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（６）大人の滞在体験型観光システム構築事業 

 

１．事業推進主体の概要 

 

１）事業名：大人の滞在体験型観光システム構築事業 

２）推進主体：大人の滞在体験型観光システム構築推進委員会 

３）代表団体と参加団体： 

代表団体：株式会社庵 

参加団体：おぢか観光まちづくり協議会 

東祖谷平家落人伝説歴史まちづくり実行委員会 

五條市観光まちづくり協議会 

 

２．事業の概要  

 

１）実施方針・事業実施の背景 

①「大人の滞在体験型観光システム構築推進委員会」の予定している｢大人の滞在

体験型観光｣は、次のとおりである。 

 Ａ）滞在観光客に対し、大人の知的好奇心を満足させ、大人ならではの喜びを享

受できる体験プログラムを提供する。 

 Ｂ）滞在観光客に対し、地域の豊かな食を満喫できるレストラン、しかも地域の

暮らしを十二分に感じ取れる古民家・町家等を改修したレストランで、郷土

料理にとどまらず、当代の一流の料理を提供する。 

 Ｃ）観光客の滞在には、Ａ）Ｂ）とともに、地域に「暮らすように旅する」古民

家・町家ステイ（いちグループに対し、一棟貸し）を提供し、地域の上質な

暮らしを満喫いただく。 

 Ｄ）これらを、地域の地方自治体の支援する運営会社（観光まちづくり会社等地

域の有志が設立・運営もしくはＮＰＯ等）が事業として経営する。 

 Ｅ）なお、これらは、いずれも個人顧客向けに構成され、団体客は想定していな

い。 

 

②上記の運営に当たっての課題 

 Ａ）いずれも小規模な事業者を想定している。したがって、予約等についてそれ

ぞれが独自のシステムを持つことは大変困難である。 

 Ｂ）既存の予約システムは、大手ホテルチェーンなどを対象とした大型のシステ

ムで、当然に基盤整備のコストも使用料など運営コストが大変大きく、小規

模な事業者には使用不可能である。 

 Ｃ）旅行会社またはＷＥＢ販売事業者などは、新しい形の古民家・町家ステイを
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軸とした滞在体験型観光システムに対しては、それぞれの会社の自社システ

ムに馴染まないことなどを理由に販売を請け負わないという現実がある。 

 

③上記の運営に当たっての課題を解決し、円滑な運営と予約の確保を図るために、

次のシステムを構築し、イノベーションを図る。 

 Ａ）顧客は個人客を対象とするので、ＷＥＢ販売を中心に据える。ＷＥＢから、

個人客が容易に予約をできるシステムを構築する。 

 Ｂ）その予約内容は「古民家・町家ステイ」という滞在体験(宿泊)の予約、食事

の予約、各種体験プログラムはじめ着地型ツアーの予約である 

Ｃ） 同種の観光サービスを提供する地域で、共通のプラット・フォームを作り、

システム構築コストを分け合うことで地域ごとの負担をすくなくするととも

に、共同販促を可能とする仕組みとする。 

 Ｄ）来年以降、予約システムにとどまらず、業務運営及び経営に資するシステム

を構築する。 

 Ｅ）この観光サービスの販売を求める旅行会社及びＷＥＢ型旅行販売会社とも連

携できるシステムとする。  

 

④事業フロー 

Ａ）システム構築に当たり、本件事業の代表者である株式会社庵が、３年６ヶ

月近く「京町家ステイ」＋「オリジン・アート・プログラム（伝統文化体験

研修プログラム）」＋「京都の食事手配など」を、簡易な予約システムと手

作業で実践してきた。この試行錯誤による成果、様々な体験・事件などとと

もに通常業務の中で培ったノウハウを、取りまとめ、システムの開発・構築

に最大限生かすこととする。 

 Ｂ）既に各種体験プログラム（現在は、学生向け）を実践している推進委員会メ

ンバーの知見・ノウハウ・ニーズを取り込んだシステムとする。 

 Ｃ）初期開発段階で、現在稼動中の株式会社庵が実証テスト運営を行い、現場と

実務に適した内容に改善を進める。 

 

