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■事業形態イノベーション分野 

（１２）温泉街における低未利用空間の一体的活用推進事業 

 
１．事業推進主体 
 １）推進主体：会津東山温泉 街づくり推進プロジェクト 
 ２）代表団体：(株)くつろぎ宿  

   参加団体：御宿東鳳、旅館原瀧、旅篭芦名、ホテル伏見荘、Office you、設計工房

アーキフィールド 

 

２．事業概要 

  

 １）実証期間 

  平成 21 年 10 月 15 日（木）～平成 22 年 2 月 19 日（金） 

 

 ２）実施場所   

会津若松市東山町温泉街地内 3 か所 

 

 ３）事業内容   

「低未利用空間（旅館施設や空き店舗等）」を長期的な展望に基づき一体的に活用

していくための方策を検討、検証を目的とし、できるところから温泉街の再興を進め

ようとするものである。いくつものプロジェクトイメージから、観光の側面に地域経

済への波及効果も検討し、具体的に 3 つのプロジェクトを展開することとした。それ

ら事業の立ち上げをサポートすることで自立可能な事業となりうる課題を明確にする

ことを目的とした実証事業である。具体的な事業は以下。 

         ①東山温泉託児所の設置 

         ② 現代版「湯治コミニティールーム」モデルルーム公開 

（長期滞在者用ルームの開設（リノベーション）） 

         ③飲食店の開業（空き店舗の活用） 

 

 ４）背景     

どの温泉街でも再興および活性化は重要な課題である。東山温泉においても平成 16
年の JR デスティネーションキャンペーンの展開を機に、行政を含めた各種団体が取組

を進めてきた。しかし、既成団体のなかでのこれらの取組ではなかなか成果を上げる

ことができない状態にある。その閉塞感のなかで、意欲的な関係者が主体的に自らの

温泉街を再生しようと集結し、自主的な団体を組織、再興および活性化を目指そうと

検討を開始した。この中で、温泉街の多くの施設が低利用および未使用部分（団体旅

行のニーズに合わせた施設の大型化が現代のニーズにあわなくなった部分）があり、
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その一体的な活用が重要だと判断された。それらの活用にあたって、有能な人材の確

保のための託児施設（東山で働く人たちの多くが、保育時間の問題などで困っている）、

低利用、未使用空間の活用を目指し、現代版湯治をテーマにした「長期滞在型ルーム」

の開設、利用客からニーズの多い飲食店（空き店舗活用による飲食店起業者へのサポ

ート）の設置により、新たな観光産業や地域振興のモデルを模索するものである。 

 

 ５）検討経緯 

21.10.8 
 
 
21.10.21 
 
 
21.10.21 
21.11.6 
 
21.11.7 
21.11.11 
21.11.13 
 
21.11.21 
21.11.24 
 
 
 
 
 
 
 
21.12.3 
21.12.4 
 
 
 
