵等を保存・活用した

事業を行うことを目的とし、栃木市が保存活用計画を策定している。エリア

マネジメント会社を設立する構想もあり、地方自治体が積極的にまちづくり

に取り組んでいる。

25 栃木県 那須郡那珂川町 株式会社大田原ツーリズム ※追って掲載予定

26 群馬県 桐生市桐生新町
織(しょく)都(と)桐生案内人の会

（桐生観光物産協会）

製織町として重要伝統的建造物群保存地区に選定されるとともに、平成30

年には同地区を含めたまちづくりの推進を目的とした桐生市歴史的風致維持

向上計画が認定。重伝建地区では、地区を訪れる来訪者に対し観光ガイドに

よる町並み案内が行われるなど、地区の特長を重視したまちづくりが行われ

ている。

27 群馬県 富岡市 蔟屋

宿泊棟として、２棟の木造長屋を改修し、運営。富岡の日常を、毎日実感し

ている地元民の目線を通して味わってもらうことをコンセプトとし、観光ま

ちづくりを展開している。

28 群馬県 甘楽郡甘楽町 甘楽町建設課

平成22年に認定された甘楽町歴史的風致維持向上計画が満期を迎えたこと

から、継続して城下町の武家屋敷や明治期の養蚕農家建造物群が残る小幡の

まちなみを維持するため、第2期計画が令和2年に認定された。同地区を含

めた「かかあ天下－ぐんまの絹物語－」は日本遺産にも認定されている。

29 群馬県 吾妻郡中之条町
六合赤岩 赤岩重伝建保存活性化委員会

重要伝統的建造物群保存地区に選定されたことから、ワークショップなどを

開催し、食・蚕・祭・ガイドの各部会が創設され、住民が一丸となって来街

者へのおもてなしに取り組んできた。住民を巻き込んだ観光まちづくりの好

事例といえる。

30 埼玉県 川越市 川越市産業観光部観光課

川越の重要伝統的建造物群保存地区とその周辺の歴史的な町並みは、住民主

導による保存活動をきっかけに、長年にわたり、官民が連携した取組による

歴史まちづくりが推進されている。また、平成２３年度には、川越市歴史的

風致維持向上計画が策定され、川越まつりなどの伝統行事に加え、歴史的建

造物と街路の一体的な整備により、日本を代表する「歴史都市×観光都市

川越」として多くの観光客を呼び込む観光資源となっている。伝統行事や町

並みが注目され、さらなる交流人口の拡大を目指した持続可能なまちづくり

のモデル事例である。

31 埼玉県 比企郡小川町 分校カフェMOZART（モザート） ※追って掲載予定

32 千葉県 佐倉市新町通り 佐倉市

市が所有する古民家や周辺施設の有効活用と旧城下町通りの賑わい創出を目

的に、産学官金連携体制を構築。古民家調査を行い、未利用の古民家を、物

販店やカフェ・レストラン、宿泊施設として活用することで、地域の賑わい

創出を目指す。

33 千葉県 流山市 株式会社流山ツーリズムデザイン

白みりん発祥の地として栄えた古民家の残る「流山本町地域」と水運の要

だった利根運河の残る自然豊かな「利根運河地域」を重点地区として、官民

が連携したツーリズムの推進を行うために、令和２年８月に官民協働により

株式会社流山ツーリズムデザインを設立。古民家活用事業、白みりんを核と

したコンテンツ制作事業、新たなジャンルのビジネスを検討する地域価値創

造事業、観光関連公共施設の管理業務等を実施する拠点整備事業を柱として

活動を行う。



34 千葉県 南房総市 NPO法人千葉自然学校

天保時代に建築され100年ほど前に現在の場所に移築されたと言われる古民

家を、自然や田舎体験をする場として整備し、平成26年から都市農村交流

拠点として地域住民と連携し子どもたちのホームスティー、学校の生物クラ

ブ等の合宿及びシニアグループの活動に活用している。令和元年から農家民

泊の受入も開始している。

35 千葉県 香取市佐原 株式会社NIPPONIA SAWARA ※追って掲載予定

36 千葉県 長生郡睦沢町 睦沢町農泊推進協議会 ※追って掲載予定

37 千葉県 印旛郡酒々井町 株式会社飯沼本家
水の町酒々井にある大手日本酒メーカーである株式会社飯沼本家が、旧酒蔵

であった古民家を活用し歴史的資源を活用した観光まちづくりを計画。

38 千葉県 香取郡多古町 多古町
令和２年４月、多古町が「農あるまちづくりプロジェクト」を開始。地域で

農産物により栄えた豪農の古民家を中心に観光まちづくりを計画。

39 千葉県 夷隅郡大多喜町 株式会社わくわくカンパニー大多喜

専門家構成員が古民家再生事業を計画策定段階からサポートし、築200年の

古民家を改修し宿泊施設として再生。地元住民が管理を行い平成29年4月か

ら運営を開始している。また空き家となっている古民家約50件を飲食施設

や宿泊施設として再生し、物件情報を事業者に発信する仕組み作りを検討し

ている。

40 東京都 台東区谷中 株式会社HAGISTUDIO

空き家になっていた古民家を宿泊施設としてリノベーションし、まち全体を

一つの宿に見立て周遊性を高めるまちやど構想に取り組んでいる。丹波篠山

のモデルを都内のインバウンド向けに実践している好事例である。

41 神奈川県 鎌倉市

鎌倉農泊協議会

（株式会社Brain Trust from The

Sun）

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、活動をPR。地元

鎌倉のサーフボードチーム、T-REEF SURFBORDと協力して材木座海岸の

古民家再生宿を再生。一軒の空家再生から始まった活動は地元の飲食店、農

家や漁師を巻き込み協議会として発達。6軒の空き家を宿として再生。市長

との対談、市の後援を得られる活動を行えるまでに成長した。他の市町村と

連携する活動まで昇華している。小規模不動産特定共同事業により関係人口

増加を目指す。

42 神奈川県 小田原市板橋 株式会社NOTE　他 ※追って掲載予定

43 神奈川県 足柄下郡湯河原町
宮上 株式会社癒し場へ ※追って掲載予定

44 新潟県 新潟市南区 新潟市南区農泊推進協議会

農泊組織が観光まちづくり組織として、商店街内の築100年以上の古民家を

リノベーションしたゲストハウスを運営するなど商店街の活性化および観光

による町おこしに取り組んでいる。平成30年度農山漁村振興交付金を活用

している。

45 新潟県 長岡市 えちご川口交流事業推進協議会

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、体験プログラムの

策定と検討、地域の取組をWebサイトにて発信するとともにパンフレット

の作成を実施した。株式会社えちご川口農業振興公社が古民家宿泊の１棟貸

運営を行い、地域と連携したまちづくりを行っている。



46 新潟県 村上市 村上町屋商人会

城下町村上に残る町屋を活かし、町屋の公開や、普段は店に来たお客様を招

き入れない生活空間である町屋の茶の間で人形を飾る「城下町村上町屋の人

形さま巡り」、町屋の茶の間で屏風・掛け軸を飾る「城下町村上町屋の屏風

まつり」を開催し、にぎわいを生み出している。

近年では、平成28年度に村上市歴史的風致維持向上計画が認定され、旧村

上城下として発展した城下町を中心に、「村上まつりのしゃぎり行事」や

「鮭の食文化」など地域固有の歴史的風致を抽出し、まちづくりに活用して

いる。

47 新潟県 上越市 かみえちご山里ファン倶楽部

新潟県上越市の西部中山間地域（桑取、谷浜、中ノ俣、正善寺地区）を

フィールドに、多面的な地域づくり活動に取り組む組織がビークルとなり、

古民家を改修したカフェや体験施設を運営している。

48 新潟県 南魚沼市 株式会社自遊人

雑誌「自遊人」を発行する株式会社自遊人が築後150年経過した古民家を改

修し、運営をしている新潟県南魚沼市大沢山温泉の温泉宿であり、新しい

「ライフスタイル発信メディア」として、食や家具、アート作品等、細部ま

で世界観が作りこまれた空間を演出している。

49 新潟県 佐渡市 佐渡観光交流機構／株式会社NOTE他 ※追って掲載予定

50 富山県 高岡市山町筋 株式会社町衆高岡

重要伝統的建造物群保存地区内の３つの古民家と５つの蔵を活用した「山町

ヴァレー」を運営し、まちづくりに貢献している。同市は「加賀前田家ゆか

りの町民文化が花咲くまち高岡―人、技、心―」として日本遺産に認定され

ており、地域の歴史保存と活性化が両立されている。また、平成23年度

に、令和2年度までの10年間を期間とした高岡市歴史的風致維持向上計画が

認定され、重要伝統的建造物群保存地区等を中心に景観整備と歴史まちづく

りに関する取組が行われている。

51 富山県 高岡市金屋町 NPO法人金屋町元気プロジェクト

地元住民を中心として構成された組織が観光まちづくり組織となり、重要伝

統的建造物群保存地区内で古民家を活用した「さまのこハウス」という宿泊

施設を運営するなど、行政と協働で地域の文化伝統の魅力を宣伝することで

定住促進を主目的とした取組を行っている。また、平成23年度に、令和2年

度までの10年間を期間とした高岡市歴史的風致維持向上計画が認定され、

重要伝統的建造物群保存地区等を中心に景観整備と歴史まちづくりに関する

取組が行われている。

52 富山県 南砺市井波 株式会社コラレアルチザンジャパン

職人に弟子入りできる宿をコンセプトに古民家をリノベーションした宿泊施

設「BED AND CRAFT」。地域内に1日1組限定の貸切宿泊施設を５棟オー

プンさせ、分散型のホテル運営を行う等、まちやど構想を推進している。

53 富山県 南砺市相倉・菅沼
五箇山総合案内所((一社)南砺市観光協

会五箇山支部)