なお、本実証事業では、以上のような予約システムの有為性や、それを活用する

ことによる生産性の向上等について検証を行うこととする。 

 

⑤システムの使用予定者 

 Ａ）当面の使用予定者 

株式会社庵（現在事業運営中）、来年度開業予定の五條新町観光まちづくり

協議会及び三好市東祖谷平家落人伝説歴史観光まちづくり実行委員会、おぢ

か観光まちづくり協議会。 
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 Ｂ）将来の使用予定者 

全国の美しい地域の滞在体験型観光施設運営者、場合によっては小規模の

旅館・ホテル事業者、学生向け体験プログラム提供事業者など。 

 

 

２）事業の概要について <実施体制及び検討経緯の記録> 

 

実施体制 

（主体名と役割分担） 

 

 

 

 

 

 

検討経緯の記録 

（日時､主な検討事項）

 

 

 

 
・11月 25日 運行開始日時についての打合せ 
・12月 3日 一部システム運行開始にあたり動作確認 
・12月 5日  運行の動作状況についての確認打合せ 
・12月 15日  運行の動作状況についての確認打合せ 
・1 月 15 日 管理システム導入にあたり、諸スタッフから

の提案や要望などの最終聞取り 

システム納入 

実地試験＆フィードバック 

シ

ス

テ

ム

開

発

事

業

コンソーシアム 

五條市観光まちづ

くり協議会 

庵 おぢか観光まちづ

くり協議会 

東祖谷平家落人伝説歴

史まちづくり実行委員会

開
発
情
報

開発指示・調整業務ほか 
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３）事業の具体的な内容 

① 本件で開発を目指した予約システムの具体的な内容 

Ａ）複雑な料金体系に則したシステム構築 

    予約対象は、上記のように、 

a) 宿泊サービス提供としての｢古民家・町家ステイ｣ 
b) 宿泊に付随するが、それぞれが楽しみのある食事予約 
c) 大人の体験プログラム 

これらは、次のとおり、複雑な料金体系であることに加え、事業運営を円滑に

するために、初期予約から予約内容の詳細が明確でなければならないため、料金

体系が一層複雑となる。 

 

a）古民家・町家ステイ 
他の宿泊施設と同様、季節・曜日・地域イベント・祭礼等により、基本的な

料金体系が決まる。これだけでも複雑な料金体系である。 

次に、古民家・町家ステイは、他の宿泊施設のように画一的な部屋・間取り

ではない。何故なら、民家一棟貸しであるため、それぞれの民家ごとに個性が

あるからである。そのため、料金体系に大きな影響がある。 

すなわち、古民家・町家の立地という点では、海・川に面する絶景ポイント、

山岳の絶景ポイント、歴史を大きく感じる街道筋に面する、小さな路地に面す

る、段畑・棚田を望む…など、他と比べて価値の高いところは、比較的高価な

設定となるなど。 

古民家・町家の大きさという点では、商家、豪農の家、網元の家、武家屋敷

などの大きな家から普通の農家、町人屋敷、漁師の家、貸家、長屋、離れ、蔵

などの小さな家まであり、それぞれ快適で適正な収容人員が異なり、また、大

きな家ほど改修費が大きくなるため事業上、価格設定が高くならざるを得ない

など。 

また、営業政策上、設備や設えを抑えた入門編的な価格設定の民家から、大

変少なくなった茅葺古民家、海外富裕層向けのグレイド感の高い民家まで多様

な価格設定が必要であることなど。 

b) 食事予約 
他の宿泊施設同様、夕食・朝食の手配がある。ただし、泊食分離なので、同

じ地域にあるレストラン等の手配である。 

第一に、運営会社直営の古民家レストラン・カフェの手配である。数種類の

コースメニューに適したシステムとする。なお、来年度以降の開発として、直

営レストラン・カフェでは、テーブル・椅子の確保なども含め、来年度以降開

発する運営システムと大きく連動する。 

第二に、地域の既存の飲食施設の紹介及び手配も可能とする。 
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第三に、各体験プログラムに付随する朝食・昼食・夕食手配。 

c）体験プログラム＋着地型ツアー予約 
体験プログラムとして地域の伝統産業(農林水産業を含む)・伝統文化・民俗

・自然体験、ガイドツアーなどを準備している。この予約が滞在予約・食事予

約とともに可能とする。 

 