 
21.12.7～8 
21.12.21 

「平成 21 年度観光産業のイノベーション促進事業」を活用し、温泉街の再興と

活性化をしましょうという呼びかけで、東山温泉のいくつかの事業所があつま

り、くつろぎ宿 深田智之氏から事業趣旨の説明を受ける。 

事業採択後の第 1回目の会議 

東山温泉における諸問題の検討から、低利用未使用空間の活用に値し、持続可

能な事業として託児施設を含め 5 プロジェクト程度へ絞り込む 

同上議題の会議 

実証事業期間のタイトなスケジュールとボリュームを検討し、5 プロジェクト

から 3 プロジェクトへ絞り、具体案の検討に入る。 

同上議題の会議（3 プロジェクトの流れ等を検討） 

同上議題の会議 

3 プロジェクト遂行のため、事務局を設計工房アーキフィールド 平野氏へ依

頼の方針。 

平野氏に業務委託を決定 

具体的なオペレーションでの意見交換を行う。ここで、空き店舗活用の事業場

所を旧セントラル劇場、そこでの起業を目指し、一条あずさ氏（飲食店起業者）

が参加。店舗の構想に入る。託児施設は、低利用空間として御宿東鳳の社宅を

提供頂けることが確認される。長期滞在ルームは、旅館のなかでの一体利用と

しての営業オペレーションでくつろぎ宿での検討がはじまる。その後、会津若

松市観光課のバックアップを受け、会津若松市地域振興課（2 地域居住推進）

と、ヒアリング。福島県との連絡を含め協力を頂けることとなる。 

研修視察について、託児所委託事業所について 

託児施設におけるオペレーションを経験のある事業所への委託とするため、会

津若松市市内の保育園、保育事業所へ打診。この中でベビーハウスミッキーが

協力を了承いただき、委託条件整備に入る。 

託児施設委託としての保育料等検討。アンケート実施へ 

託児施設へのアンケート実施。プロジェクト関連の企業へ 

研修視察として山形県小野川温泉へ。 

託児所事業への条件提示で施設整備への要望ヒアリング 

託児所委託へ向けて調整会議 
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21.12.21 
21.12.22 
 
21.12.24 
22.1.5 
22.1.7 
22.1.12 
22.1.16 
22.1.18  
22.1.23 
22.1.25 
 
22.1.30 
22.2.1 
22.2.3 
22.2.5 
22.2.6 
22.2.8 
22.2.10 
22.2.10～11 
22.2.12 
22.2.13 
22.2.15 
22.2.16～17 
22.2.18 

同上作業の報告。空き店舗の内容、方針を確認 

ミッキーとの打ち合わせの内容報告。具体的なオペレーション 

の決定。HP立ち上げ準備 

ミッキーとの打ち合わせの内容報告。 

年末までの進捗の確認 

空き店舗備品等調達への調査開始 

託児施設委託前の会議 

託児施設委託の会議、ミッキーとプロジェクトの初会議 

進捗状況確認会議 

設置場所の変更。御宿東鳳アパートの賃貸が困難となる 

            （施設の老朽化、耐震等の安全面から） 

託児施設をくつろぎ宿 千代滝へ変更 

ミッキーに千代滝へ施設変更の確認（現地にて） 

HP サイトオープン（http://www.onsen-project.net/index.html） 

託児施設「東山温泉 託児室」募集開始 

託児施設「東山温泉 託児室」オープン。プレスリリース 

進捗状況確認会議 

進捗状況確認会議 

進捗状況確認会議 

高湯温泉視察 

現代版「湯治長期滞在コミニュティールーム」公開 

店舗「東山カフェ」オープン 

進捗状況確認会議 

須賀川温泉視察 

報告書作成最終ミーティング 

   

６）事業フロー 

 

 

 

 

 

まとめ  １．施設整備のための関係者の考え方の整理 

    ２．ハード的な整備の範囲や方向性 

    ３．長期的な推進計画案の策定 

利害関係者の意見調

整 

利害関係者の勉強会開催と先進地

未利用空間の 

リスト作成 

活用者・利害関係者の 

意向確認 

未利用空間 

（温泉旅館や空き店舗等）の活用可能性調査 

実証事業終了後 

（次年度以降） 

実行段階への移行 

サンプルの作成 

（３つ程度） 

サンプル物件の 

抽出 
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①未利用空間（温泉旅館や空き店舗等）の活用調査 

 ・空き旅館、空き店舗等の内、所有権者等が確認できる物件と確認できない物件がある

ことから、その仕分を観光協会へ依頼→確認中 

 ・空き旅館 大型旅館 3 施設（所有権者の確認ができない） 

 ・空き店舗 8 物件 （所有権は確認できるもの 7 件 所有権は確認できるが連絡がつ

かない 1 件） 

 ・活用者・利害関係者への意向確認が取れたものが 1 物件→活用へ 

 

 ②先進地視察 

  ・12/7 小野川温泉視察 温泉街のまちあるき企画を体験、活性化について意見 

              交換。景観への試みも視察（色彩、素材、形態） 

  ・2/12 高湯温泉視察  高原の野趣あふれる温泉街と東山温泉の比較。温泉街の風 

              情をどう演出するかが課題と認識した。 

  ・2/18 須賀川温泉視察 単独旅館がある景観。単独での景観のなかで密集型の東山温

泉では、ひとつひとつの旅館、店舗のたたずまいも景観と

して重要だと認識した。 

 