棚田オーナー制度により地域住民と都市住民の交流を図るとともに、外部か

らの支援者を受入ながら農山村景観の保全を図っている。茅葺き切妻屋根の

合掌造り家屋が集落をなし、南砺市相倉伝統的建造物群保存地区に選定され

ている。

54 富山県 射水市小杉 射水市産業経済部商工企業立地課

旧酒屋の仕込み蔵や役場、郵便局だった建築物をレストランや郷土資料展示

館等に活用するなど、周辺のにぎわい活性化に貢献している。同市では平成

31年度に地域経済循環創造事業交付金を活用した事業も進められた。

55 富山県 射水市内川 射水市海街活性化推進協議会

内川周辺地区の古民家を活用し、富山湾の新鮮な魚を活かした地域オーベル

ジュを展開する為に、既存の農泊施設や観光コンテンツと連携した。街全体

をひとつの滞在できる環境整備、同地区の水産資源や観光資源の発掘や磨き

上げを行い、『魚を活かした体験プログラム』、『内川独特の雰囲気「大正

ロマン風」』という２つのコンセプトを基に、観光まちづくりを推進するこ

とを計画している。



56 石川県 七尾市 大呑地域農泊推進協議会

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、人材育成の研修や

勉強会等を行っている。また、空き家等遊休施設の有効活用のため古民家を

２棟を改修する計画がある。

57 石川県 小松市
NPO法人ファーマーズ・マーケット・

アソシエーション

地域内の古民家３軒を宿泊施設やカフェ、物販施設として活用。平成29年

度農山漁村振興交付金により、メディアツアーの実施や体験農場の整備、各

種体験プログラム等を実施するなど地域のPRと観光地化に貢献している。

58 石川県 輪島市三井町 株式会社百笑の暮らし

世界農業遺産に認定された能登の里山を１つのホテルに見立てた滞在空間

「里山まるごとホテル」構想を展開している。築170年の古民家、茅葺庵を

目の前で採れた里山の食材を楽しめるレストラン兼核施設をとして平成30

年4月に開業。徒歩10分圏内に宿泊できる古民家として、一棟貸し型の「中

右衛門（なかよも）」と地域の方のお家に泊まる民泊型の「弥次（やじ）」

の2棟を展開。また、地区を回るサイクリングツアーなど農村集落の暮らし

を伝える体験を実施。

59 石川県 加賀市東谷地区 一般社団法人あいおすの里 ※追って掲載予定

60 石川県 加賀市山中温泉 ＬＯＢＢＹ

山中温泉の玄関口として山中温泉を楽しんでいただく事をコンセプトに地域

活性事業として令和２年９月に開業。山中温泉の芸妓さんが住まわれていた

という一軒家を改修し、一棟貸しの宿を運営。

61 石川県 羽咋郡志賀町 くまの地域づくり協議会

江戸時代には稲作のほか自生する薬草や育てた薬草で薬を作って売っていた

史実と「里をまもる」ことを共通目的に農林水産省農山漁村振興交付金（令

和元年度）を活用し、薬草・ハーブを使った体験・料理コンテンツの開発や

耕作放棄地を活用してハーブを栽培し、食・体験と宿を組み合わせた自然と

人と、暮らしがつながる滞在旅行を促進するとともに民間事業者が観光まち

づくり組織となり、現在、古民家１軒を宿泊施設として活用しているが、新

たに築８０年の古民家を改修し、１棟貸しの宿として開業を計画し、住民が

守ってきた美しい里を次の未来に残していくためにサスティナブルな地域活

性化を目指している。

62 石川県 鳳珠郡能登町 春蘭の里実行委員会

農村の再生と交流人口、定住人口の増加を目的とし、月収40万円、赤ん坊

の泣き声が聞こえるまちづくりのため春蘭の里構想が確立された。教育旅行

の受入地として活動しており、年間10,000人の交流人口を達成している。

農山漁村振興交付金の活用によりインバウンド獲得のための事業も進められ

ている。

63 福井県 小浜市小浜西組 株式会社　まちづくり小浜

小浜市小浜西組重要伝統的建造物群保存地区および周辺地区内の古民家や旧

料亭だった建築物を改修あるいは移築復元し宿泊施設やレストラン、興行等

に活用。月報や報告会により地域住民の理解促進に努めるほか、空き家対策

の相談所開設やイベント実施、小浜町家ステイと飲食施設、体験施設と連携

した商品づくりなど町全体の活性化地域の課題解決にも貢献している。

64 福井県 南条郡南越前町今庄 一般社団法人ぷらすたいむず

平成30年度「歴史的資源を活用した観光まちづくり担い手支援事業」研修

受講地域。築約90年の空き家（旧玉村家）を町が改修し、一般社団法人ぷ

らすたいむずが運営管理を行う。宿泊施設「地域まるっと体感宿玉村屋」と

して活用し、観光客の満足度向上や地域住民の地域参加への意識を高める取

組みを行う。

65 福井県 三方上中郡若狭町 熊川まちづくり推進協議会

鯖街道の宿場町「熊川宿」（重要伝統的建造物群保存地区、日本遺産）内に

ある古民家を活用するため、移住者や地域おこし協力隊、地域住民が中心と

なって取り組む。大自然と文化財を活かし幅広い年代層の誘客を促進するこ

とを目的に、農山漁村振興交付金等を活用している。



66 山梨県 北杜市 津金学校

明治時代の校舎を活用し、当時の懐かしい教室の雰囲気が体験できる博物館

と１階にカフェを設け、歴史的資源を活用した観光まちづくりに取り組んで

いる。また、不定期でイベントも開催し、一年を通し観光客が訪れる仕組み

作りを行っている。

67 山梨県 甲州市 特定非営利活動法人山梨家並保存会

上条集落は養蚕に即して発展した独特の形式の民家が残る農村集落として平

成27年に重要伝統的建造物群保存地区に選定。平成29年には甲州市歴史的

風致維持向上計画が認定され、歴史まちづくり法に基づく整備や各種事業の

展開が計画されている。NPO法人山梨家並保存会が茅葺屋根の古民家を再

生し「もしもしの家」として、地域の交流拠点及び宿泊滞在機能として活用

している。

68 山梨県 北都留郡小菅村 株式会社さとゆめ
株式会社EDGE ※追って掲載予定

69 山梨県 南巨摩郡身延町 みのぶ農泊地域連携協議会

身延を世界有数の観光地へ創り上げるべく、令和元年度 農山漁村振興交付

金を活用。インバウンド需要に対する満足度の向上と農産物の消費拡大によ

る地域住民の所得向上の実現に向け、古民家改修を行い、1日1組1棟貸の宿

泊施設として運営を開始している。

70 長野県 長野市七瀬 株式会社まちづくり長野

善光寺門前の長野市大門町に残る、明治から大正時代に建てられた商家（空

店舗）および使用されていない土蔵、古民家等、既存建物を利活用し、善光

寺界隈の回遊性拡大を目的とした新たな商業集積として『ぱてぃお大門』を