   Ｂ）各種変更に対応し易い設計 

宿泊可能な古民家・町家の数を各地域10棟程度と限定している。また、創業
当初の脆弱な経営基盤のリスク回避ということもあり、滞在予約後、直ちに予約

金として滞在費用全額を前金として入金する仕組みである。しかし、予約の変更

等は必ずあるものなので、当初の予約人員の変更、日程の変更にも自動的に対応

でき、追加料金収受、料金返還なども容易に実行可能なものとする。これは、前

金収受をしない食事予約及び体験プログラムにも連動するシステムとする。 

 

   Ｃ）リピーター様優先の設計 

自信を持って薦められる滞在体験型観光であるので、リピーター優先の設計を

構築する。既に、京都では外国人を含め相当多数のリピーター様に愛される施設

となっている。予約開始期間の優先予約、グレイドアップなど多様な仕組みを今

後取り入れることが可能なシステムとする。 

 

② 予約システムの有為性・生産性の向上等について検証 

既に運営されている株式会社庵での町家の料金体系は、立地・季節・曜日・祭

事祭礼などによって複雑に異なっている。また宿泊全般に関わる管理業務の効率

化を高めるとともに、特徴ある「大人の体験プログラム」の提供をＷＥＢを活用

して効果的に行うことも目指している。 

よって株式会社庵に於いては、限られたスタッフ数の中で可能な限り予約処理

時間を省き、本来注力すべきサービス向上業務に振り向けることを当システム導

入の基本的意図として捉え、まずＷＥＢから入る予約の処理については、正確且

つ迅速な処理能力機能を求めることとし、下記の内容で検証を行った。この過程

で、今後当システムの運行を予定している各コンソーシアムに於いても同様の複

雑な料金体系を想定していることから、メンバーへのヒアリング等を実施して各

地における知見やノウハウを取り込んだシステムを検討することとした。 

 

a) 随時ＷＥＢから入った予約の日程希望が、ＷＥＢのカレンダー上に仮予約

（未入金期間）として瞬時自動表示されることによる効率化と、オーバー

ブッキングが起こらないこと等によるサービス向上についての検証 

b) 仮予約受付完了の際、瞬時にそのお客様へ返信される「町家利用について
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のご案内」（参考資料１）の返信、およびお客様の予約フォームから抽出

された情報を基に自動作成・送信される日本語版・英語版「町家利用につ

いてのご案内」内の都度の金額・利用日程・チェックイン案内などの記載

表示、また外国人には利用町家の周辺マップの自動添付機能など、一連の

機能による生産性の向上に関する検証 

c) 社内オペレーション管理業務の効率化についての検証 
d) 特徴ある「大人の体験プログラム」の提供をＷＥＢを活用して効果的に行

うことの有為性 

 

３．事業の結果 

 

１）事業実施期間 

平成 20年 12月 3日～平成 21年 2月 25日までの期間（一部システム運行） 
 

２）利用者数のデータ 

平成 20年 12月 3日（一部システム稼動日）～平成 21年 2月 25日の 84日間 
 

<申込の延べ組数> 

・ 日本人 １４３組 

・ 外国人  ２６組        合計組数 １６９組 

 

<申込の延べ宿泊> 

・ 日本人 １６２泊 

・ 外国人  ７１泊        合計宿泊数 ２３３泊 

 

