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入れ、その後の建設業者の中長期滞在者流入で、慢性
入れ、その後の建設業者の中長期滞在者流入で、慢性
的な供給不足に陥り、宿泊料金ならびに賃貸相場も上
的な供給不足に陥り、宿泊料金ならびに賃貸相場も上
昇した。宿泊料金適正化の兆しは、建設業者専用宿泊
昇した。宿泊料金適正化の兆しは、建設業者専用宿泊
施設の新規開業に拠るところが大きい（表－１）
。
施設の新規開業に拠るところが大きい（表－１）
。

表－１
表－１
施設名
施設名

営業状況
営業状況

収容可能人員数
収容可能人員数
震災前
震災後
震災前
震災後

ホテルシーガイアマリン
直後は主に復興要員向け・2011 年 8 月から一般客を受け入れ
110
100
ホテルシーガイアマリン
直後は主に復興要員向け・2011 年 8 月から一般客を受け入れ
110
100
陸中海岸グランドホテル 本館
グループ補助金で本館を大規模改修。
2012 年 11 月 7 日営業再開
240
240
陸中海岸グランドホテル
本館
グループ補助金で本館を大規模改修。
2012
年
11
月
7
日営業再開
240
240
陸中海岸グランドホテル 別館
震災前休業、震災後に再開。再開から現在まで建設業者専用
（140）
110
陸中海岸グランドホテル 別館
震災前休業、震災後に再開。再開から現在まで建設業者専用
（140）
110
ホテルサンルート釜石
2011 年 6 月 20 日暫定営業再開・同年 12 月 1 日全面再開
107
100
ホテルサンルート釜石
2011
年
6
月
20
日暫定営業再開・同年
12
月
1
日全面再開
107
100
釜石ベイシティホテル
2011 年 7 月 1 日暫定営業再開・同年 12 月 7 日全面再開
127
120
釜石ベイシティホテル
2011
年
7
月
1
日暫定営業再開・同年
12
月
7
日全面再開
127
120
ホテルマルエ
2011 年 8 月 17 日以降、通常営業
100
62
ホテルマルエ
2011
年
8
月
17
日以降、通常営業
100
62
釜石ステーションホテル
被害少 通常営業
58
30
釜石ステーションホテル
被害少
通常営業
58
30
鶴千旅館
震災を機に廃業
―
20
鶴千旅館
震災を機に廃業
―
20
酔月荘旅館
震災を機に廃業
―
30
酔月荘旅館
震災を機に廃業
―
30
多田旅館
2011 年 8 月中旬以降、通常営業
40
40
多田旅館
2011
年
8
月中旬以降、通常営業
40
40
高金旅館
被害少 通常営業
15
29
高金旅館
被害少
15
29
平治旅館
被害少 通常営業
通常営業
15
15
平治旅館
被害少
通常営業
15
15
及川旅館
被害少 通常営業
35
35
及川旅館
被害少
通常営業
35
35
千葉旅館
本館全壊・新館大規模半壊 震災以降、現在も休業中
―
30
千葉旅館
本館全壊・新館大規模半壊 震災以降、現在も休業中
―
30
釜石パンション（下宿）
被害少 通常営業
15
15
釜石パンション（下宿）
被害少
通常営業
15
15
浜田屋旅館
震災を機に廃業
―
20
浜田屋旅館
震災を機に廃業
―
20
宝来館
2012 年 1 月 5 日再開。14 年 12 月別館開業、本館 15 年春改装
78
50
宝来館
2012
年
1
月
5
日再開。14
年
12
月別館開業、本館
15
年春改装
78
50
もう一つは、仮設商店街での食堂経営を経て、高台
民宿前川
漁業兼業 全壊 2014 年 11 月に高台移転して営業再開
20
25
もう一つは、仮設商店街での食堂経営を経て、高台
民宿前川
漁業兼業
全壊 2014 年 11 月に高台移転して営業再開
20
25
室浜の宿
震災後、廃業となった古民宿を購入して開業。主に建設業者向け
―
24
室浜の宿
震災後、廃業となった古民宿を購入して開業。主に建設業者向け
―
24
釜石復興ビル
2012 年 11 月 6 日開業 建設業者専用
―
74
釜石復興ビル
2012 年 11 月 6 日開業 建設業者専用
―
74
ホテルルートイン釜石
2014 年 7 月 31 日開業
―
193
ホテルルートイン釜石
2014 年 7 月 31 日開業
―
193
ホテルフォルクローロ三陸釜石 2015 年 3 月 29 日開業
―
165
ホテルフォルクローロ三陸釜石 2015 年 3 月 29 日開業
―
165
色かけ部分は浸水被害有 （釜石市資料（2014 年 12 月 1 日現在）と現地調査・ヒアリングをもとに研究代表者作成）
色かけ部分は浸水被害有 （釜石市資料（2014 年 12 月 1 日現在）と現地調査・ヒアリングをもとに研究代表者作成）
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３．市全体の客室数の推移
震災以前、市内の宿泊施設における全客室数は 1200

