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香川大学ビジネススクールシンポジウム２０１５ 

ゲストハウスについて香大ＭＢＡ学生が考えてみた。 
むずかしくいうと、、、～観光客の嗜好の変化と、小規模宿泊施設の可能性について～ 

日時：平成２７年９月１２日（土）１３：００～１５：３５ 

場所：栗林公園 商工奨励館 北館ホール 

主催：香川大学大学院地域マネジメント研究科 

内容： 

○進行：１２期生 いちりゅうしんたろう 

13:02～13:07 挨拶 香川大学大学院地域マネジメント研究科長 原真志            

・１２年前、２００４年に地域活性化に貢献する人材育成、研

究するものとして発足。 

・国を挙げて地方創生を取り上げているが、本会は１１年前か

ら取り組んでいるパイオニア。 

・井原先生にも参加いただいている。 

・観光とゲストハウスにスポットライト。世界からの注目も高

まっており、それをとらまえるうえで、「観光」「ゲストハウ

ス」は意義深い。 

・私自身、ゲストハウスの役を担っているのは、アパートを借

りるポータルサイト。ロスなどの宿泊の際に利用しました。 

・自宅やアパートを借りる際に、現地の人と交流できる。バン

クーバーに住んでいる住人やその彼女と話をすることができる。現地の人と深いつながりがで

きる宿泊できる場所、新たな観光の場所と実感している。 

・新しい観光のあり方、地域活性化について、議論していける。 

・本シンポジウムは、１年生が運営していることが特徴。テーマの選定から、準備、調整、本日

の設営まで、主体的に取り組んでいることが特徴。是非楽しんでください。 

 

13:07～14:06 ＰＡＲＴ１ 学生研究発表会  発表：１２期生                

○発表者：佐藤勇人、いしはらみほ、しんどうつよし、よしだたかし、ふじけけんた、おがさわら

よしこ、いでみずひろかず 以上７名 

・ゲストハウスを利用する観光客は何を求めているのか。 

 

○ゲストハウスとはどのようなものでしょうか 

・個人向けの小規模な宿泊施設。費用が安いだけではなく、交流ができる新しいスタイル。 

・そらうみ ＴＥＮ ｔｏ ＳＥＮ  

 

○フロアの参加者に向けて問いかけ 参加者１００名程度で 

・泊まったことがある：１０人程度 

・名前は聞いたことがある：１０人程度 

・ゲストハウスが地域活性化に大きく影響する、そんな存在に居なるのでは。 
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○背景 

・少子高齢化、地域経済は大きな変革。地方創生総合戦略では、地方への新しい人の流れを作る

として、観光交流人口の増加が大きな意味を持つ。 

・訪日外国人はこの１０年で約２倍に増加。国内観光旅行は減少傾向。 

・ホテルや旅館は減少基調、簡易宿所は増加。特に、香川の簡易宿所の増加は全国よりも多い。 

・香川県の２６１カ所の簡易宿所、２００６年以降に許可を受けたものの増加が特に多い。瀬戸

内国際芸術祭の影響が大きいだろう。 

 

○ゲストハウスとは → 旅館業法の分類では簡易宿所に該当 

・ホテル：様式の構造・施設を主とする施設。 

 旅館：和式の構造・設備を主とする施設。 

 簡易宿所：宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設。 

 下宿：１ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させるための施設。 

 

・県の許可、消防法などの施設用件などを満足する必要がある。 

 

○簡易宿所にもいろいろな形態が 

・ゲストハウス、ユースホステル、民宿・ペンション、カプセルホテル 

・ゲストハウス：食事の提供が無く、お風呂やキッチンが共用、事業者が独自運営 

 

○ゲストハウスの特徴 

・価格の安さ：一泊３，０００円前後で宿泊可能 

・きめ細やかなサービス：オーナー自身が接客対応 

・建物は独自性・デザイン性：オーナー色に染まった施設、こだわりの施設 

・共有スペース：宿泊者同士の交流 

・旅のコンシェルジュ：オーナーや同じ宿泊者から情報を得て得いる 

 

○ゲストハウスオーナーインタビュー 

・高松市内のゲストハウスで調査 ５カ所 

・オーナー自身が旅行好きで、自分の経験を活かしたくてゲストハウスを開設。 

・若葉屋：家族連れもｏｋ フランス語もｏｋ コンセプトは「オーナー自身が泊まりたくなる

宿」 

・そらうみ：Ｉターン 僧侶の資格 くつろぎ少しやすい宿 

・ＴＥＮ ｔｏ ＳＥＮ：Ｉターン おしゃれで女性向きの宿 「女性が一人で安心して住める宿」

として開業 アート、グルメ、場所のあるところ 非日常、くつろぐカフェのあるところ 

・Ｋｉｎｃｏ：Ｉターン 旅行好きで、自分のやりたいことを実現するために開設。金庫のよう

に大切な者や人が集まるところ 

 