③実証事業（サンプルの抽出） 

東山温泉託児所の設置 

 対象 東山温泉街の事業所 従業員の子供（福利厚生、雇用確保から） 

    東山温泉宿泊者の子供      （宿泊者のニーズ、サービス向上から） 

 ①受付・・・従業員 

各事業所より申し込みファックスを事務局に行う（前日の３時まで） 

宿泊者 

各旅館フロントへ申し込み。（利用の３時間前） 

 ②保育時間 午後２時 30 分から午後９時 30 分まで 

 ③料金・・・一日預かり 500 円（食事へ別途 300 円）従業員への福利厚生として 

       一時預かり 2 時間 1000 円、1時間延長毎 500 円 

現代版「湯治コミニュティールーム」（長期滞在ルーム） 

 ①モデルルームの設置  くつろぎ宿 新滝内 

 ②宿泊プランアンケートの実施 会津若松市地域振興課メールマガジンに掲載 

                サイト上でアンケートの収集 

飲食店の開業（空き店舗の活用） 

 ①店舗設置場所での起業者公募（早い段階で起業者が決定した。） 

 ②事業計画・・・店舗の営業内容の確認 

 ③起業サポート・店舗づくり、経営サポート 
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 ７）事業実施位置図 

 

   託児施設「東山温泉 託児室」（くつろぎ宿 千代滝内） 

   長期滞在ルーム（くつろぎ宿 新滝内）   飲食店（旧セントラル劇場跡） 

 

 

 ８）参加者（事業所）一覧 

ホテル、旅館 くつろぎ宿 深田智之（他スタッフ 6名、個人での参加） 

御宿 東鳳 川添修也（事業所代表）  

旅館 原瀧 平賀茂美（事業所代表） 

旅篭 芦名 和田美千代、南部瑞希 

ホテル 伏見荘 森田恵美子 

個人事業所 一条あずさ（飲食店起業者）office you 渡部一貴（サイト開設） 

設計工房アーキフィールド 平野洋一郎（事務局） 

行政団体 会津若松市観光課 長沢陽人 会津若松市地域振興課 秋山敏也 

福島県地域振興局 

その他の協力団体 東山温泉観光協会 会津若松市観光物産協会 会津若松酒造組合 

会津若松宅建協会  

 

託 児 室

飲食店 

長期滞在ルーム 



 179 

３.事業の結果 

 

 １）事業実績 

 

■東山温泉託児室 

託児施設におけるニーズは、事業採択前の会議の中で有能な従業員の確保、地域経

済に対する温泉街での雇用確保という経済効果の 2 点から検討された。事業採択を受

け、委託先選定とアンケートによるニーズの調査を行った。この中で、0 から 1 歳児へ

の期待が多いことがうかがえ、2から6歳児の段階では、既存の保育園や幼稚園の利用、

祖父母の協力により育児を行っている様子もみてとれた。 
アンケートは、東山温泉に適した託児施設が設置された場合のニーズと利用する児

童の年齢、預かり時間について、７事業所へ配布、5 事業所より回答あり、回答者数

18 名で次のとおり。 
 

1.利用の可能性 

回答 人数 備考

ある 9 人 50%

ない 9 人 50%

2.利用時間帯別利用人数 

昼 夕～夜 昼 夕～夜 昼 夕～夜

0～1歳児 6 3 7 3 5 3

2～6歳児 6 3 6 3 4 3

小学生低学年 1 1 1 1 1 1

合計（人） 12 7 14 7 10 7

平日 週末 休日

 

3.利用可能負担額 

 ①1 回あたりの希望利用料金 500～1000 
 ②１か月あたりの希望料金 10000～25000 
 

【アンケートから】 

既存の保育施設がすべて温泉街のサービス時間にあったものではなく、祖父母の協

力や配偶者の協力がなければ働けないということで、実態にそくした保育が必要であ

ることが想定された。温泉街の人材の確保においては、保育施設の必要性は高いとい

える。同時に地域における雇用確保の受け皿としての東山温泉の存在は大きい。子供

を預けて安心して働ける環境づくりをすることが必要であるといえる。そこで、料金

の設置を１日 500 円、食事サービス 300 円の合計 800 円で利用しやすい価格を設定し
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た。利用時間も通常の保育からの移動を考慮し、午後２時 30 分より午後９時 30 分と

