地域資源活用型
事例

１ ＮＰＯ法人 忠次郎蔵
～“古墳”、“忍城”、“足袋”のまち｢行田｣
足袋蔵の蕎麦打ち名人に魅せられて～
足袋の生産地として有名な埼玉県行田市。新た
な活用先が見つからなかった足袋蔵を蕎麦屋とし
て再活用することで、行田の歴史・魅力ある文化
の発信源となっている。
<地域課題>
江戸時代から圧倒的な生産量を誇った足袋も、
近年は安価な輸入品の影響で、生産量が激
減。足袋蔵の多くが取り壊しの運命にさらされ
る中、足袋蔵の再活用が課題だった。

副代表 藤間 良夫氏

<事業を始めたきっかけ>
自分の得意な“蕎麦打ち”を活かすことで、失
われつつある地域資源“足袋蔵”を守り、地域
に多くの観光客を呼び寄せたいと思った。
忠次郎蔵で蕎麦屋が生まれたきっかけ
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さきたま古墳、古代蓮、忍城、そして足袋蔵。行田市ほ
ど古代、中世、近代に渡って地域資源がバランス良く揃っ
た自治体も珍しいのではないだろうか。北は利根川を境に
群馬県と接する同市中心部では、忠次郎蔵が今日も蕎
麦屋の暖簾を掲げている。忠次郎蔵とは、故小川忠次郎
氏の商店店舗及び主屋の足袋蔵がその名の由来であり、
ＮＰＯ法人忠次郎蔵は蕎麦を通じて蔵の保存と地域経
済の活性化に取り組んでいる。同法人で副代表を務める
藤間さんはもともと、市内中心部で長年布団屋を営んで
いた。近所に蕎麦屋が出来たと聞きつけ、何度か通ってい
たところ、ご主人と意気投合し、蕎麦打ちを始めたのがきっ
かけだった。蕎麦が打てるようになると、布団屋の常連客に
サービスで蕎麦を振る舞うようになり、ちょっとした有名人に
なったそうだ。そんなユニークな経歴をもつ藤間さんに、まち
興しのため足袋蔵で蕎麦屋をやってみないかと商工会議
所から打診があったのだ。

忠次郎蔵 外観

忠次郎蔵 内観

忠次郎蔵自慢の“蕎麦”

のぼうの城として知られる“忍城”

ギネスブックに認定された、行田市が
誇る世界最大の“田んぼアート”

ここが忠次郎蔵の強み
市内の足袋蔵の多くは足袋需要の減少に伴い、長年使われ
ていなかったが、忠次郎蔵は現所有者である商工会議所によっ
て、1,200万円ほどかけて修繕され、平成16年に蕎麦屋｢忠次
郎蔵｣が開店した。｢やっぱり最も苦労したのは、どうやってお客さ
んを多く集めるかだったね。｣藤間さんはそう語る。最初のうちこそ
集客に苦労したそうだが、それでも藤間さんは持ち前の明るさを
活かして布団屋時代の顧客を中心に地道に呼び込みを続けた
結果、足袋蔵で食べる蕎麦の美味しさは徐々に口コミで広がっ
ていった。今では来客数は60人/日を超えることも有り、特に週
末は県外ナンバーの車が目立つそうだ。
他にも、幅広い年代の生徒が通う同店の蕎麦打ち教室は昨
年で23期生を迎え、毎月第2土曜日には、有志の卒業生が忠
次郎蔵にやって来て蕎麦を打つそうだ。さらに老人ホームや特別
支援学校等で、蕎麦を振る舞う｢出張蕎麦打ち｣は大変好評で、
地域に大きく貢献している。