○オーナーインタビュー 調査結果 
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・認知度が低く、もっと知って欲しい。出張でインターネットで予約し、ゲストハウスに泊まっ

てしまったとか、ミスマッチがある。 

・ゲストハウスでの人との交流が魅力 

・閑散期にも来て欲しい。 

・香川県在住の人の宿泊利用も歓迎 

・外国人旅行者が増加している 

 

○宿泊者にアンケート調査 

・高松市内の５カ所のゲストハウスの宿泊者、香川大学ＭＢＡ１２期生とその他家族、友人 

・宿泊者６７名、１２期生ほかから４４名 

・２／３が国内、関東、近畿が大部分を占める。 

・海外ではヨーロッパ（フランスが多い）、東アジアが大半を占める。 

・団体旅行が多い東アジアの方の宿泊が少なかったのでは。 

・宿泊日数は、１週間～１ヶ月と長い。夏休みの調査だったことが影響か。 

・施設を選ぶ際に重視することは、宿泊価格、立地条件、清潔さ 

 施設内での体験への期待に大きな差がある。 

・ゲストハウスを５回以上利用している人が多く、繰り返しゲストハウスを利用する傾向があ

る。 

・宿泊施設選択の際に比較検討した施設では、他のゲストハウスと答える人が多い。 

・人に勧めたい、また宿泊したいとの意見が多い。 

 

○ゲストハウス未体験の大学院生が宿泊体験してきました 

・そらうみ 香川生まれの香川育ちですが、うどんづくりは初めての体験 

・初対面の方と共同作業をすることで仲良くなれる。 

・オーナーさんとの会話も楽しく、３人の距離が縮まった。 

・ゲストハウスは人と人の距離を近づける魔法を持っている。 

 

○出会い 

・ｋｉｎｃｏ 食事中も、今日のシンポのことで煮詰まっていたところ、オーナーさんがほかの

お客さん（長野から来た人）を紹介してくれた。 

・ゲストハウスは交流の場であり、オーナーが人と人をつなぐことで交流の「質」を高めている。 

 

○まとめ 

・オーナー：ゲストハウスをもっと知って欲しい、閑散期にももっと来て欲しい。人との交流が

魅力的な場所、地域住民にも来て欲しい。 

・宿泊者：人との交流を求めている、情報発信のポテンシャルを持っている。 

 

○一通の手紙 

・横浜から来ている２３歳女性、東京からきている学生とゲストハウスで一緒になった。 
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・食事を提供していないので、外食に。「骨付き鳥」を食べさせてあげたく予約しようとしたが

お盆の時期で満員だったり休業だったり。 → 自分たちはもっと観光のことを知っていない

といけない。 

・お雑煮、半煮えの豆腐を食べるとおなかを壊す などの話を・・・ 

 

・手紙には、何をすべきかのヒントがかかれていた。 

・地元の方の生の声が聞けて良かった。 

・徳島に行く予定だった翌日以降 骨付き鳥を食べ、うどんを食べ、醤油豆を買い 香川の良い

ところを書いてくれていた。徳島に行く予定を香川滞在を１泊追加してくれた。 

 

・私たちは、短期旅行のため、いつどこで何をするかを計画して旅行に行く。 

・ゲストハウスに泊まる人は長期旅行 

・私たちが持っている地元の情報は貴重 → 香川のことをもっと知らないといけない 

 

○提案 

・ゲストハウスにもう一つの要素を 

・「地域住民コンシェルジュ制度」 

・バーチャルコミュニケーション  オーナーが情報発信、宿泊者が着地情報を発信 

 

○期待されるメリット 

・地域住民 

・ゲストハウス  読書会、ヨガ教室など 

・宿泊者 

 

・観光は地域の総力が必要 

・観光には外部の目線が必要 

 

13:57～14:06 意見交換             シンポ会場となった栗林公園 商工奨励館 

 

高松で建築設計をしている男性①Ｑ：オーナーへのアンケート調査で、ゲストハウスを新たに開設

するために、最もハードルとなったことは？ 

Ａ：１００m２の壁 用途変更が必要となるので、規模が限られている。 

Ｑ：新築、リノベーション？ 

Ａ：リノベーションの際に１００m２の制限があったと。 

 