旅館のサービスで一番忙しい時間帯をフォローできるようにした。利用者募集にあた

っては、東山温泉観光協会の協力のもと、東山温泉観光協会に属する全事業所へ配布、

利用を呼び掛けた。 

 

【実証事業から】 

2 月 5 日より実証事業としてくつろぎ宿 千代滝内にオープンした。報告書作成段階

では実証事業期間の短期間の営業部分で、温泉街全体への周知が足りず利用は少ない。

アンケートでのニーズからみても利用の可能性があり、プロジェクトでは予想人数を

10 名程度想定していた。アンケートをいただいた方々へのヒアリングでは、現在通わ

せている保育園との調整ができず短期間での託児へなかなか移行できない側面がある

ようだ。託児施設の継続性の可能性を、保育価格、仕事に合わせた預かり時間として

利用しやすい仕組みからアプローチしたつもりではあったが、子供を預けるうえでの

移行期間を誘発するまでには至らなかったといえる。 

実験としてタイトなスケジュールではあったが、各事業所が雇用の確保を目指し、

子育て世代への問題に取り組んだことは大きな成果であったと言える。今後は、この

事業を独立して継続できるよう移行期間のアドバンスを大きくとった取組を検討し、

実施できるよう努力したい。利

用は少なかったが、福島県など

の行政サイドやメディアの注目

は高く地域経済への波及も含め

期待のもてる事業ではあった。 

 

新聞掲載：福島民友 

施設見学：福島県会津若松振興局、

会津若松市観光課 

「東山温泉託児室」 

 

■長期滞在ルーム 

現代版「湯治コミニュティールーム」は、低利用、未使用の客室の活用を目指し、

既成の旅館の施設、サービスを活かしながら、二地域居住や田舎暮らしを意識した新

たなビジネスモデルを模索するための取組とした。モデルルームとモデルサービスプ

ランを提示することで、以下の方法により広く意見の聴取をした。 

本事業のウエブサイトにアンケートフォームを設置。会津若松市地域振興課、会津

若松商工会の協力で、二地域居住への情報登録のある方々へメールマガジンにアンケ

ートをインフォメーション、リンクからプロジェクトのウエブサイト上で回答、回収

する方法により実施した。アンケート回答数は少なかったが、サイト内へのアンケー
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ト掲載があってからのレスポンスが非常に早くあり、関心の高さがうかがえた。 

アンケートは、施設設置と長期滞在、田舎暮らしの向けた温泉街の「湯治プラン」

について以下のとおり（回答数が少ないため、主だった意見を掲載） 

 

1.湯治に対する施設利用について 

 利用したい 利用しない どちらともいえない のなかでは利用したいがほとんど 

2.利用期間 

 5 日から１週間 １週間から 10 日 10 日以上 その他 のなかでは 5 日から１週間 
3.湯治プランについて 

 湯治素泊まりプラン 湯治+田舎暮らしプラン 湯治+冬季間安心プラン 

 

このなかでは 湯湯治素泊まりプランが多く、湯治＋田舎暮らしプラン 湯治＋冬

季間安心プランをあげた方からはいかのようなコメントをいただいた（原文のまま）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケートから】 

現代版の湯治では、温泉街での小規模旅館なども新たなビジネスモデルとなりうる

可能性も探っている。アンケートでは素泊まりのニーズが高く、自炊をしながらのん

びりとした湯治をイメージされているようだ。既存の施設設備、既存のサービスを活

かしながらも、一泊二食付きという既成の営業概念から抜け出し、湯治プランを充実

させ長期利用に対応したビジネスへ

の移行が想定される。同時に、長い会

津の冬にあって湯治本来のコミュニ

ティを形成し、市内の独居老人や、療

養中の方々の安全と安心の確保にも

貢献できる可能性も模索し、今後、冬

季間の生活での地域交流の場づくり

も検討していきたいと考えている。 

「長期滞在ルーム」 

メッセージ : 以下の行事、施設などあれば週末や月の半分を過ごすとかに

良いかもしれません。私の場合は、あくまでも温泉重視ですが・・・ 

・湯治の指導 

・源泉掛け流しの風呂 

・地元料理のケータリング、料理講習会 

・自炊メニューの提示と食材の一括購入 

・期間契約農園付き貸し家屋（例；〇〇ガルテン） 
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■飲食店の開業（空き店舗活用） 

