
 

1 

 

 

旧櫻井邸貸付利活用事業者の公募に向けたサウンディング型市場調査 

 対話結果の公表について 

  

令和４年７月２９日  

美濃加茂市市民協働部まちづくり課   

 

１．対話実施の経緯  

伝統的な建築や意匠が多く残る旧櫻井邸は、大正５年から８年にかけて肥料米販売店兼住居として建

築され、時代の変化に伴い、地域社会の中で様々な役割を担ってきました。平成２９年に市が寄贈を受

けてからは、市が維持・管理を行い、令和３年度には傾いていた付属屋である蔵と主屋の一部を改修し、

里山地域の資源活用や地域活性化の観点からワークショップやイベント等での活用を行ってまいりまし

た。令和５年度から旧櫻井邸を活用し、里山の玄関口として美濃加茂市や加茂郡を始めとした里山地域

の資源の活用を通した地域の活性化に取り組んでいただける事業者の公募を検討しております。 

この調査は、旧櫻井邸貸付利活用事業者の公募に向けて、民間事業者の皆様との対話により、公募の

条件設定に活かすことを目的として、実施したものです。 

なお、本対話への応募の有無は、事業者公募における審査の採点には一切影響しません。 

 

２．対象用地・施設の概要  

名  称 旧櫻井邸 

所 在 地 岐阜県美濃加茂市伊深町 592 

土地・延床面積 敷地面積：1,278.15㎡ 建物面積：477.144㎡ 

既存建物の概要 構造     ：①主屋  木造瓦葺 

      ②蔵   土蔵造り 

      ③浴室  土蔵造り 

      ④旧便所 木造瓦葺 

階数     ：①主屋  ２階 

      ②蔵   ２階 

      ③浴室  １階 

      ④旧便所 １階 

建築面積  ：①主屋  279.633㎡ 

      ②蔵   73.17㎡ 

      ③浴室  12.576㎡ 

      ④旧便所 8.89㎡ 

延床面積  ：①主屋  396.746㎡（１階 258.936㎡／２階 137.810㎡） 

      ②蔵   60.30㎡（１階 47.06㎡／２階 13.24㎡） 

      ③浴室  11.208㎡ 

      ④旧便所 8.89㎡ 

竣工年度  ：大正５～８年 
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付帯設備  ：駐車場２３台（８４７㎡） 

修繕履歴 ： 以下の表を参照 

工事実施年月 

（新しい順） 

 

内容 

令和 4年 3月 蔵、主屋一部改修 

令和 3年 2月 主屋屋根・樋修繕工事（破損瓦の差し替え・ズレの

補修、樋の一部付け替え） 

令和 2年 10月 上下水道管の布設 

令和 2年 9月 主屋屋根及び雨樋の破損個所の修繕 

令和 2年 3月 駐車場整備工事（ロープ張り、砂利敷き） 
 

 

都市計画等による制限 景観計画重点区域 

現況 市が維持・管理を行っており、地域材の活用や古民家活用に係るワークシ

ョップなどを不定期に実施している。 

 

３．対話のスケジュール  

実施日・期限等 項 目 

令和４年６月３日（金） 実施要領を公表 

令和４年６月２１日（火） 現地見学会・事前説明会への参加申込の締切 

令和４年６月２７日（月）又は２９日（水） 現地見学会・事前説明会の開催 

令和４年７月４日（月） 個別対話（サウンディング）への参加申込の締切 

令和４年７月５日（火）まで 個別対話（サウンディング）実施日時及び場所の連絡 

令和４年７月１３日（水）又は７月１５日（金） 個別対話（サウンディング）の実施 

令和４年７月２９日（金） 調査結果の概要を公表 

 

４．対話の参加者  

（１）説明会参加者   参加申し込みがなかったため、実施しませんでした。  

（２）個別対話参加者  ７者  

 