開業した。この商業集積には、飲食、物販等、15店舗からなるショップ

と、誰でも立ち寄ることができるパティオ（中庭）を備え、地元生活者と観

光客が集う憩いの場として親しまれている。

71 長野県 長野市戸隠
長野市都市整備部都市政策課歴史的ま

ちなみ整備室

戸隠中社・宝光社地区では、山岳信仰に由来する伝統的な祭礼・営みや「戸

隠竹細工」の制作・販売の場として、伝統的建造物やその周辺が活用されて

きた。重要伝統的建造物群保存地区の選定により、修理に携わる職人や建築

士がまちづくり活動へ積極的に参画するようになり、戸隠の歴史・文化を活

かした地域活性化が推進されている。また、平成25年度に、令和4年度まで

の10年間を期間とした長野市歴史的風致維持向上計画が認定され、重要伝

統的建造物群保存地区等を中心に住民と行政の協働により景観整備と歴史ま

ちづくりに関する取組が行われている。

72 長野県 松本市
松本市建設部都市政策課都市デザイン

担当

平成23年に「松本市歴史的風致維持向上計画」が認定され、北アルプス連

峰や美ヶ原高原などの山並みや国宝松本城を中心とする約400年前に形成さ

れた町割及び歴史的建造物や北アルプス連峰や美ヶ原高原などの山岳景観に

係る歴史的風致の維持向上を図るため、ハード、ソフト整備に取り組んでい

る。

73 長野県 小諸市 一般社団法人こもろ観光局

江戸時代、北国街道・小諸宿の脇本陣だった旅籠を改修し、最大19名（５

部屋）まで宿泊でき、１棟貸しとしても利用できる宿として令和元年から運

営。小諸城址懐古園からも近く、小諸城は日本で唯一の城郭が城下町よりも

低い場所に位置する「穴城（あなじろ）」としても有名である。

74 長野県 伊那市
まぁるいみらいへ伊那地域連携推進協

議会

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、新商品の開発や

Webサイトの構築・運営、人材活用事業を行っている。「伊那谷のデコベ

ジ」を開発・販売することで、伊那谷と都内の高級料理店のシェフを結びつ

ける取り組みを行い、SNSマーケティングやメディアプロモーションを通

じ、伊那谷の認知度向上や地域資源・魅力の発信をしている。将来的には都

内シェフ及びレストラン常連客等を伊那谷に連れていく伊那谷シェフツアー

の開催を目指している。



75 長野県 飯山市
信州いいやま観光局、株式会社みずほ

らぼ

「小菅の里 及び 小菅山の文化的景観」として、国の重要文化的景観の指定

を受けている飯山市瑞穂地区で、築200年の古民家を改修した1棟貸しの宿

泊施設や、地元有志の会とともに、観光事業者向けの地域の歴史を学ぶ講習

会の実施、ガイドを用いたツアー造成、インバウンド向け滞在発信を行い、

地域の活性化や文化の保全に寄与する。

76 長野県 茅野市 一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構

風土や地域の事情を反映した個性ある４軒の古民家をアレックス・カ―氏、

高砂氏監修のもと改修し、１棟貸し素泊まりの宿泊施設「ヤマウラステイ」

として令和２年にオープン。平成30年度及び令和元年度には機構が所属す

る茅野市農村振興協議会が農山漁村振興交付金の認定を受けた。

77 長野県 佐久市臼田 株式会社KURABITO STAY

酒蔵の敷地内に現存する築100年の職人の宿舎を改修し、本格的な日本酒づ

くりのプロセスを蔵人として体験できる『クラビトステイ』をテーマとした

体験型宿泊施設を令和２年３月に開業。本地域の観光地域づくりのために創

設された同社はクラウドファンディングや地域経済循環創造事業交付金（令

和元年度）も活用し、環境整備と地域のネットワーク化に取り組んでいる。

78 長野県 佐久市内山地区 有限会社岩崎呉服店

地域経済循環創造事業交付金（ローカル10,000プロジェクト）を活用して

大正時代の古民家を機織り等の伝統技術を体験できる交流・宿泊施設に改修

し、佐久地域住民と都会住民とのコミュニケーションを図るとともに、移住

推進の取組にも活用する。

79 長野県 東御市海野宿 （一社）信州とうみ観光協会

東御市海野宿伝統的建造物群保存地区内では、平成24年には東御市歴史的

風致維持向上計画の認定を受け、周辺道路・駐車場等を整備したことで利便

性が向上したほか、歴史的建造物や古民家は、宿泊施設やカフェ、観光案内

所などに活用されている。こうした受入環境の充実は、地元自治会・住民と

の協働によるイベントの開催、街並みの景観保存等、観光地域づくりに重要

な役割を果たしている。また、海野宿での取組は、市内の他地域へ波及し、

古民家を再生した民泊・農泊の起業者が増えている。

80 長野県
諏訪郡下諏訪町

御田町
NPO法人匠の町しもすわあきないプロジェクト

中山道と甲州街道が交わる温泉宿場町として栄えてきた同地区。明治44年

に御田商店街が開業し、平成15年に1/3が空き店舗となったが同法人を含め

住民を中心とした組織による商店街活性化活動を通し、平成23年に空き店

舗ゼロとなるなど地域住民が主体となった地域づくりが進められている。

81 長野県 木曽郡南木曽町 南木曽「ウェルネス農泊」推進協議会

中山道の宿場町である妻籠宿は、日本初の「重要伝統的建造物郡保存地区」

であり、地域住民が一丸となり５０年以上にわたり江戸時代の街並みを守り

続けている。平成28年には同地区を含む木曽地域が日本遺産に認定され

た。近年は、欧米豪からの外国人観光客が激増し、森の中に残されている中

山道を歩いて宿場町を移動していく「中山道ハイキング」が大人気となって

いる。

82 長野県 東筑摩郡朝日村 朝日村自然体験推進協議会

約87％を山林が占める本エリアで、農泊組織がビークルとなり、築100年

を超える古民家を改修した体験棟と新たに建築した宿泊棟が融合した体験宿

泊施設を令和元年6月にオープン。平成30年度農山漁村振興交付金を活用。

83 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社WAKUWAKUやまのうち

宿場町を中心とした地域の活性化を図るため、地元事業者が中心となりまち

づくり組織を設立。地域経済活性化支援機構（REVIC）や八十二銀行等で

「ＡＬＬ信州観光活性化ファンド」を設立し町の物件改修や既存事業者への

支援等を行うなど、官民が連携した取組がみられる。

84 岐阜県 岐阜市 鵜飼屋の未来協議会、株式会社NOTE ※追って掲載予定



85 岐阜県