ロントプロジェクトの一つにあたる。
（2）金融系による建設業者専用宿泊施設の新規参入

室であった（釜石市産業振興部観光交流課調べ）
。休業

震災後、岩手・宮城の沿岸被災地で宿泊施設の整備

や廃業、営業再開、新規参入と、宿泊産業の状況は刻々

事業を進めるオリックスは、復興工事などに従事する

と移ろい、その数が回復するまでに 3 年 4 ヵ月を要し

建設業者向けビジネスホテル「釜石復興ビル」を、2012

ていることがわかった。

年 11 月開業させた。土地所有者と普通借地契約を結ん

具体的な回復時点は 2014 年 7 月 31 日、新規参入施

だオリックスは、重量鉄骨ユニット特殊短期工法業者

設「ホテルルートイン釜石」の開業による。それによ

に工事を発注。オリックス自らが建物所有者となり、

って全客室数は、1268 室にまで回復した。

釜石市の老舗建設業・山元と建物賃貸借契約を結んで、

ただしこの数値には、建設業者専用施設も含まれる。
観光目的ならびに知人・親戚訪問目的など一般客の受

山元が施設運営を担うものである。
「釜石復興ビル」は、地上 6 階建て、客室数 70 室の

け入れ可能客室数が震災以前にまで回復するのは、

宿泊機能に加え、上層階に託児施設（5 階）や防災用

「フォルクローロ三陸釜石」開業の 2015 年 3 月 29 日

備蓄庫（6 階）を備え、屋上を避難スペースに地域住

時点となり、
市内全域 1427 室、
うち一般客可能分 1243

民のための防災機能をもたせた。共有部には浴場やコ

室が正式な復興時点と捉えることができよう。

インランドリー、食堂などを配した。

本格的な観光復興までには、さらなる年月が予想さ

オリックスの発表では、釜石復興ビルを皮切りに宮

れ、今後の観光振興や観光客誘致の成否等によっては、

古・陸前高田・大船渡・南三陸町など津波被災 10 市町

将来的に供給過剰の懸念もある。

に 1382 室を開業させ、
建設業者等の宿泊需要に応じる
が、将来的には一般客も視野にあるという。

４．新規参入 3 施設の参入経緯と特徴
（1）全国展開ビジネスホテルチェーンの新規参入
ビジネスホテルチェーンのルートイングループは、
2013 年 5 月に「東北復興事業計画」を発表した。2013・
14 年度中に、被災 3 県に 10 軒の「復興支援型ホテル」

こうした土地所有者との借地契約締結による進出の
背景には、復興整備計画で新たな建築規制・制限が設
けられ、宿泊施設の建築に適した建築制限対象外の更
地が希少なことがあげられる。
なお、釜石復興ビル付近は、復興整備計画の先導的