５．対話結果の概要  

対話の対象項目 対話概要 

事業参画の意向に

ついて 

事業参画の意向はあるが、特に修繕面の費用負担による条件次第であるというご

意見を多数いただきました。 

 

・建物の修繕状況、整備状況など条件が整えば参画の意向はある。 

・参画の意向はある。ただし、市がどこまで修繕してくれるかによる。 

・建物の修繕及び維持管理を市に負担してもらえれば参画の可能性はある。 

・単独では難しい。他事業者との連携であれば参画の可能性はある。 

・条件によっては参画の意向はある。 
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事業の内容に関す

る提案 

 

里山資源を活かした事業提案を多数いただきました。 

 

【宿泊施設としての活用】 

・里山アクティビティを体験しながら滞在できる古民家ホテルとして活用する。 

・宿泊施設として活用する。 

・1日 1組限定、1棟貸切制の里山文化を体験できる古民家宿として活用する。 

 

【里山アクティビティ体験施設としての活用】 

・アクティビティスペースとアクティビティ会社のシェアオフィスを備えた里

山アクティビティの拠点として活用する。 

・周辺の山を活用してクライミングやボルダリングを体験できる、リバーポート

パーク美濃加茂の山版アクティビティ施設として活用する。 

 

【農業体験施設としての活用】 

・ハーブ、野菜の貸し農園と採れたハーブや野菜を活用した食の体験事業、アロ

マテラピーを掛け合わせた施設として活用する。主屋は休憩場所や農作業物品

置き場、交流スペース、講座実施スペースとしても使用し、遠方からの来客も

見込んでいる。 

・農業体験ができる、自然と合体させたレンタルスペースとして活用する。 

・社員の福利厚生施設として活用する。農業や田植えを体験し、自然と触れ合う

ことで心身ともにリフレッシュできる施設とする。 

 

【ものづくり施設としての活用】 

・会員制のシェア工房として使用する。 

・地域の木材を集めて、その木材を使って地域住民がものづくりができる木材の

拠点として活用する。 

・木材の保管と販売場所として活用する。地域材を活用できるネットワークを作

り、木材のシェアができるようにする。 

・クラフト工房として活用する。ものづくりが何でもできる、常設のものづくり

パーク、キッザニアのようなイメージ。 

・ものづくりワークショップを定期的に実施する場として活用する。既にものづ

くりワークショップを実施している健康の森との差別化を図るために、単価が

高いハイレベルな講座を中心に展開する。 

・里山資源の活用をテーマにクリエイターが集まる複合型シェア工房として活

用する。 

 

【飲食店としての活用】 

・ジェラート店として活用する。 

・里山資源を活用した茶屋、酒造、直売所などを備えた里山の駅（道の駅）とし

て活用する。 

 

【その他里山資源活用施設としての活用】 

・ジビエ加工施設として活用する。 

 

事業実施に必要な

建物の修繕とその

費用負担について 

耐震構造、電気、屋根、水回りなど最低限の部分は、危険がなく、事業が開始で 

きる状態まで市の負担で修繕してほしいというご意見を多数いただきました。 

 

【建物全体について】 

・建物自体に欠陥がない状態で貸してほしい。 

・シロアリ調査をしてほしい。 

・市の負担でスケルトン状態にしてほしい。 

・躯体、老朽化が進んでいる箇所は市の負担で修繕してほしい。 
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・清掃、障子の貼り替え、襖や畳の入れ替えなど最低限は市の負担で実施してほ 

しい。 

・残っている家具類、不要なものは撤去してほしい。 

・事業者が事業内容に合わせて改修する前段階の状態（例えば、調理をしたい場 

合は厨房設備をすぐに設置できる状態）には予め修繕してほしい。事業者の実

施内容によって、どの部分をどの程度修繕するか内容は変わってくる。 

 