男性②Ｑ：先ほどの質問でも「用途変更」といった法的な手続きの話しがあった。「お客様に食事を

提供する場合の台所は家族の台所と分離しなければならない」とか、「屋外で料理をして提供す

る場合、料理をする場にはテントであっても良いので屋根が必要」とか、「食品の塩分濃度の違

いで漬け物と塩からに分類され、衛生面の基準が変わる」とか、先ほど「消防法」の規定の話
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しもあった。このような、様々な基準に合致しなければならないこと、様々な届け出が必要な

ことなど、法律面のことを指導してくれる人、機関などがあったのか。 

Ａ：そのことは、オーナーさんからのヒアリングの中で確認できていない。 

 

男性③Ｑ：近い将来ゲストハウスをオープンしたいと思っている人は？ 自分もゲストハウスをや

りたいと思っているので、競合相手がどれほどいるものか。 

Ａ：フロアから７名の挙手（高松市内４人、東讃 人、西讃 人） 

 

Ｑ：地域の方を巻き込ませる工夫、安く泊まれるとか以外にイベントとか、お考えがあれば。 

Ａ：我々も提案するにあたって困ったところです。次のパネリストの方々からアイディアをいただ

けたら。 

 

14:06～14:20 休憩 

 

14:20～15:29 ＰＡＲＴ２ パネルディスカッション                     

○ゴール：ゲストハウスが地域活性化の「場」となるための提言をいただきます。 

 

坂口：カメラマン、ライター、クリエイター 

若宮：ゲストハウス「若葉屋」のオーナー 青年海外協力隊の経験あり 

小林：ゲストハウス「Kinco」の店主 開業にいたる経緯、エピソードを 

後藤：香川県庁職員。ライフワークとして地域づくり、観光戦略から 

真鍋：ことでん代表取締役社長 ゲストハウス、観光、様々な知見を持っている 

 

坂口：瀬戸内暮らし、四国食べる通信 食材がついてくる雑誌をやっている。シルバーウィークに、

「まち歩き演劇」 地域の人たちと、外からきたアーティスト、宿を運営する人が交流する、

着地型観光。若葉屋がどんなふうに立ち上がったか紹介を。 

 

若宮：ゲストハウス「若葉屋」のオーナー 

・私と私の妻が、自分たちが泊まりたい宿を作った（新築）。 

・２４時間帰れるように電子ロック、自炊ができるようにミニキッチン、子供も使えるように割

れない食器、・・・ 

・泊まりたい宿 キャンセル料をとらない、クレジットカードが使える、チェックイン事務を簡

略に 

 

小林：ゲストハウス「Kinco」の店主 

・高松金庫が使っていた建物をリノベーションして使用。 

・憩えるラウンジ Wifiも使える。 

・２階は宿泊ゾーン 小屋型の空間を１０棟、２０名泊まれる。ミニキッチン完備。 

・いろいろな宿を参考にし、アメリカ、ポートランドのエースホテルを参考にした。 
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・エースホテルのロビー 宿泊者だけでなく、地元の方も集まり、おしゃべりしている空間。 

・高松で、地元の方と集える空間を作りたくて Kincoを作りました。 

 

後藤：香川県職員 

・詫間町出身で、Ｈ１３年に県庁に入り、２００６年にまちづくり散歩、芸術祭の力が大きいと

感じた。台湾に２５回行った。妻は後藤塗りの頭首。 

・観光地域づくりマネージャー 人脈とフットワークの軽さを期待されている。 

・香川大学大学院地域マネジメント研究科１期生 

 

真鍋：ことでん代表取締役社長 

・ことでんは観光に関係ないと思われているのか・・・  ことでんも観光にがんばっている。 

・海外に行くと、バスはハードルが高く、タクシーは料金が高く、鉄道に乗ることが多い。 

・外国人への接遇 会話は難しいので、絵を指差して伝えられるように取り組んでいる。 

・駅でギネスビールを飲める。 

・「高松新発見の旅」 英語版、中国語版を発行したい。 

・ストリートビュー、話題づくりのポスター 

・ゴルフ場 数割が台湾のお客様 誰をお客様としてターゲットにしていくのか、増えていく観

光客を意識しながら。 

 

坂口：１０月オープンの「瓦町ビュー」には、地域住民と交流できるスペースがある。１２７カ国

からアクセスがある観光。「良い宿はないか」と聞かれて答えられなかったが、良いゲストハ

ウスが出てきた。ゲストハウスをやりたいという方など、質問してください。 

 