を出店させるというもので、釜石も含まれた。復興支

事業に位置付けたフロントプロジェクト・新市庁舎建

援型ホテルとは、大浴場やレストランを通常よりも広

設の予定地にあたることが建築確認後に判明したため、

めにとり、被災地の需要に早急に応えるため低層 3 階

市は結果的に、当初の建設予定地にあった民有地の確

建てにして工期を短縮。また、これらのホテルは将来、

保を断念、都市計画の練り直しを迫られた。

復興事業が一段落したところで、老人福祉介護施設へ

（3）賑わい創出拠点形成に向けた JR 系ホテルの新規

の転用可能な設計が行われた点が特徴である。
2014 年 7 月に開業した「ホテルルートイン釜石」も

参入
JR 釜石駅北側の JR 所有地に 2015 年 3 月、地上 7

復興支援型ホテルであるが、他に倣わず地上 7 階建て、

階建て、客室数 165 室の「ホテルフォルクローロ三陸

客室数 193 室の大型ホテルである。館内にコインラン

釜石」
（JR 東日本ホテルズ）が開業、公式な発表は

ドリーや大浴場を備え、1 階フロントは土足厳禁のつ

2013 年 9 月下旬に行われた。JR 東日本 盛岡支社によ

くりで、入口に段差がない。

ると、
「開発にあたっては、釜石市とまちづくりを見据

同ホテルは、震災の前から大町 1 丁目付近に用地買

えた連携により観光施策や駅前空間の活性化を図る」

収を済ませていたが、震災後の復興整備計画を受けて、

として、開発計画は市の観光振興施策と連携しながら

同 2 丁目に建設地を変更した。既存のホテルサンルー

進められ、起工式が 2014 年 6 月に行われた。

ト釜石（7 階建て）
、釜石ベイシティホテル（9 階建て）
と、近接して立地する。

公式発表にあたり釜石市の野田武則市長は、
「新ホ
テルが復興の足掛かりになってくれれば」と、まちの

一方、住民の高台移転が進み、かさ上げされた同 1

賑わい創出効果に期待を寄せた３）。なぜなら同ホテル

丁目付近には、大型商業施設「イオンタウン釜石」が

は、観光客や地域住民の利用を対象にしており、館内

2014 年 3 月に開業している。復興整備計画におけるフ

には「カマイシテラス」と命名されたカフェ・レスト

189

ランが設けられ、三陸沿岸の観光拠点の役割も果たす。

クセスが 50 分短縮され所要 1 時間に、入域観光者数は

最上階には展望露天風呂を備えた浴場（内湯は人工温

震災前の約 1.3 倍にあたる 210 万人が見込まれる４）。

泉）を、客室にはコンセプトルーム「SL 銀河ルーム」
も用意された。

また、市内で「三陸復興国立公園」の公園区域に御
箱崎（箱崎半島の先端）の千畳敷、三貫島（特別保護

ちなみに「SL 銀河」とは、JR 釜石線を年間 80 日程

地区）が含まれ、
「三陸ジオパーク」のジオサイトにあ

度、運行する蒸気機関車で、盛岡市の県営運動公園に

る橋野高炉跡は、
「明治日本の産業革命遺産 九州・山

長らく展示された老兵の SL を修復・復活させたもの

口と関連地域」の構成資産の一つとして、ユネスコ世

である。復興支援を目的に、2014 年 4 月から運行を開

界文化遺産の登録を目指している。さらに 2019 年、ラ

始した。車内は、宮沢賢治「銀河鉄道の夜」をイメー

グビーワールドカップの開催が決定したほか、
「釜石

ジした内装が施された。SL 運行計画は、ホテル参入に

食ブランド開発検討協議会」を設立して、ご当地食の

先んじて公式発表がなされていた。

開発・振興をはかるなどしている。

JR 釜石駅は、震災で改札付近が浸水、駅前広場に漁

注視されるのは、JR 東日本との連携である。三陸観

船が漂着するなどしたが、駅自体への被害は少なく、

光の拠点づくりは、今後の釜石の観光を占う上で欠か

震災から 1 カ月後には全線で運行を再開。駅隣接の商

せないテーマになっているが、輸送量や利便性も課題

業施設・シープラザ釜石も、一部を除いて浸水被害を

となるであろう。

免れたことから、震災直後に災害対策本部が設置され

本研究では、震災発生から時系列かつ規模別・用途

た。このように新ホテルは、地理的条件にも恵まれる

別に、宿泊施設の復興ないしは新規施設の参入経緯と

立地なのが特徴である。

折々の課題を明らかにした。今後、復興が進むなかで
懸念されるのが、小規模旅館の生き残りである。建設

５．まとめ

業者を受け入れる宿泊施設の新規参入は、復興を急ぐ

未曾有の大災害は、宿泊産業の量的回復に 4 年の歳

被災住民においても必要条件であったことは難くない

月を費やした。しかしながら、宿泊施設のほとんどが

が、長期的視野で「地元既存施設との共生が成立する

復興特需に支えられてきたのが実情で、未だその途上

か否か」は予断を許さず、小規模旅館と大型ホテルが

にある。

共存するためには、個々の施設単位での工夫はもちろ

震災後 4 年間で、宿泊産業の経営環境や地域の産業
構造は、めまぐるしく変化を遂げた。

ん、地域全体として多様な客層誘致へ向けた政策対応
の在り方が求められることは必至である。

例えばホテルサンルート釜石は、2012 年 6 月の朝食
利用率（朝食付き宿泊客の割合で収益指標の一つ）が
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