温泉街にあって、空き店舗の問題が取りざたされてもうずいぶんたとうとしている。

その間、さまざまな議論がなされ、さまざまな意見が出されたが実行されないまま現

在にいたっていた。プロジェクトでは、空き店舗の活用施設を所有者との合意のもと

で起業サポートを前提とした活用案の検討を開始した。考えうる飲食店の形態をあげ、

東山にとって必要な店舗、店舗営業のオペレーションまでが会議のなかで話し合われ

た。 

事業採択を受け、空き店舗所有者の協力を得て起業者を募ったところ、11 月の段階

で一条あずさ氏が起業の旨を聞き本事業へ参加いただいた。起業のサポートとして、

厨房器具、什器等を旅館で使っていないものからレンタルし、初期投資を抑えること。

仕入等に関してもくつろぎ宿がバックアップ体制をとりサポートすることとした。お

店のコンセプト面でも実質的な事業者である一条氏とプロジェクトとの間ですり合わ

せを行い、オペレーションにおけるアドバイス等を踏まえたうえで 2 月 13 日にオープ

ンすることができた。 

店舗形態はプロジェクトからは当初ラーメン店をとの要望が強かったが、東山温泉

で名物の水羊羹店の娘さんである一条氏から、お客様から「店頭販売だけでなくお茶

できるところは」との要望が多いことから、カフェとしたいとの申し出に応じて「東

山カフェ」とした。販売商品も水羊羹をベースにしたスイーツ＋ドリンクセットでワ

ンコイン 500 円とした。 

現在までの状況では、あまり営業実績はあがっていない。これは、営業準備だけで

時間がとられきちんとした周知、告知ができなかったことが大きく影響している。し

かし、店舗利用者は、観光客より地元住民が多く、地元での関心の高さがうかがえる。

地元での飲食店舗の必要性を重視する人たちがこの若き起業家を応援していることは

住民意識への変化をもたらしたといえよう。時期的にもまだ雪が残り、観光客の入込

の少ない２月での実証事業のため、観光客の反応もあまりない状況である。地元の人々

の利用は、経験の少ない一条氏にとって、ちょうどよい練習期間にもなっているよう

で、今後の展開に期待したい。 

地元での反響をみると、やはりあ

らたな店舗に関する関心が高く、チ

ャンスがあれば出店したいという

本音（既成の商店営業がなりたたな

い状況であること）の部分も見えて

きた。いままで、飲食業に興味のな

かった人々でさえ何かやってみよ

うかと考えられるようになっただ

けでも進歩である。店舗そのものの

成功より、閉塞感のある地元住民の
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なかに希望の光がさし、活性化への道が開けたことに関しては一定の効果があったと

いえる。 

今後も、起業サポートが可能なプログラムを設定することで、温泉街に新たな店舗

（飲食店、物販店）ができるよう進みたい。 

 

２）自己評価および主な成果 

今回の取組においては、タイトなタイムスケジュールのなかで準備期間が十分確保

されなかったことが事業の実施の遅れにつながった。託児施設の利用における想定人

数が予想より下回ったのも、委託事業所の選定や条件整備、なによりも受益者となり

うる従業員への周知が徹底せず、事業の有意性が理解されなかったことが残念である。

しかし、理解をいただきご利用いただいた方の感想は、緊急の場合で職場に近い場所

に子供を預けられたことの満足度に対して非常にいい感触を得ている。事業所側から

も取り組むべき問題と認識されたことに一定の効果が期待できると考えている。行政

やメディアの関心も高く、取組を続けていく価値がある事業といえる。 

長期滞在のニーズは確実にあり、これを引き込むプログラム、仕組みをブラッシュ

アップし、二地域居住、地域交流をもみこした取組となるよう行政を含めた各種団体

との提携が模索できたことは、今後の展開において一定の方向性が確認できたといえ

る。今後、関係団体等の連携の中でニーズの拾い出しのなかで、東山温泉全体として

の取組に発展できるよう努力したい。 

空き店舗活用における新店舗の展開（地元住民である一条氏が出店したこと）が地

元住民にとって、大きな刺激となったことは確実である。どこかであきらめていた人々

に希望の光を照らせたことは思わぬ収穫であった。今後、起業サポートのプログラム

（事例）をブラッシュアップし、東山における空き店舗活用の事業を拡充していける

よう努力したい。 

 