３）返信・予約ブロック自動システムによる作業効率の向上 

12 月より運行された当予約処理システム機能について、以前はＷＥＢから予約を
受け付けた際、メール返信用フォーマットに予約業務担当者が必要事項を手入力で記

入してお客様へ「町家利用についてのご案内とご確認」（参考資料１）として都度手

動で返信する必要があったほか、それと並行してＷＥＢカレンダー上のブロック処理、

第三者による予約処理内容の再確認など、一連の予約処理作業に費やす作業時間は、

予約一件あたりおおよそ 10分前後の時間を要していた。 
当システム導入後は、ＷＥＢから受けた宿泊予約情報は、当システムの基本管理画

面となる「１．スケジュールカレンダー」上（参考資料２）に、利用町家名・代表者

氏名ほか、利用人数・泊数、入金状況や予定チェックイン時間など日時ごとに一括情

報として瞬時に自動表示。また、その宿泊予約情報は「５．予約データ入力」に自動

反映され、この「５．予約データ入力」は、顧客の個人情報や過去の利用実績の確認
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ほか、お客様からの諸要望フォームとしても活用できるようになった。 
これによって、「町家利用についてのご案内とご確認」が瞬時にお客様へ自動返信

化され、またＷＥＢ自動ブロック化により、一件あたりの予約処理時間はおおよそ３

分前後と約 70％の時間短縮等、生産性の向上が確認された。 
また、予約確認メールの未送信や誤入力など、これまで週１～２度の頻度で発生し

ていた予約業務に関わるミスが、このシステムによってほぼ完全に回避できるように

なった。 
 

〔自動システムによる予約処理作業の利点〕 

・ 予約受付完了と受付内容確認が瞬時に返信 

・ 誤入力や未送信などのヒューマンエラーの回避 

・ 瞬時によるＷＥＢ上カレンダーの自動ブロックによりダブルブッキングの回避 

・ 予約処理作業の軽減化 

 

４）社内オペレーション管理業務の効率化 

当システムでは、町家別の常備・準備品情報（リネン、活花準備の有無、挽きコー

ヒー等）をデーターベース化し、また各町家の清掃に費やす時間枠や清掃作業に携わ

る清掃員名をシステム上で把握することにより、お客様の利用内容に応じた迅速な清

掃準備と的確な清掃配置と作業指揮が可能となった。 
 

５）ＷＥＢを活用した「大人の体験プログラム」提供の有為性 

「大人の滞在体験型観光」は、古民家・町家ステイの宿泊、地域の豊かな食を満喫

するレストランでの食事ほか、大人の体験プログラムはじめ着地ツアーを主な販売軸

としている。こうした多様なプログラム（オリジン・アート・プログラム、ＯＡＰ）

の販売をＷＥＢを中心に行うことにより、個人客がいつでも容易に予約することがで

きる。 
システム上の管理カレンダー画面では、最新の町家予約情報のほか、ＯＡＰ（オリ

ジン・アート・プログラム）の実施スケジュールとその詳細情報、また各スタッフの

スケジュールなど、日々の必要情報が一括表示される。その情報を共有することによ

り、限られた人数のスタッフで運営されている庵において、効率的に多様なプログラ

ムを提供するといったサービス業務の質的向上に取り組むことができた。 

 

６）コンソーシアム・メンバーにおける知見・ノウハウを踏まえた検証 

来年度末に一部開業が予定されている長崎県小値賀島「おぢか観光まちづくり協議

会」では、すでに現在、毎年 6月中旬～7月中旬の４週間にわたって、週に約 40名、
延べ 160 人の海外からの学生が訪島し、民家に滞在しながら小値賀島の農業・漁業
を学び体験する体験プログラムを行っている。今後、当体験プログラムは、団体のみ
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ならず個人顧客からのニーズの増加も予想されることから、体験プログラム参加者の