【耐震について】 

・伝統的な計算方法である限界耐力計算を使用すれば、改修費用も安く抑えら 

れ、建物の既存を残しながら耐震補強することが可能であると考える。 

・耐震については、事業者がどう使うかによって間仕切る壁が異なるので、事業 

者が決まってから修繕するほうがよい。 

・耐震基準は満たすよう修繕してほしい。地震が来た時に崩れる危険があるよう

な状態では事業者としては入ることは難しい。 

 

【電気について】 

・電気工事は必須である。現在の配線は古く、漏電により火事になる危険性があ

る。古民家ではよくあることなので、現在の状態のまま事業者が使用するのは

危険である。 

 

【屋根について】 

・雨漏りがある部分は修繕してほしい。 

・老朽化が激しいのであれば葺き替えてほしい。 

 

【水回りについて】 

・農作業や調理を行うためには、キッチンなど水回りの修繕は必須である。金額 

も大きく事業者負担は厳しいため、できれば市で負担してほしい。事業者で負 

担しなければならない場合は、利用できる補助金を探す必要がある。 

・宿泊施設として活用する場合、お風呂、トイレ、キッチン等の水回りは、設備 

を入れる前段階まで市の負担で修繕してほしい。 

・古民家宿として活用するための最低限の設備は市の負担で修繕してほしい。 

 

【庭について】 

・庭の整備、木の剪定など、維持は事業者だとしても入る前にある程度綺麗にし 

ておいてほしい。 

 

【その他】 

・市が修繕費用をどの程度確保できるのか、その費用でどの程度まで直せるのか 

が見えないと判断が難しい。修繕費用・修繕内容によってどのような事業を実 

施して、どのように利益を上げていくかを考えたい。 

・修繕を改修体験事業化して、資金が溜まったら部分的に直し、直し続けて維持 

管理していくという方法も考えられる。 

・事業自体が社会課題解決型、地域貢献型であるため、建物の修繕や維持管理も 

事業者負担となると収支がマイナスになってしまう。 

・家賃を支払って借りるものに対して修繕は事業者側の負担となると、他の空き

家を購入して修繕したほうがメリットがあるように感じる。旧櫻井邸で事業を

行うメリットを明確にしないと事業者が修繕にお金をかけるのは難しい。 

 

【ご質問】 

・改修の範囲について、例えば厨房部分を拡げること、間取りの変更は可能か。

⇒伝統的な造りの部分については維持もしくは現状復旧可能な範囲での改修

にしてほしいと市から説明した。 
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事業開始までの 

スケジュールに 

ついて 

令和３年度に改修した蔵については、令和５年度から事業開始が可能であるが、 

主屋については現状のままでは難しく、修繕状況によるとのご意見を多数いただ 

きました。 

 

・蔵はある程度整備されている状態なので、令和 5 年 4 月から事業を開始でき

る。主屋は現在の状態で開始することは難しく、改修しながらになるので、10

月か令和 6年度から部分的の開始となる。 

・既に整備されている蔵は 4月から使用開始が可能である。主屋については修繕

の進捗次第である。耐震など最低限の部分の修繕が完了していないと事業はで

きない。 

・事業開始時期は令和 5年度後半が妥当である。 

・最低限の修繕がされた後であれば、すぐに古民家宿として活用することは可能 

である。 

・現在の条件では具体的に考えることが難しい。 

実施事業の条件に

ついて 

特に「⑵地域住民や団体、企業等との連携を図ること」、「⑸交通量の大幅な増加

など、周囲への生活環境へ著しい影響を及ぼさないこと」について、市に地域と

の繋ぎ役を担ってほしいとのご意見を多数いただきました。 

 

【想定している主な公募条件「ア 実施事業について」の⑴～⑹について】 

・妥当である。 

・地域のことを考えれば満たしたい条件ではある。 

 

【「⑴里山資源の活用を通した地域活性化に資する事業であること」について】 

・可能である。 

・妥当である。 

 