坂口：１００m2の壁があるので、１泊３０００円でそんなに儲かるものではないと思うが、ゲスト

ハウスをやっていて良かった、醍醐味など。 

 

若宮：持ち家なので家賃の支払いはない。人を雇っていないので人件費がない。人が泊まらなけれ

ば光熱費も増えない、共働きなので妻の収益がある。醍醐味は、普段、自宅で子供を風呂に入

れたり事務作業をしたり、そんな仕事の仕方はなかなか無い。自宅の中に、台湾や外国人がや

ってくるところがおもしろい。 

 

小林：醍醐味、宿泊者がまた戻ってきてくれることが醍醐味。社交的ではない自分がゲストハウス

をしており、お客さん同士がお話をしてもらうのが良いと思っていた。長野から貝瀬さんがわ

ざわざ今日も会場に来てくれたことが醍醐味。 

 

貝瀬：まちづくりを見ていく旅で、ゲストハウスでチラシを見ていたところに、香川大学の学生さ

んが入ってきた。空き店舗の活用やまちづくりへの興味があり、Kinco の雰囲気と学生さんの

意気込みが良かった。 

 



H27.9.12 香川大学ビジネススクールシンポジウム２０１５ 

 - 7 - 

坂口：いろいろな人が日々出会っている場所。外国人のお客様に違いがあるようですが。 

 

若宮：外国人が３割、一番はフランス人。フランス人は一人旅。次は台湾、韓国。外国人は家族旅

行でくる。忍者にあこがれてきたアルゼンチン人。booking.comで予約してくる。 

 

小林：booking.com などを見て、台湾、香港、オーストラリア、アメリカ、オーストリア、スイス

など。デザインとか設計建築とか、デザインを勉強している学生さん、丹下さんの作品や直島

を好む人が、うちのホームページを見てくる。 

 

坂口：若宮さんと Kincoは立地は近いのに、お客さんを取り合うような関係なのに・・・ 

 

小林：Kincoの開業に当たって若宮さんに質問をメールで相談しまくった。 

 

坂口：行政のハードル、ここを低くしてくれればいいというところは？ 

 

若宮：あまり困っていない。新築は、法律にあわせてデザインすればいいので困らない。 

 

小林：古い建物をリノベーションする際には、よくよく注意されたらいい。築５０年ぐらいの物件

で、用途を変更する際に手続きが煩雑。安全面の点検などテクニカルなことが多く、「用途変

更」は大きな壁。１００m2以内で宿泊をするのであれば、用途変更なく開設できる。それ以上

でやろうとすると「用途変更」とかコストがかかる。 

 

坂口：ゲストハウスにラウンジがあるので、地元の方も気軽に来てください。 

 

坂口：「瀬戸内アート観光圏」 この地域はおもしろいぞというところは。 

 

後藤：観光圏 少なくとも２泊３日の長期滞在ができる圏域を作ろうとするもの。瀬戸内国際芸術

祭２０１３年の時に、お風呂がアート。ホストの方のキャラクターが大事と思った。提案のバ

ーチャルの部分を出せればいいなぁ。県のゲストハウスはやっていない。数字で出すとゲスト

ハウスの宿泊客数は小さいので、県ではやれない。県が動くときは観光協会で、旅館さんがい

るので・・・ 地域の総合力、ポテンシャルはあると思う。 

 

坂口：Kincoは横展開をしていると聞いているが。 

 

真鍋：東京オリンピック、瀬戸内国際芸術祭を一つの目標として、「わざわざ四国に来る」という

のは、どういうことなのかを感じ、提案できているかというとできていない。どこで何を食べ、

どこでどんな人と会い、どんな体験をするか、 

 

坂口：外国人対応は 
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真鍋：料金やマップ、近くの宿は外国人に伝えられるように、今年のうちにしたい。 

 

坂口：多言語化ではなく無言語化に。いくら作っても他言語では追いつかない部分を、画像で伝え

るとか。 

 

真鍋：鉄道なんて無言語の最たるもの。東京で「赤い線」について行けば丸の内線に行けるとか。 

 

坂口：瓦町フラッグ 交流の視点は。 

 

真鍋：百貨店 パソコンでワンクリックで商品が翌日に届く時間に、「消費ではない時間の使い方」

を提案していく必要があり、それは観光客、外国人も求めるもの。屋上は公園にし、お金を払

わなくても休憩できる場所、たまれる場所、滞在型の場所にしていきたい。海外では駅員は信

用できる人との意識があり、頼られる。 

 