高山市三町・

下二之町大新町
高山市商工観光部観光課

重要伝統的建造物群保存地区に選定された商家町の町家や敷地奥の土蔵の保

存が進められている。平成20年度に認定された高山市歴史的風致維持向上

計画では、旧矢島邸等整備事業において郷土の歴史文化を知ることができる

拠点施設「飛騨高山まちの博物館」を整備した。さらに旧森邸等整備事業に

おいては伝統文化交流拠点施設「飛騨高山まちの体験交流館」を整備し、ま

ちの博物館との一体活用を行っている。現在、第2期計画が平成29年度に認

定され、重要伝統的建造物群保存地区等を中心に景観整備と歴史まちづくり

に関する取組が行われている。また、令和元年には民都機構と高山信金が

ファンドを組成し飛騨地域の古民家等の活用を推進しており、高山市内の古

民家を活用した宿泊施設の開業を支援するなどの取組も行われている。

86 岐阜県
美濃市本住町・

美濃町
みのまちや株式会社 ※追って掲載予定

87 岐阜県 恵那市 明智町門野池地域農泊推進協議会

築250年の古民家にて、１日１組限定の宿泊施設と、完全予約制で会席料理

を提供している。また、野菜狩りや料理体験等の体験プログラムを行い、地

域の連携を深めている。農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活

用し、人材育成のための勉強会や先進地の視察を行い、知見を深め、体験プ

ログラムの構築等を行い、観光まちづくりを発展させている。また、平成

22年度に認定された恵那市歴史的風致維持向上計画が満期を迎え、第2期計

画が令和元年度に認定され、重要伝統的建造物群保存地区等を中心に景観整

備と歴史まちづくりに関する取組が行われている。

88 岐阜県 飛驒市古川 株式会社美ら地球

平成22年に「飛騨里山サイクリング」としてガイドツアーを開始し、古民

家、町並、地域の文化継承に関わる。古川町殿町で和風スナックとして親し

まれていた築80年ほどの「富乃家」を改修し、分散型ホテルとして、令和

２年７月に宿泊業を開業した。

89 岐阜県 下呂市金山町 金山町観光協会

文化的意識を高める拠点作りと地域の食文化を活用した店舗作りを図るため

連携推進室に相談があり、中部地方整備局及び全国古民家再生協会で現地を

視察。その後まちづくり会議を重ね、古民家を活用したギャラリー、骨董品

屋等が開業され、空き地を農園として利活用している。また、2020年、街

道沿いの利用可能な古民家を格子戸にして外観を整えた。

90 岐阜県 郡上市
郡上市役所（八幡市街地まちづくり会

議）

郡上八幡北町地区（重要伝統的建造物群保存地区）を含む城下町である郡上

八幡市街地を重点区域とした歴史的風致維持向上計画が平成26年に認定。

各所の整備が計画どおり進められており、地域の協議会等とも連携したまち

づくりに取り組んでいる。域内には古民家を活用した宿泊施設等が複数開業

中。

91 岐阜県 大野郡白川村萩町 白川郷ヒト大学

荻町集落の「合掌造り」の家屋および周囲の田畑、山林、道路等が重要伝統

的建造物群保存地区に選定されている。農山村特有の歴史的景観を維持する

ため地元住民組織「白川郷荻町集落の自然環境を守る会」の活動やソーシャ

ル大学「白川郷ヒト大学」等がまちづくりに取り組んでいる。

92 静岡県 静岡市用宗 CSA travel

用宗港を中心に港まちとして栄えた本地域において宿泊施設や新たな観光コ

ンテンツの創出を手掛ける民間事業者が観光まちづくり組織となり、６棟の

古民家を１棟貸しの宿泊施設として改修し活用するなど、地域での面的な観

光まちづくりに取り組んでいる。

93 静岡県 三島市 三島市計画まちづくり部都市計画課

三嶋大社例大祭とつけ祭りにみる歴史的風致や、三島市の特徴的な地域信仰

にみる歴史的風致等を維持向上すべく、平成28年に三島市歴史的風致維持

向上計画が認定された。市内の歴史的建造物の保存や門前町等の風致維持向

上が取組まれている。

94 静岡県 掛川市
掛川市都市建設部都市政策課　計画・

土地利用係

城下町、宿場町として発展した当該地域の歴史的風致を維持・活用すること

を目的とした掛川市歴史的風致維持向上計画が平成30年に認定された。地

域内では築100年以上の建築物がカフェとして活用されていたり、国の重要

文化財に指定されている建築物を公開施設として活用したりしている。



95 静岡県 伊豆市
土肥温泉観光協同組合、土肥観光活性

化株式会社

経済産業省商店街活性化・観光消費創出事業を活用し、商店街の中心にある

江戸時代から続く歴史的建築物を活用し、マルシェ・カフェ・ベーカリー・

物販・レストラン・バー・地産品の開発・EC販売等を包括的に提供する

「食の観光拠点」を作り、各商店を結ぶ食の販路を構築する。

96 愛知県 名古屋市有松 特定非営利活動法人コンソーシアム有松

染織文化の継承と向上を図るため、NPO法人コンソーシアム有松がビーク

ルとして、築170年の市登録地域建造物資産をカフェや観光案内所にリノ

ベーションし運営。江戸時代からある東海道間の統一感ある町並みが、名古

屋市有松重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、日本遺産にも認定

されている。また、平成25年度に、令和5年度までの10年間を期間とした

名古屋市歴史的風致維持向上計画が認定され、名古屋城等を中心に景観整備

と歴史まちづくりに関する取組が行われている。

97 愛知県 岡崎市本宿町 一般社団法人愛知県古民家再生協会

「古民家再生協会×レストラン×病院」のコラボレーション。平成28年度

に、令和7年度までの10年間を期間とした岡崎市歴史的風致維持向上計画が

認定され、岡崎城下等を中心に景観整備と歴史まちづくりに関する取組が行

われている。雇用を生み出す点も評価されて「地域経済循環創造事業交付

金」の支援を受け、築200年の旧代官屋敷は地産地消型のレストランに改修

が進み、接する築143年の土蔵も「郷土史資料展示室」として改修され令和

元年７月に開業。

98 愛知県 豊田市 とよたグリーンツーリズム推進協議会

築150年の古民家を宿泊施設や農家レストランとして改修・活用し、農泊拠

点を形成。農産物の抹茶をはじめとした日本文化体験などの滞在型観光の構

築がなされている。豊田市足助町の歴史的町並みは、平成23年6月に重要伝

統的建造物群保存地区に選定された。

99 三重県 伊賀市川北 株式会社七転八倒

伊賀市の農村地域にて、”田舎をデザインする会社”として田舎ならではの体