今後の展望
地域にコミュニティビジネスが成立、存続していくためには２つの
成功が必要だ。１つ目は｢事業上の成功｣である。開業以来、
忠次郎蔵は一貫して収支黒字を計上し続けており、利益から足
袋蔵の維持費の捻出と賃借料を所有者の商工会議所に支払
い、地域内でお金が循環するようなスキーム作りに成功している。
金融機関からの融資や商工会議所からの補助金も利用すること
なく、完全に自立運営しているのだ。2つめは｢後継者となる人材
育成の成功｣だ。実は、開業当初から率先して蕎麦を打ってきた
藤間さんだが、残念ながら今年の3月をもって引退することになっ
た。
しかし、4月からは蕎麦打ち教室の卒業生と代表の田村氏が
引き継いで、忠次郎蔵と蕎麦の味を守っていくとのこと。藤間さん
は蕎麦屋｢忠次郎蔵｣の経営を軌道に乗せつつ、次代を担う後
継者も同時に育ててきており、地域内に持続的なコミュニティビジ
ネスを根付かせるスキーム作りに成功したのだ。｢とにかくお客様の
ことを想い、大切に接することだよ。そうすれば結果は自ずとついて
くる。｣布団屋を営んでいた時に身についた、経営者としての肌感
覚が、今の蕎麦屋経営に活かされているのだろう。次の休日は、
ぜひ行田を訪れていただきたい。

Point
ポイント

自分の得意なことを地域資
源・経済の振興につなげる
蕎麦打ちという特技と地域資源
の足袋蔵をマッチングさせ、地
域内に魅力あるスポットを創出。

経営者として培った肌感覚
布団屋を経営していた特に培っ
た｢徹底した顧客目線の営業姿
勢｣や経営者としての感覚を蕎麦
屋の経営に活用。

次世代の人材育成
軌道に乗せた事業を自分の代で
終わらせることなく、次世代の人
材育成に成功。

●ＮＰＯ法人
●理事長

忠次郎蔵
田村 隆次

●設立

２００８年

●所在

埼玉県行田市忍１－４－６

●ＴＥＬ

０４８－５５６－９９８８

● http://chujiro.chu.jp/
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ご ろ べ え

２ 農家民泊 五郎兵ヱ
～鴨川の農家で｢農業・生活体験｣
リピーター・定住者を生みだす秘訣～
千葉県鴨川市にある自宅に宿泊客を受入れて、
農作業や農村生活の体験を通じ、ありのままの鴨
川の農村の暮らしを楽しめる場を創出した。都心
からのアクセスのしやすさも後押しとなって、宿泊者
がまた来たい、定住したいと思えるような地域の魅
力向上に取り組んでいる。

経営者 柴崎 安広氏
みさ子氏

<地域課題>
過疎化に伴う、人口減少や地域資源の存亡の
危機。
<事業を始めたきっかけ>
自身の居住する地区で子供を目にする機会が
減り、危機感を覚えたこと。
五郎兵ヱ 外観

農家民泊・五郎兵ヱの誕生まで
古くから良質のお米“長狭米”の産地として知られる千葉県
鴨川市。近くには大山千枚田と呼ばれる美しい棚田が広が
り、四季に応じた里山の美しい景観を楽しむことが出来る。
農家民泊・五郎兵ヱはそんな場所にある。
代表の柴崎さんは生まれも育ちも鴨川で、地元で兼業農家
を営んでいた。勤めていた建設会社を退職後、何か地元の
ために自分が出来ることはないかと考えていた時、ある地域
課題に気が付いた。
｢鴨川市内は空き家も目立つようになり、子供の姿もめっき
り見かけなくなったんです。｣そう思った柴崎さん夫妻は当初
農家レストランを営もうと考えたが、築180年を超える自宅を
活用しようと思い立ち、周辺の農家と共同で農家民泊組合
を設立。こうして鴨川市大山地区に平成21年7月、五郎兵
ヱを含む5軒の農家民泊が誕生。こうして千葉県初の農家
民泊がスタートした。
Ｐ３