坂口：電車の中に自転車を入れることを志度線でやっていますが。 

 

真鍋：７月から始めたのですが、外国人の利用もチラホラ。八栗駅でのレンタサイクルの利用もで

ている。高松市のレンタサイクルと琴電のレンタサイクル、など、テーマごとにつないでいく

メディアが必要。 

 

坂口：泊まることのプラットホーム 学生さんから、提案にあったようなことが必要。 

 

15:11～15:29 意見交換  

高松で設計の仕事をしている男性Ｑ：今後、ゲストハウスが増える見込みがあるだろうが、今後、

この場所にあればという場所があれば。 

 

若宮：直島、手島はあるが、小豆島には無い。小豆島は高松から日帰りでは遠い。自転車やバイク

で今治方面へ行く人は、善通寺にゲストハウスが２軒あるが、その先が無い。観光資源がある

というわけではないが、通り道になっているので、そのような場所にも欲しい。 

 

坂口：ゲストハウスのオーナーはお客さんのニーズを毎日聞いているが、それが行政などに伝わっ

ていない。これをつなぐプラットホームが欲しい。 

 

後藤：島に泊まりたい人が多い。恒常的に年間を通してお客さんが来るというわけではないので難

しいが。高松市内でも宿が不足している。 

 

真鍋：外国人からよく「この電車、鬼無行きますか？」と聞かれる。盆栽を見に行く。お客さんの

ニーズがあるから宿を作るより、宿がニーズになるような。 
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坂口：小さなゲストハウスに外国から多くの人が来る。そこでしか体験できないこと、「何もない

ことを体験」しにくる。岡山県に「真鍋島」 過疎地に外国人が来ている。 

 

女性Ｑ：セキュリティはどうなっているか。 

 

若宮：２３時までは鍵が開いている。ゲストハウス側に人がいるかどうかは、壁で仕切られている

が、自宅側から感じられる。小さい鍵付きのロッカー、荷物預かりがある。 

 

小林：宿泊者があるときには「宿直」を置いている。 

 

さぬき市でデザイン会社 女性Ｑ：滞在日数をのばすには、郊外に足を延ばしてもらうことかと思

う。東讃への外部から期待するところは。新築とリノベーション、空き家を使っての比率が高

いと思うが、県での対応など、行政への希望でもいいので。 

 

坂口：  、  、いさむのぐち、牟礼の湾から直島へ行く。手袋の産業や引田のお醤油、おもし

ろい素材があると思っている。 

 

後藤：空き家対策はまだまだこれから。東讃は瀬戸内国際芸術祭に入っていないので、目が向いて

いないのかな。 

 

真鍋：ドルフィンセンター、ことちゃん イルカの扱い 

 

香川大学経済学部２年生Ｑ：ゲストハウスや琴電は、また来ようと思ってもらえるもの。そう思っ

てもらえるようなスペースとは。 

 

真鍋：ハード的な施設は思いつかない。機能として、いろいろな言語、いろいろな宗教、イスラム

人はどこに食べに行ったらいいかなど、しっかりとしたガイド機能が必要。香川はメジャーな

観光地ではないので、テーマに従ってきめ細やかな提案ができる人が必要。 

 

後藤：夜の観光案内所が必要。コンシェルジュ機能が必要。 

 

坂口：お店は１０時からしか開いていないとか、早く閉まるとか・・・ 

 

15:29～15:31 閉会挨拶 香川大学大学院マネジメント研究科 12期生 40名を代表し 二ノ宮敬治  

・１１期続いたシンポジウム、例年基調講演をもうけているが、現場でリアルタイムにがんばっ

ている人の話を聞こう、４０人の調査研究発表をしようと決めた。 

・「ゲストハウス」 行政も組合があり取り組みにくい。学生は様々な分野の社会人や学生が混

じり、クロスオーバーな集団。そういう人たちだからこそ取り組めるだろうとがんばった。 

・来年も、次の学年によるシンポがあるだろうと思いますのでよろしく。 
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・どうもありがとうございました。 

 

15:31～15:35 閉会挨拶 香川大学大学院地域マネジメント研究科 教授 村山卓        

・参加いただいた方々それぞれに、感じれるところが多かったのでは。 

・「ゲストハウスをテーマにする」というところから学生が決めた。ゲストハウスをテーマにし

たことがおもしろかったかな。 

・外国人がここ最近で３倍増。多様性を持った宿泊施設は大事になってくる。着地型観光になる

地、新しい視点だったかな。 

・何か残る形で、みなさんのなかでも活かしていただきたい。 

 

－ 以上 － 

 