験（農業体験や林業体験等）だけではなく、日本文化体験（結婚式、茶道、

書道等）、刈払い機やチェーンソーの特別講習など、様々なコンテンツを提

供している。また、古民家２軒を宿泊施設として活用し地域の活性化に取り

組んでいる。

100 三重県 伊賀市上野 株式会社NOTE伊賀上野 ※追って掲載予定

101 三重県 亀山市
亀山市生活文化部文化スポーツ課まち

なみ文化財グループ

重要伝統的建造物群保存地区に選定されている関宿を含め、亀山宿・坂下宿

の３つの宿場町が歴史的風致を残している。平成21年には亀山市歴史的風

致維持向上計画が認定され、住民も参画した保存地区の活用とまちづくりが

推進されている。

102 滋賀県 大津市中央 株式会社自遊人

築100年以上の町屋をリノベーションし宿泊施設化した「講　大津百町」を

中心に、「街に泊まって、食べて、飲んで、買って」をコンセプトに客室を

アーケード商店街と旧東海道沿いに点在させるなど地域一体となった観光ま

ちづくりを推進している。

103 滋賀県 彦根市本町 NPO法人ひこね文化デザインフォーラム ※追って掲載予定

104 滋賀県 長浜市 長浜市役所歴史遺産課

古来より街道の宿場町として発展してきた北国街道木之本宿は、平入や妻入

の歴史的建造物が混在していることが特徴で、宿場町の名残をとどめてい

る。長浜市では地域固有の歴史的風致を維持向上することを目的とし、平成

22年に歴史的風致維持向上計画の認定を受け、その後、令和2年8月には木

之本宿を重点地区に加えた第2期計画の認定を受けた。



105 滋賀県 米原市 びわ湖の素・米原古民家暮らし協議会

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、築150年の古民家

を宿泊施設として改修し運営。施設を中心とし、関係人口を拡大させること

で移住定住者の増加を目指している。

106 滋賀県 犬上郡多賀町一円 多賀町役場企画課

総務省ローカル10000プロジェクト(平成30年度)を活用し、国指定登録有

形文化財である旧庄屋屋敷を活用し、1日1組限定の宿泊施設として開業。

里山を自転車ツアーにてガイドするアクティビティを開発し、地域の滞在型

観光需要を促進している。

107 京都府 京都市東山区 株式会社バリューマネジメント ※追って掲載予定

108 京都府 福知山市
福知山広小路商店街振興組合、有限会

社鳥名子

経済産業省商店街活性化・観光消費創出事業を活用し、明治期に建てられた

母屋など、文化的価値の高い旧片岡家住宅を改修し、令和２年６月に鴨すき

を提供する「とりなご久兵衛」として運営。広小路商店街の土産店を併設

し、また近接する大正時代の質屋を宿泊施設「菱屋」として改修。広域の観

光拠点としての役割も担う。

109 京都府 舞鶴市字浜 松栄館

歴史的資源を活用した観光まちづくり連携推進チームのアドバイスを経て、

総務省ローカル10000プロジェクト（平成30年度）を活用し、国指定の登

録有形文化財の老舗旅館を改修し、レストランとして運営。

110 京都府 舞鶴市平野屋 一般社団法人KOKIN

昔懐かしい街並みが残る西舞鶴は、商店街でひときわ目を引く国指定の登録

有形文化財「若の湯」に加え、漁師町・吉原入江に佇む「日の出湯」がある

銭湯のまちで、築130年の町屋を改修し、古民家の宿　宰嘉庵として観光拠

点の中心として運営をしている。

111 京都府 綾部市 綾部市農泊推進地域協議会

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、明治時代に建てら

れた旧豪邸家屋の空き家を宿泊施設として改修し、開業。また、農泊希望者

向け宿泊施設として古民家を改修するとともに、収益を生み出すビジネスモ

デルを築いている。

112 京都府 南丹市美山
美山分散型ホテル協議会

（美山FUTON&Breakfast　他）

平成30年度農林水産省農山漁村振興交付金を活用し、１棟貸し築150年の

茅葺の古民家宿を４棟運営している。併せて農山漁村エリアを体験出来る農

業体験やハイキングツアー等のアクティビティを造成し、エリアの観光需要

促進を進めている。

113 京都府 与謝郡伊根町伊根浦
（一社）京都府北部地域連携都市圏振

興社　伊根地域本部

重要伝統的建造物群保存地区に選定されている漁村エリアであり、舟屋の里

として地区内の古民家を活用した宿泊施設が点在している。釣り体験や、魚

の捌き方体験等の漁村ならではの体験コンテンツも存在し、価値あるまちな

みの保存と活用が進んでいる。

114 大阪府 富田林市寺内町 ㈱ダン計画研究所　上岡 ※追って掲載予定

115 大阪府 豊能郡能勢町
能勢なつかしさ推進協議会

（一般社団法人古民家再生協会兵庫）

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、地域住民との関わ

りの構築から、農泊と体験プログラムの企画・構築を行い、「教育旅行」へ

展開をしている。台湾の里山振興グループとの勉強会を開催し、体験プログ

ラム内容の検証をし、訪日外国人旅行者への対応準備を進めている。

116 兵庫県 神戸市北野町 バリューマネジメント株式会社 ※追って掲載予定



117 兵庫県 豊岡市中央町 株式会社NOTE ※追って掲載予定

118 兵庫県 丹波篠山市福住 株式会社NOTE JAPAN ※追って掲載予定

119 兵庫県 丹波篠山市西町等

NPO法人町なみ屋なみ研究所

一般社団法人ノオト

株式会社NOTE リノベーション＆デザイン

株式会社NOTE JAPAN

※追って掲載予定

120 兵庫県 丹波篠山市丸山 一般社団法人ノオト ※追って掲載予定

121 兵庫県 養父市大屋町大杉 一般社団法人ノオト ※追って掲載予定

122 兵庫県 朝来市竹田

和田山・山東農泊ネットワーク協議会

一般社団法人ODORO

一般社団法人ノオト

株式会社NOTEリノベーション＆デザイン

※追って掲載予定

123 兵庫県 淡路市 古民家ハウス　OLUOLU
淡路島で2棟の古民家を改修し、宿泊を運営。季節に応じた農業体験もあ

り、淡路島の自然を体感できるプログラムとなっている。

124 兵庫県 三田市 三田地域振興株式会社 ※追って掲載予定

125 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社PAGE ※追って掲載予定

126 奈良県 奈良市城戸町 ならまちづくり会社
（南都銀行、株式会社NOTE奈良） ※追って掲載予定