五郎兵ヱ 内観

ご夫妻

五郎兵ヱ・風景

大山千枚田

鴨川の農家民泊と柴崎さん夫妻の思い
農家民泊とは、農作業や農村生活の体験をし、農家に泊まる
ことでありのままの農村の暮らしを楽しむこと。農家ならではの田
畑を利用して、夏は梅・夏野菜の収穫、冬ならば水仙刈り、しい
たけの原木切り、正月のお飾り作りが出来る等、年間を通じてい
つ訪れても就農体験が出来ると宿泊者に好評だ。こうした体験
は都会の子供たちには新鮮に感じられるそうで、横浜の小学校か
らホームステイを受け入れたり、遠くは台湾からの農業研修生を
受け入れているそうだ。
特別なことをする必要はない。柴崎さん夫妻のモットーは宿泊
客を｢ありのまま｣で受け入れること。宿泊客と談笑しながら寝食
を共にし、お互い腹を割って語り合うことで打ち解ける。都会では
決して味わえない何とも言えない心地良さを覚えた宿泊客は、
すっかり鴨川の農村と柴崎さん夫妻のファンになってしまうそうだ。

宿泊客からリピーター、そして鴨川への移住へ
そんな柴崎さん夫妻を慕って、今では多くの宿泊客がリピーター
だ。定年を機に、鴨川に移住したいと相談をする宿泊客もいるそ
うだ。こういった話が出た場合、五郎兵ヱでは、移住相談や空き
家の斡旋をする鴨川市のふるさと回帰支援センターを紹介したり、
反対にセンターが五郎兵ヱを始めとする農家民泊を斡旋するなど、
転入者を取り込むため自治体との連携がとれていることに注目し
たい。
開業から6年過ぎ、自宅のすぐ目の前の道には都会から来た若
い人や、観光客を乗せた車が行き交うようになり、地区には再び
人々の笑い声が聞こえるようになった。｢目に見える形で大山地
区に活力がみなぎるようになった。｣と柴崎さん夫妻は言う。
鴨川市も他の自治体に働きかけて、学生を農家民泊させようと
誘致に積極的だ。今後は更なる宿泊客に鴨川の良さを知っても
らい、行政と連携しながら宿泊客→リピーター→移住者になって
もらうよう取り組んでいく。

Point
ポイント

地域を良くしたいという理念
単なるビジネスではなく、鴨川の
将来について危機感をもつこと
で「鴨川と共に活性化する」とい
う思いを地域内で共有。

持続可能な事業モデル
農業体験・農家民泊と言った地
域資源は、都市部居住者に訴
求する力があり、年間を通じて
就農体験が可能なことから安定
的に利益が確保出来る事業モ
デルを確立。

事業のPR
HPや口コミを通じて農家民泊の
魅力をPR。更なるインバウンド
に向け、行政と連携した宿泊客
の増大、移住者のための後方支
援に従事。

●農家民泊

五郎兵ヱ

●代表

柴崎 安広

●設立

２００９年

●所在

千葉県鴨川市釜沼５１

●ＴＥＬ

０４－７０９８－０７５８

● http://56bei.nagasamai.com/
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なりわい

３ さんぽく生業の里企業組合
～新潟の最北端で｢郷土料理・赤カブ漬け｣
さんぽくの里が提供する体験型観光とは～
新潟県村上市にある村落で、国の伝統工芸品で
ある｢しな布｣の製造販売、赤カブ漬け体験や郷土
食を提供する。｢地域のために何かをやらなくては｣
固有資源を活かした体験型観光は、観光客だけで
はなく集落の人々の心をも動かした。
総支配人 國井

千寿子氏

<地域課題>
過疎化に伴う地元の伝統工芸品・食文化存続の
危機。
<事業を始めたきっかけ>
課題解決のために、リスクをとってでも行動しなけ
ればならないと使命感を感じたこと。
さんぽく生業の里企業組合が出来るまで