【「⑵地域住民や団体、企業等との連携を図ること」について】 

・連携できる事業者でないと田舎での事業は難しいので、条件として設定するこ 

とは妥当である。 

・企業との連携はいくらでもできるが、地域住民との連携が難しい。地域との繋 

がりを作る中で少しずつ考えることは可能かもしれないが、具体的な連携方法 

や内容を事業として最初から考えるのは難しい。地域住民への事前の説明や地 

域住民の要望に対する受け皿の用意が必要である。市には地域住民との繋ぎを 

担ってほしい。 

・きっかけづくりは市に担ってほしい。 

・地域の行事や子ども会、学校行事での活用などオープンにしていくことで可能 

である。ただ地域とのバランスは難しい。地域住民が働ける場所、他者と関わ 

ることができる場所など、近くにあるメリットや何か還元できることを考えな 

ければならない。 

・人気が出て繁盛すると地域住民からのクレームも増えるのは、ビジネスではよ 

くあることである。市が施設を貸し付ける大家としての役割を担い、地域住民 

との間に入ってほしい。 

 

【「⑶伝統的な建築を維持した活用を行うこと」について】 

・例えば床は畳でもフローリングでも良いのか、現状復旧が可能な範囲での改修 

なら良いのかなど、予め条件を決めて図示化してほしい。都度協議は負担であ 

るし、予め決まっていたほうが改修しやすい。 

・素人に任せるのは無理があるので、細かくルールを設定してほしい。 

 

【「⑷当該地の立地特性を活かすこと」について】 

・妥当である。 
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【「⑸交通量の大幅な増加など、周囲への生活環境へ著しい影響を及ぼさないこ

と」について】 

・駐車場が広く路上駐車の心配がないので、さほど影響はないと思われる。 

・事業者は CSR、SDGs、企業価値ＵＰを目的とした事業展開による穏やかな賑わ 

いを作り、その中で、一般消費者に向けた事業は休日限定で実施すれば著しい 

影響を防ぐことは可能であると考える。 

・事業性と相反するが、地域住民のことも考えるとバランスを考えなければなら 

ない。 

・ものづくりの場として活用する場合は騒音の心配があるため、置く機材を検討 

する必要がある。 

・施設に人が来なくても回せる事業モデルは可能であるが、市が地域住民との間 

に入って、クレームの処理なども担ってほしい。 

・「大幅な」「著しい」など表現が曖昧で、事業開始時は問題ないかもしれないが、 

後で困る心配がある。具体的にしてほしい。 

・この条件が入ると収益＝集客のビジネスの実施は難しくなる。ただ、地域に歓 

迎されない事業では継続は難しいと考える。1日 1組限定など、不特定多数で 

はなく特定の人をターゲットとした事業や、他の事業者と連携して市内の他の 

空き家も含めて展開し、観光場所の１つとして旧櫻井邸があれば、著しい影響 

は及ぼさないと考える。 

 

【「⑹周辺景観との調和を図ること」について】 

・「景観」「調和」など表現が曖昧で、事業者によって捉え方が変わってしまう。 

明確にルール化してほしい。 

賃借料・費用負担に

ついて 

市の負担により事業実施に必要な最低限の修繕がされていれば、妥当であるとい

うご意見を多数いただきました。 

 

・家賃 20,000円は妥当である。 

・必要な修繕がなされていることを前提とすると、20,000円は安いと考える。た 

だ、建物が広く庭や駐車場も広いため、その維持管理にどのくらい費用がかか 

るのかが不明である。 

・市の負担でどの程度修繕するかにもよるが、固定資産税くらいで借りることが 

できれば事業が実施しやすい。その代わり、貸付開始日以降の修繕費用を含む 

維持管理費用は事業者の負担が一般的である。 

・光熱水費、電話代は事業者負担が妥当である。 

・家賃負担と、例えば厨房設備など事業実施にあたって必要な改修を事業者の負

担とするのは妥当である。 

・光熱水費、電話代は事業者負担が妥当である。 

貸付期間について 10年では短いというご意見を多数いただきました。 

 