127 奈良県 五條市五條新町 特定非営利活動法人　大和社中

重要伝統的建造物群保存地区（商家町）内で、NPO法人大和社中が窓口に

なり、空き家となった町家の再生、活用が進められ、フレンチレストラン、

ゲストハウス、サテライトオフィス、ジオラマ模型店舗、アトリエ等に活用

されている。主に「企業家支援施設」と「滞在体験型観光施設」の整備が進

められている。

128 奈良県 宇陀市 宇陀市古民家活用地域活性化協議会

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、「薬草ツーリズ

ム」を基軸とした地域づくりを行い、観光資源を再発掘し、体験プログラム

の開発を進めている。



129 奈良県 生駒郡斑鳩町 斑鳩産業株式会社

総務省地域経済循環創造事業交付金（平成26年）を活用し、明治26年の建

築物を再生し飲食施設としてオープン。観光まちづくり組織も、地域DMO

法人として、エリアの観光まちづくりを継続して促進している。また、平成

25年度に、令和5年度までの10年間を期間とした斑鳩町歴史的風致維持向

上計画が認定され、法隆寺等を中心に景観整備と歴史まちづくりに関する取

組が行われている。さらに歴史文化・食文化・修行などが体験できる34の

プランを造成し、販売もスタートした。

130 奈良県 磯城群田原本町 田原本町川東地域資源活用協議会 ※追って掲載予定

131 奈良県 宇陀郡曽爾村 曽爾村農山村交流促進協議会

農林水産省農山漁村振興交付金（平成30年度）を活用し、明治・大正の古

民家をリノベーション、１日２組の宿泊施設を令和元年7月に開業。併せ

て、農業体験型キャンプ場を整備し、農産集落ならではの体験コンテンツを

造成、提供している。

132 奈良県 奈良市紀寺町 奈良町宿

奈良、紀寺町一帯を一つの宿と見立て、築約100年の町家をリノベーション

し、５棟の１棟貸し宿を運営。「町家に住まうように旅する」をテーマに町

家暮らしを体感することが出来る。また、平成26年度に、令和6年度までの

10年間を期間とした奈良市歴史的風致維持向上計画が認定され、寺社仏閣

等を中心に景観整備と歴史まちづくりに関する取組が行われている。

133 奈良県 生駒郡安堵町

株式会社ワールド・ヘリテイジ／公益

社団法人ソーシャル・サイエンス・ラ

ボ

総務省ローカル10,000プロジェクト（平成27年度）を活用し、陶芸家の富

本憲吉（人間国宝）の生家を改装し、宿泊施設、レストラン、陶芸作り体験

が出来る工房等を平成29年に開業。安堵町の歴史や文化を体現できる観光

まちづくり組織の中心となっている。

134 奈良県 高市郡明日香村 株式会社J-roots ※追って掲載予定

135 和歌山県 有田市
一般社団法人ノオト、有田市

株式会社紀陽銀行　他
※追って掲載予定

136 和歌山県 田辺市 株式会社秋津野

平成20年に木造の廃校舎を活用したグリーンツーリズム施設を運営。施設

内には、農家レストラン、宿泊施設、お菓子体験工房、ＩＣＴオフィスなど

がある。ラジオ＆ウォークイベント、農泊モニターツアー等の実施や、地域

の様々な資源を活かしたインバウンド向け滞在・周遊プログラムを開発・再

構築。また、農泊における滞在環境等を向上させる為、宿泊施設を新築(増

設)するなど、地域経済の活性化を目指し、地域住民が一体となり、活動を

継続中。

137 和歌山県 有田郡湯浅町 （一社）湯浅観光まちづくり推進機構

重要伝統的建造物群保存地区（醸造町）にある築100年以上の古民家を町が

改築し、当機構会員へ貸し付け、２棟３室（１棟１室は当該会員が独自に整

備）の貸切宿として活用。また、重要伝統的建造物群保存地区を中心に活動

するボランティアガイド団体と協働し、まち歩きに付加価値を加えた観光商

品の造成を目標に、現在、ボランティアガイドの育成に取り組んでいる。ま

た、湯浅町では平成27年度に、令和7年度までの10年間を期間とした湯浅

町歴史的風致維持向上計画が認定され、重要伝統的建造物群保存地区等を中

心に景観整備と歴史まちづくりに関する取組が行われている。

138 和歌山県 有田郡広川町 一般社団法人ノオト ※追って掲載予定



139 和歌山県 伊都郡九度山町 株式会社NOTE ※追って掲載予定

140 和歌山県 東牟婁郡串本町
串本町古民家活用協議会

（We株式会社、株式会社NOTE他）
※追って掲載予定

141 鳥取県 倉吉市打吹玉川 株式会社赤瓦 ※追って掲載予定

142 鳥取県 八頭郡八頭町
若桜谷活性化協議会

（株式会社QUON）

国登録有形文化財の「太田邸」を活用し、宿泊施設、カフェ、レンタルス

ペースとして運用。地域特色を活かし、トレッキング等のアクティビティを

提供。

143 島根県 松江市美保関町 松江市観光振興部国際観光課

歴史文化の港町・美保関地区の古民家３棟を宿泊施設に改修するほか、国指

定登録有形文化財の老舗旅館にバーを新設する等、歴史的な街並みを活かし

た観光開発が行われている。平成30年度総務省の地域経済循環創造事業交

付金を活用。また、平成22年度に認定された松江市歴史的風致維持向上計

画が満期を迎え、第2期計画が令和元年度に認定され、美保神社等を中心に

景観整備と歴史まちづくりに関する取組が行われている。

144 島根県 出雲市平田町
一般社団法人木綿街道振興会、

株式会社NOTE
※追って掲載予定

145 島根県 出雲市鷺浦
株式会社NOTE

（株式会社サウンドプラン）
※追って掲載予定

146 島根県 出雲市大社町 株式会社NOTE ※追って掲載予定

147 島根県 出雲市大津町

協同組合中町商店会、

合同会社スマイルパートナー、

旭日酒造有限会社

※追って掲載予定

148 島根県 大田市温泉津 ゆのつ民泊・体験事業協議会 ※追って掲載予定

149 島根県
邑智郡邑南町日

貫地区
日貫地区活性化協議会

農林水産省農山漁村振興交付金を活用し、日貫一日（ひぬいひとひ）プロ

ジェクトを立ち上げ、地区の観光需要の促進と関係人口の拡大を進めてい

る。令和元年に地域の古民家を再生した1棟貸しの宿泊施設が運営開始。

150 島根県 鹿足郡津和野町 一般社団法人津和野町観光協会

重要伝統的建造物群保存地区（武家町・商家町）内にて、「津和野町家ステ

イ」を進めている。明治、昭和に建てられた町家を再生し宿泊施設として活

用する他、エリア内の食を提供、体験ツアーの造成等も行っている。また、

平成25年度に、令和4年度までの10年間を期間とした津和野町歴史的風致