Ｐ５

かつて村上藩の城下町として栄え、新潟県最北に位置する
村上市。”さんぽく”とは合併前の旧山北町（さんぽくまち）にち
なんでつけられたものだ。
組合の総支配人を務める國井さんは、旧山北町商工会事
務局長として村おこし事業に携わっていた。 しかし、昭和30年
代をピークに村落の人口は減少の一途を辿り、ここ10年で更に
減少した。そんな様子を目の当たりにし、「商工業者だけでなく、
地元の人も共に魅力を感じられる地域おこしって何だろう？」悩
んだ末に國井さんが辿り着いたのは、地域で昔から織られてきた
「しな布」であった。原料となる「しなの木」は決して珍しい木では
ないものの、織るのに非常に手間がかかる。春にしなの木の皮を
剥ぎ、木灰汁で煮て柔らかくし、清流でさらして裂いたものを紡
いだ糸からようやく次の春に織り上がる布だ。大変手間がかかる
のだ。熟練した職人の手技によらなければ織れない、しな布に
國井さんは集落の運命を委ねた。「危機感とリスクを負わなけれ
ば成功することはない。」國井さんと國井さんの考えに賛同した
村落の人々は平成12年にさんぽく生業の里企業組合を設立
した。

さんぽく生業の里 外観

さんぽく生業の里 内観

しなの木の皮

上：赤カブの漬物 下：とち餅

しなより

地域にお金が落ちる仕組み作りを目指して
しな布製造と赤カブ漬け体験が出来る場所として譲り受けた
建屋は築70年を超えており、改装費に2,600万程かかった。
膨大な費用ではあったが、｢集落の課題は自分たちが解決す
べきである。｣そう覚悟を決めた集落のうち５軒がまず100万円
ずつ出資した。その後商工会役員から550万円、県のグリーン
ツーリズム促進事業から補助金1,200万円、旧山北町からの
補助金250万円が集まり、念願だった体験工房が平成12年
12月に開館した。慣れない接客業ということもあり、試行錯誤
の連続ではあったが､口コミから徐々に人気が集まり、県内は長
岡や胎内、県外は宮城等から訪れる観光客の数が一秋に
500人を超えるようになり、町の交流人口は大幅に増大した。
赤かぶ漬け体験や郷土料理に使っている食材は集落の農家
から組合がほとんど買い付けたものである。
また、工房の繁忙期には地元の人を積極的に雇用することで、
なるべく地域にお金が落ちるような仕組みを整えた。地域の
人々がリスクをとって投資した結果、リターンを得て、再び投資
する、と言う循環サイクルが集落に生まれたのだった。

Point
ポイント

地域を良くしたいという理念
｢リスクを取らなければ得られる
物も得られない｣行政になるべく
頼らず、地域の将来は自分たち
で変えるという危機感を地域で共
有。

キーパーソンの存在
國井さんの商工会に勤めていた
経験、補助金や町興しに関するノ
ウハウ、伝統工芸品｢しな布｣織り
の技術を活かし地域資源をＰＲ。

集落が誇る伝統工芸品を次世代につなげるために
後継者はどうするのか？これが今最も重要な課題だ。國井さ
んを始め３人のスタッフは、和服の帯に使う｢しな布｣製造を呉
服問屋から受注したり、赤かぶ漬けや山菜作りに奔走する等
多忙な日々を送っている。次代を担う人材を見つけて技術伝
承をしなければ｢しな布｣作りの手技は途絶えることになるが、
かかる時間や費用負担の大きさから、対応できる余裕がない
のが現状だそうだ。
加えて村落は最寄り駅から自動車で30分かかる場所にあり、
病院や買い物のためのスーパーマーケットが近くにないということ
も人材が集まりにくい要因になっているのかもしれない。
こういった状況を受け、國井氏は地域を存続させるため、市
や県に対して地域協力隊（市の臨時職員）の派遣を求める
などしている。今後の人材確保にこれからも注目したい。

●さんぽく生業の里企業組合
●総支配人

國井 千寿子

●設立

２０００年

●所在

新潟県村上市山熊田３２５

●ＴＥＬ

０２５－４７６－２１１５

●http://www.iwafune.ne.jp/～sanpok
usho/kaiin/nariwai/nariwainosato.
html
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