・10年は短い。15年くらいはあったほうがよい。 

・貸付期間は長ければ長いほうがよい。事業者は借りたお金を何年で返せるかを

考えるので、短いと初期投資分が回収できない。 

・長期での貸付は市にとってもリスクはあると思うが、一緒にリスクを背負う覚

悟でやってほしい。 

・貸付期間 10年以内は短い。修繕費が事業者負担となると、事業者は多額の初 

期投資、設備投資をすることになるが、10年ではその回収すら不可能である。 

期間を変更できないのであれば、期間満了後の更新の方法についてを明記する 

必要がある。 

貸付条件について 特に、複数事業者での運営の可能性についてのご提案を多数いただきました。 

 

【部分的貸付、複数事業者での運営について】 

・蔵と主屋を別々に貸し付けたり、主屋も部屋ごとに貸し付けができると面白い 
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かもしれない。ただ、事業者によって方向性が異なると旧櫻井邸の良さがなく 

なってしまう。 

・蔵のみ、主屋のみなど部分的に借りることができるとよい。ただ、事業者同士 

が同じ方向を向いていたり住み分けができる場合は良いが、違う方向を向いて 

いる業者が集まってしまうと難しい。 

・蔵と主屋でそれぞれの目的に合わせて別の事業者が入ってもよいのではない 

かと考える。 

・1事業者だけが入るよりも複数の事業者が分散して入るほうが運営しやすいと

考える。 

・複数事業者が運営する形が難しければ、1事業者が借りて、その事業者がほか

の事業者と連携して事業が展開できる形が取れるとよい。 

・1事業者が管理運営者として入り、その事業者と複数事業者が連携できれば、 

様々なターゲットやニーズに対して事業実施が可能になるし、事業者同士の

つながりもできてメリットが大きいと考える。 

 

【「⑶事業者は、貸付物件に工作物を設置又は現状を変更しようとするときは、

あらかじめその理由を記載した書面によって市に申請し、市の承認を得なければ

ならない」について】 

・庭に新しく建物を建てることは可能か、可否を検討して条件に明記してほし 

い。可能とする場合は、返却時に困らないように「返却時には更地にして返す」

などの条件を入れたほうがよい。 

 

【「⑷市や地域住民が、地域活性化に資する事業の実施のために貸付物件の一部 

の利用を希望した場合は、利用できるよう努めるものとする」について】 

・もともと市の建物なので当たり前のことだと思う。また、この条件に納得でき 

る事業者でないと、この地域で事業をするのは難しいと考える。 

・「景観計画重点区域」とはどのような制限があるのか。例えば外壁の色などを 

変えても良いのか。 

－「建築物の延べ床面積によって異なるが、旧櫻井邸については、色彩など、

景観に合った建物であるよう配慮してほしいというものである」と市から説

明した。 

その他事業参画に

あたって、市に配慮

してほしい事項に

ついて 

市は事業者に貸し付けた後も、事業者が事業を継続できるようサポートする体制 

をとってほしいというご意見を多数いただきました。 

 

・事業者が決まったら、住民への説明には市も同行してほしい。説明会の実施だ

けではなく、冊子を作って回覧板で回すなど、事業開始時の地域との繋ぎ役を

市に担ってほしい。 

・市は事業者が継続して運営できるようにサポートをしてほしい。 

・旧櫻井邸の運営管理に対して企業のスポンサーをつけると、新聞社も注目して

プロモーションにもなり、継続性がある事業になる。 

 

６．対話結果を踏まえた今後の方針  

今回のサウンディング型市場調査により、民間事業者の皆様から様々なご意見やご提案をいただき 

ました。今後、対話結果を踏まえて、公募条件やスケジュールの整理・検討を進めます。 