維持向上計画が認定され、重要伝統的建造物群保存地区等を中心に景観整備

と歴史まちづくりに関する取組が行われている。

151 岡山県 倉敷市倉敷川畔 NPO法人倉敷町家トラスト

重要伝統的建造物群保存地区（商家町）内で、「倉敷に暮らすように滞在す

る」をコンセプトに一棟貸しの町家を再生した宿泊施設を開業中。エリア内

でも、他事業者も町家カフェや町家を活用した宿泊施設が複数運営されてい

る。



152 岡山県 津山市城東 公益社団法人津山市観光協会

重要伝統的建造物群保存地区（商家町）に選定後、地域内にカフェや雑貨店

等が増加。令和2年7月に、国指定文化財に隣接する伝統的建造物を活用し

た3棟の宿泊施設と1棟のラウンジが「城下小宿 糀や」として開業してい

る。また、平成21年度に認定された津山市歴史的風致維持向上計画が満期

を迎え、第2期計画が平成30年度に認定され、重要伝統的建造物群保存地区

等を中心に景観整備と歴史まちづくりに関する取組が行われている。

153 岡山県 高梁市吹屋 株式会社吹屋 ※追って掲載予定

154 岡山県 真庭市勝山地区 真庭市産業政策課
市が所有する物権を民間に委託し、カフェ・レストラン、交流施設等の４つ

の施設＋観光案内所として活用している。

155 岡山県 苫田郡鏡野町 健康の町かがみのプロモーション本部

農林水産省農山漁村振興交付金を活用し、江戸後期創建の民家を再生し、レ

ストランとして活用。また、里山を体験いただくためのトレイルウォーキン

グ等の体験コンテンツを提供。域内には、築120年を超える古民家を活用し

た1棟貸しの宿泊施設も営業している。

156 岡山県 小田郡矢掛町 株式会社矢掛屋

総務省ローカル10000プロジェクト（平成27年度）を活用し、旧山陽道の

宿場町である街並みに点在する空家等を活用し、日本初のアルベルゴディ

フューゾ認定の分散型の古民家宿を運営している。

157 広島県
広島市湯来町

上多田地区
くもでを愛し守る会

山村集落内で、「奥湯来田舎体験ハウス」として４件の歴史ある古民家や空

き家を宿泊施設として活用している。域内での交流広場を充実させ、餅つ

き、こんにゃく作り、e-bikeでのサイクリング等の体験コンテンツの整備を

進めているところ。

158 広島県
呉市豊町御手洗

地区
合同会社よーそろ

港町ならではの、御手洗地区内の歴史的建造物を活用し、宿泊施設、飲食施

設、物販施設等7施設を整備し、営業をしている。趣残るエリアのため、映

画やCMの撮影場所としても活用されている。

159 広島県 竹原市竹原地区 株式会社Ripple ※追って掲載予定

160 広島県 尾道市 NPO法人尾道空き家再生プロジェクト ※追って掲載予定

161 広島県 福山市鞆の浦 ホテル鴎風亭 ※追って掲載予定

162 広島県 福山市鞆の浦 株式会社NOTE ※追って掲載予定



163 広島県 庄原市 庄原古民家ステイ推進協議会

農山漁村振興交付金を活用し、せとうちDMOと庄原市が連携協定を結び、

観光地域づくりを推進しているところ。令和元年9月に築100年以上の古民

家を改修し宿泊施設として営業開始。また、地域の魅力を体感できる各種ア

クティビティの提供、インバウンドツアー開発等も進めている。

164 徳島県 美馬市脇町南町 株式会社MIMAチャレンジ

美馬市の地方創生を推進する取組として、地元事業者や自治体、外部事業者

が連携し、サテライトオフィスの運営を開始。周辺の物件を活用した、宿泊

施設や飲食店を展開。

165 徳島県 三好市東祖谷村落合 株式会社ちいおりアライアンス

重要伝統的建造物群保存地区（山村集落）内にて、「桃源郷祖谷の里」の宿

泊棟を平成29年に全8棟と別の集落に「篪庵」1棟の宿泊施設の運営を開始

している。地域周辺のガイドや体験等のプログラムを提供している。また、

平成22年度に認定された三好市歴史的風致維持向上計画が満期を迎え、第2

期計画が平成30年度に認定され、重要伝統的建造物群保存地区等を中心に

景観整備と歴史まちづくりに関する取組が行われている。

166 徳島県 名西郡神山町 株式会社神山神領（WEEK神山） ※追って掲載予定

167 香川県 高松市西植田地区 西植田地区活性化協議会

農山漁村振興交付金を活用し、里山での暮らしや自然体験の提供をすべく、

地域住民が連携した手作りのおもてなしを実践している。古民家を活用した

宿泊施設に留まらず、完全予約制の古民家フレンチレストラン、農業体験、

ワークショップ等多角的に地域での体験コンテンツを提供している。

168 香川県
丸亀市塩飽本島

町笠島
NPO法人本島町笠島まち並み保存協力会

重要伝統的建造物群保存地区（港町）内にて、江戸時代の古民家を活用した

1棟貸しの宿泊施設や、飲食施設、カフェ等を運営し、まち並みの保存と活

用を進めている。

169 香川県 三豊市 みとよニューツーリズム推進協議会

空き家だった古民家を改装し平成30年に開業、体験コンテンツを開発し提

供している。地域内にある父母が浜などの観光資源とも連携しながら観光地

域づくりを進めている。

170 香川県 綾歌郡宇多津町古街 株式会社ちいおりアライアンス

塩のまちとして繁栄した歴史から、古街地区に多くの空き町家が残ってい

る。２軒の古民家を改修し、それぞれスタイルの対照的な宿泊棟となってい

て、生活設備が備える１棟貸しの宿泊施設「古街の家」として営業を行って

いる。また、2018年よりもう1棟空古民家を改修し、「ちいおりうたづブ

ランチ」として1階をカフェとして2階をゲストハウスとして活用し地域の

交流の場として活性化に取り組んでいる。

171 愛媛県 宇和島市 合同会社きさいや宇和島　木屋旅館

平成７年に廃業となった明治44年創建の「木屋旅館」を建築家の永山祐子

氏や各プロジェクトメンバーや有志によって1日1組限定の宿泊施設として

再オープンした。新しい滞在型の観光名所として、JNTO認定観光案内所も

備え国内外からの観光客へ宇和島の魅力を発信している。

172 愛媛県 大洲市大洲 一般社団法人キタマネジメント ※追って掲載予定

173 愛媛県 喜多郡内子町 内子ツーリズム推進協議会

農山漁村振興交付金（平成30年度）を活用し、地域資源を活かした体験メ

ニューの開発、ツアーのプログラム化、受入組織育成を行った。その中で、

農家民宿はもとより歴史的な古民家を活用した宿泊施設や交流事業の実践者

で構成する内子ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進協議会を設立し商品の販売体制の確立、地域組織