受入民家に関するより詳細な情報管理や季節の農水産物の収穫情報、顧客別スケジュ

ール管理等、都度の変化にフレキシブルに対応できる管理システムが強く求められて

いる。 

小値賀島において本件システムを既に活用している株式会社庵は、正規雇用者では

ないパートスタッフで、しかも限られた人数で運営する中で、予約処理諸作業の簡略

化とヒューマンエラーの回避、顧客・スタッフの個別スケジュール管理、入金有無の

把握、コストの自動計算など、予約処理作業および宿泊業務に伴う業務全般の効率向

上の実現を確認している。 

 

７）自己評価：当初期待された効果に対する成果と反省 

町家をリノベーションして宿泊施設として運営している株式会社庵においては、限

られたスタッフ数の中、町家稼働率の上昇と共に予約処理作業に費やす時間枠が増し、

お客様への本来のサービスが手薄になることが大きな懸念材料となっていた。 

今般システムの一部である自動予約処理システムの導入により、３）で記載したよ

うに、70％の処理時間短縮の実現やスタッフによるヒューマンエラーのほぼ完全な
回避、及びお客様への正確且つ迅速な利用情報の提供など、従来とは異なるめざまし

い生産性の向上が見られ、以前よりもコンシェルジェサービス業務へ注力することが

できるようになった。また清掃オペレーションでは、清掃員勤務マスタデータと町家

稼動マスタデータを基に、日々の清掃動員数および町家の利用状態（逗留・チェック

イン/アウト表示等）の情報が一括表示されることによる、日常の清掃オペレーショ

ンに必要な情報の共有化と効率化が図れた。 

なお、今般システムの一部を除く開発の遅れについては、システム開発会社との大

きな課題材料となり、今般システムを今後の各コンソーシアムでの導入を進める中で

は当該課題をクリアしなければならない。 

 

＜システム開発遅延についてのご報告＞ 

 

【背景】 

今般のシステム開発は、現在株式会社庵に於いて稼動中であるシステム(旧システム)

の機能を拡張しながら、新システムへ移行する形の開発スタイルをとっている。 

また、株式会社庵ホームページのデザインのリニューアルが平行して進められている

ので、こちらの作業との連携が必要な状況となっている。 

 

【遅延要因について】 

１．現システム(旧システム)は、既に以前の開発者の手を離れており、その内容を把

握するのに、当初の予想を超えた時間を要している。 
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２．新旧システムの統合は、部分的に段階を分けながら進められており、その都度、

システムの動作状況を確認しながらの作業となっているため、旧システム機能の

一部に不具合がみつかり、その修正に時間を要した。 

３．ホームページのデザインリニューアルに伴い、予約関連ページへも新デザインを

適応するにあたり、細部の項目の見直しも進められ、予約フォーム等の変更が必

要になった。 

４．日英共通のシステムとして、日本語版を基本として開発が進められてきたが、一

部に英語版特有の機能※が新たに必要となり、ネイティブスピーカーのスタッフ

との協議をしながらの開発が必要となった。 

※ １．日英文章の表現上の違いや、必要項目の違いなど 

２．日本国内在住の外国人への対応など 

 

８）今後の展開・目標 

今年度は、当システム開発の遅れがあり、当初計画していた取り組みと、その検証

は充分ではなかったが、当初計画したように、今後あらためて以下に取り組む予定で

ある。 
１．今年度開発したシステムをベースとして、より実用性を高めるために検証と改善

を進めながら、段階的に各コンソーシアムへの導入を進めていく。 
２．その後、各コンソーシアムからのヒアリングを継続し、その地域や観光スタイル

に適応するシステム構築を進める。 
３．このように各地のニーズに合ったシステムとして改善を加え、活用していくこと

で、株式会社庵及び各コンソーシアムでは今後、旅行会社との提携を築き、「大

人の滞在体験型観光」という新たな旅行スタイルを提供していく。 
４．可能な限り、旅行会社からのヒアリングを実施し、本件大人の滞在体験型観光の

販売を希望する旅行会社が、ＷＥＢから顧客同様に予約が可能となり、決裁関係

も含め旅行関係との契約状況に応じたアクションが取れるシステムを今後開発

するための情報収集を行う。 
 
 

 
 
 
 