３）主な反省点および課題 

 【反省点】 

  ・準備期間の対応  

プロジェクトの実質的な部分（設置場所、改装の仕方、備品確保等）で時間がか

かり周知やプロモーションの時間がとれなかった。 

  ・プロジェクトごとのコンセプトの徹底 

各プロジェクトの持つコンセプトの共通認識が足りず、プレスリリースや、周知

の段階で、それぞれの考え方に微妙なずれが確認された。時間的な制約のなかでお

互いの認識の確認が不十分だった点があげられる。 

 【問題点】 

  ・託児施設 

施設利用者の対象である従業員の利便だけでなく、事業所単位の取り組となるよ
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う活動すべきで職場としての事業所が福利厚生や雇用確保から検討すべき事項が検

討されないままであった。東山温泉街全体の利便として各事業所が取り組むことで

事業継続の可能性が期待できるといえる。 

  ・現代版「湯治コミニティールーム」（長期滞在ルーム） 

事業的にはまだ入り口の段階であり、今後多くの問題が考えられる。さしあたっ

ては、湯治にたいするプランづくり、ソフトづくりが必要であり、二地域居住も見

据えたかたちで行政、各種団体を含めたさまざまな検討が重要だといえる。 

  ・空き店舗活用 

空き店舗活用の面のノウハウは模索できた。今後は、東山におけるニーズから起

業サポートのプログラムをどのように設定していくかが課題となる。 

 

４）今後の展開 

反省点や課題を受けて、プロジェクトの展開における中長期的なビジョンを形成し、

同時に即効性のある取組ができるような事業の継続を考えなければならない。具体的

には、未利用空間の活用へ向けた行政（行政支援や法的整備）、民間のファンド（資金

面での協力）、地域住民（住民意識の改新）、各種関係団体との連携を図る協議会の設

立などが考えられる。 

託児施設は、地方における観光産業は雇用の受け皿であり、安定した雇用確保を目

指す事例として、行政やメディアからも注目された。この取組がサービスの向上、観

光地としての知名度の向上へとつながり、今後、東山温泉にとっては重要な位置付け

となりうる可能性が否定できない。東山温泉で安心して働けることについて各事業所

の真摯な取り組みに期待したい。 

長期滞在ルームは、今後のニーズにおいて湯治コミュニティ形成への布石をさまざ

まな形で打ち出していく。地域連携のなかで二地域居住、田舎暮らしにも対応できる

プログラムを作成し、実行していく。 

空き店舗活用のプログラムを、単独の店舗ばかりでなく、未利用の施設の一部を利

用した路面店、インショップ型の店舗（旅館の中、テナントミックス）へも広げ、起

業サポートを充実させる。資金面でもファンド的なサポートも模索したい。 

  

【長期的な展望】 

   現時点で提案書にあげた 3点について 

①施設整備のための関係者の考え方の整理 

「できるところから」をキーワードとしてまずは取り組もうという意識は確立でき

た。今後は、行政、諸団体、住民への働きかけも続けながら、「できるところ」をどの

ようにして、どうやって整備するのかという考え方をいくつかパターン化し、整理し

ていきたい。パターン化することで施設整備を迅速にすすめられるような環境づくり

を進める。 
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②ハード的な整備の範囲や方向性 

ハード的な整備の範囲は、外観の整備と内部の整備がある。その他空地の整備や道、

川、渓谷の風景もその中では考えられる。ハードとしては、できるだけ投資を抑えて、

即効性のある整備を目指すことで方向性を検討する。 

 

③長期的な推進計画の策定 

長期的な推進計画の策定においては、関係諸団体、行政などとの調整も必要になる。

これらの連携を図るのには時間が必要であり、「できるところから」は進めながら、連

携を深めていく。また、民間主体での推進を目指し、東山温泉街を構成する各団体（商

店会、芸妓組合、マッサージ組合等）、民間のファンドや提携企業で、街づくりに参加

いただける出資企業との連携も視野にいれ活動していく。東山温泉には、歴史と文化

が色濃く残っており、そういった無形のものへも目を向けた活動としていきたい。 
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