の連携、情報の集約化を推進している。また、令和元年度に、令和10年度

までの10年間を期間とした内子町歴史的風致維持向上計画が認定され、内

子座等を中心に景観整備と歴史まちづくりに関する取組が行われている。



174 高知県 高岡郡佐川町 一般社団法人さかわ観光協会

江戸中期に佐川町で酒造業を営んだ浜口家住宅を、平成25年に改築し、観

光客を迎えるお土産販売施設・休憩所としてさわやか観光協会が運営し、観

光まちづくりを促進している。また、平成20年度に認定された佐川町歴史

的風致維持向上計画が満期を迎え、第2期計画が平成30年度に認定され、酒

造業等の商いの繁栄の象徴となる歴史的建造物等を中心に景観整備と歴史ま

ちづくりに関する取組が行われている。明治期に製造された国内に残る唯一

の四輪木造２等客車の展示施設が令和３年４月より開業、さかわ観光協会が

運営する。客車は、かつて佐川町に展示されており５３年ぶりに〝里帰り〟

した。

175 福岡県 北九州市門司港 合同会社ポルト

明治・大正時代に日本有数の港町として栄えた。築70年の木造３階建ての

元旅館を改修し、レトロなゲストハウスを運営。宿泊者と地域の方々をつな

ぐプラットホームとして展開している。

176 福岡県 八女市福島 まちづくりネット八女

重要伝統的建造物群保存地区（商家町）内にて、かつての豪商の家や酒店等

の歴史・文化的に価値の高い物件の利活用が進んでいる。平成７年頃から今

日まで、約65棟の空き町家を再生して店舗や住宅として活用している。ま

た、改修した築120年の古民家を平成26年から一棟貸しで、一日１組限定

の泊まれる町家として運営。更に商工会議所が中心となり、空き町家を活用

した分散型ホテル事業を展開し、令和２年度には２棟７室の「NIPPONIA

HOTEL 八女福島商家町」をオープンした。

177 福岡県 行橋市 株式会社胡座

古くから交通の要所として栄え、江戸時代は宿場町として発展した。築約

440年の、釘を一切使わない「はめ込み構造」という日本の伝統的工法で建

てられた古民家を改修し、地元名産のいちじくや牡蠣等を活用したイタリア

ンレストランを展開している。

178 福岡県 太宰府市宰府 株式会社太宰府Co Creation ※追って掲載予定

179 福岡県 うきは市浮羽町
一般社団法人福岡県中央古民家再生協

会

築150年の古民家を改修し、バリアフリー化した宿泊できる古民家レストラ

ン、グランピングキャンプ場など多機能複合施設を展開。大分県との県境に

位置するうきは市で、人々の循環型社会実現の一端を担っている。

180 福岡県 うきは市吉井町 株式会社NOTE ※追って掲載予定

181 佐賀県 鹿島市肥前浜宿 株式会社肥前浜宿まちづくり公社

重要伝統的建造物群保存地区に選定された肥前浜宿の歴史的な町並みをを活

かし、観光まちづくりを進めるため、官民連携のチームを構築。地区内にあ

る２件の古民家を利活用し、宿泊業を展開している。農林水産省農山漁村振

興交付金を活用し、体験・食事及び宿泊のコンテンツの回遊性を高めるため

のファムツアー・モニターツアーを実施している。

182 佐賀県 小城市

小城商工会議所、

小城観光まちづくりプロジェクト合同

会社

小京都小城の観光町まちづくりとして、経済産業省商店街活性化・観光消費

創出事業を活用し、国指定登録有形文化財の小栁酒造を「観光クラフト酒造

体験工房」やバル（カフェ・レストラン＆バー）、特産品販売施設、テレ

ワークオフィスとして改修整備を行っている。また、当該事業地の近隣に位

置する国登録有形文化財の町家を古民家ホテルとして改修を予定するなど、

エリア全体の価値向上を図る取り組みを推進している。

183 佐賀県 小城市 小城農泊推進協議会

農林水産省農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、受け入れ体制の整

備と体験プログラム・メニュー・商品の開発に用いた。小城藩の一族である

西小路鍋島家の主屋を古民家カフェとして営業を行っている。農林水産省農

山漁村振興交付金を活用し、体験コンテンツの磨き上げを図っている。



184 長崎県 雲仙市 株式会社NOTE ※追って掲載予定

185 長崎県 北松浦郡小値賀町
特定非営利活動法人おぢかアイランド

ツーリズム協会

おぢかアイランドツーリズムにより、小値賀島の地域資源を生かす体験型観

光「島暮らし・自然体験」を商品化。地域内にある６棟の古民家を一日一組

の貸切宿泊施設として運営。高付加価値の旅行商品を提供することにより、

観光地域としてのブランド化を実現。

186 長崎県 平戸市 株式会社狼煙 ※追って掲載予定

187 長崎県 壱岐市 一般社団法人壱岐市観光連盟

壱岐島の北端に位置する勝本浦地区には、朝鮮通信使迎接所跡など古来より

大陸との交流を物語る旧跡や、古い造り酒屋などの歴史的資源が数多く点在

しており、官民一体となったまちなみの再生の取り組みも行われている。

また、辰の島の海水浴場や周辺の無人島をクルーズする島巡り遊覧船といっ

た魅力あふれる自然の観光資源も充実しており、町全体での観光まちづくり

が推進されている。

188 熊本県 人吉市
人吉市農泊推進協議会、

株式会社NOTE人吉球磨
※追って掲載予定

189 熊本県 上益城郡甲佐町

甲佐町まちづくり協議会、一般社団法

人パレット、

株式会社NOTE

※追って掲載予定

190 大分県 国東市 宇佐国東半島を巡る会

農山漁村振興交付金（平成29年度）を活用し、 欧米へのマーケティング調

査や動画撮影及びHP、インスタグラム、パンフレットの作成などのプロ

モーション活動などを実施。

191 宮崎県 日南市飫肥
Kiraku Japan合同会社・株式会社

Kiraku

重要伝統的建造物群保存地区に選定された飫肥地区の歴史的な町並みを活か

し、観光まちづくりを進めるため、官民連携のチームを構築。特に主要都市

圏からのアクセスに課題を持つ地域の先進事例になるべく、古民家を改装

し、平成29年４月に宿泊施設として開業。

192 宮崎県 児湯郡新富町 新富古民家利活用地域おこし協議会

全国古民家再生協会で起ち上がった「“結”プロジェクト」により、高千穂に

ある茅葺古民家を移築し、農業体験宿泊施設として整備を行っている。農林

水産省農山漁村振興交付金を活用し、観光コンテンツの磨き上げと年間を通

して国内外観光客の誘致を目指している。

193鹿児島県 鹿屋市 ユクサおおすみ海の学校

閉校した鹿屋市立菅原小学校を改修し、体験滞在型宿泊施設「ユクサおおす

み海の学校」を設立。体験コンテンツはサイクリングやカヤック等のアク

ティビティがあり、体育館の利用も可能である。令和２年７月にシェアオ

フィスの事業も開始した。

194鹿児島県 出水市 出水市文化財課

重要伝統的建造物群保存地区に選定された出水麓地区で、文化庁Living

History（令和2年度）を活用し、専門家等で構成する運営・史実検討委員

会で検討し、史実に基づくCGによる歴史体験プログラムを計画している。

195 鹿児島県 薩摩川内市甑島 東シナ海の小さな島ブランド株式会社

島内にある築100年を超える古民家を改修し、宿泊施設、パン屋、豆腐屋、

カフェ等を複数運営。観光まちづくり組織として、玉石垣の再生活動に取り

組みながら島内に豊富にある自然を活かし、観光ガイドをはじめ体験コンテ

ンツ等を駆使し、地域活性に寄与する。

196鹿児島県
南さつま市加世

田麓
かせだ歴史まちづくり協議会

かせだ歴史まちづくり協議会は、地域代表、学識経験者、市教育委員会の職

員等で組織し、大田垣の協働により南さつま市加世田地区の歴史を活かした

街なみ環境の整備を図っている。平成27年から歳の市実行委員会主催のま

ち歩きを、重要伝統的建造物群保存地区選定の機運醸成等を目的に実施をし

てきたが、現在は歳の市が休止となりまち歩き実行委員会が行っている。



197鹿児島県 奄美市 奄美イノベーション株式会社

伝統的な建築物を残し、島の歴史を多くの人に知ってもらい、次の世代につ

ないでいくことで、奄美群島の約360の集落文化を守りたいという想いか

ら、平成28年に奄美大島の笠利町の２棟から始まり、令和元年、奄美大

島、加計呂麻島、 徳之島の３島で30棟43室を運営。また、八月踊りや泥染

めなど奄美の集落文化を伝える豊富な体験プログラムも提供している。

198鹿児島県 大島郡和泊町 花の企画

農山漁村振興交付金（令和元年度）を活用し、外部講師による受入体制の強

化、人材の雇用の推進、地元の食材を活用し、地域の認知度向上に繋げられ

るレシピの開発を行っている。

199 沖縄県 石垣市 合同会社白保企画

民宿くんやは「本館」、「別館」、「セイヨウ館」、「さんごひ」と4棟運

営している。本館とさんごひの2棟は古民家を利活用しており、本館は昔な

がらの赤瓦屋根に古き良き伝統の造りとなり、10名の宿泊や最大40名の宴

会なども可能な間取りとなっている。

200 沖縄県 国頭郡本部町備瀬 ちゃんや～ ※追って掲載予定

201 沖縄県 国頭郡本部町北里 むりぶしの宿/PLUS

美ら海水族館にほど近い、人気の沖縄・本部エリアでむりぶしブランドとし

ての「古民家かふう」、「グランピング施設むりぶしPLUS」と個性的な宿

泊施設を運営している。

202 沖縄県 島尻郡伊是名村 NPO法人島の風

農山漁村振興交付金（平成29年度）を活用し、伊是名島ブランド形成とし

てHPを開設し、農泊・観光のマーケティング活動を行った。古民家を改修

した宿泊施設が島内に４棟あり、現在も運営中。島暮らし体験プログラム及

び試住プログラムを実施し、移住支援も行っている。


