まちづくり推進型
事例

７ 株式会社 夢創造
～温泉水で育ったトラフグを召し上がれ
遊休施設を利用した地域ブランド展開～
廃校となった小学校の教室や閉鎖された室
内プールと、湧出する温泉水を利用し、“いけす
”でトラフグを養殖。海のない栃木県がなぜトラ
フグの産地になったのか？
<地域課題>
地場産業の衰退や都市部への交通網が整備
されたことで、町の人口減少が顕著になった。
また、閉鎖されたまま活用されていない遊休施
設も町内に数多く存在していた。

代表取締役 野口 勝明氏

<事業を始めたきっかけ>
同町の遊休施設と湧出する温泉水を利用して
地域資源ブランドを育てることで、課題を解決
できるのではないかと思った。
温泉水とフグの出会い
栃木県那須郡那珂川町は、鮎釣りで有名な那珂川と
取り囲む里山が織り成す自然豊かな町である。
同町では鮎だけではなく、葉たばこ、こんにゃく、農林業が
主力産業として長らく町の発展を支えてきた。しかし、安価
な中国産のこんにゃくや外国からの輸入木材に押される形
で国産の需要は激減し、主力であった産業は軒並み衰退
してしまった。都市部への幹線道路が整備されたことによっ
て交通の利便性は飛躍的に向上したものの、逆に人口流
出や商店街への買い物客の減少を招くことになり、町をとり
まく状況は悪くなる一方であった。同町出身である代表取
締役の野口さんは、いったんは東京で働いていたものの、
地元に戻って水質、大気汚染、騒音等の公害を分析す
る会社を起業し、長年に渡って環境分析の知識と技術に
関するノウハウを蓄積。そんな中、衰退していく町の地域
経済を良くする方法はないかと、町に湧出する温泉を調査
したところ、塩化性温泉（塩分を含むナトリウム温泉水）
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温泉水を利用して
養殖されたトラフグ

プールを利用したトラフグ養殖場

廃校を利用した養殖プラント

温泉トラフグのマスコット

てっさ・てっちり

であることに気付いた。海水魚は海水でなくても、体液の塩分
濃度と同程度の塩分濃度の水質環境であれば、養殖は可
能であるという。そこで、海水魚の体液の塩分濃度とほぼ同
程度の濃度であった地元の温泉水を利用すれば、海水魚を
養殖できるのではないかと野口さんは思いついたのだ。養殖・
販売に当たっては事業の収益性を考慮して、数種類の魚から
比較検討した結果、トラフグを養殖することになった。

廃校になった小学校の教室を利用して
当初は、廃校になった小学校の教室を借り受け、専用の“い
けす”を設置して養殖をスタートした。東日本大震災の影響で
教室での養殖は出来なくなってしまったが、現在では、廃業し
た室内プール施設をそのまま“いけす”として活用するなどして、
実に年間2万5千匹ものトラフグを養殖している。また、同町で
は前述の通り鮎の養殖が盛んなことから地元の高校に水産科
が設置されており、同社では卒業生の雇用の受け皿の役割を
果たしている。

温泉トラフグは外国人旅行客も取り込んだ

Point
ポイント

休眠資産の活用
小学校の廃校教室や室内プール
を養殖いけすに転用。休眠資産
を活用することで、低コストで持
続的に収益をあげられる仕組み
を確立した。現在ではトラフグの
他にも、ヤマメやサクラマスの養
殖にも経営資源を配分。

飲食・宿泊業の活性化と雇
用機会の確保
温泉トラフグを近隣都県の飲食店
やホテルに出荷。訪日外国人に
も好評で、地域における飲食・宿
泊業の活性化につながった。また
地元の高校（水産科）を卒業した
人材も積極的に雇用。

こうして養殖したトラフグは、近隣都県の飲食店やホテルへと
出荷しているが、最近では訪日外国人旅行客が多いホテルか
らの引き合いが顕著だという。フグ食が禁止されている国もある
ため、そういった国からの旅行客にとってフグ食は非常に貴重な
体験なのだろう。

今後の取組
温泉トラフグは付加価値の高い加工品（刺身、てっちり、
てっさ等）としてオンライン通販も行っていることから、同町の六
次産業化にも貢献している。こうして立派な地域資源ブランド
に成長した「温泉トラフグ」の活用は同町だけにとどまらない。野
口さんは、塩化性温泉を擁する自治体に向けに、トラフグの稚
魚やいけすの設置などを進め、全国各地で「温泉トラフグ」を展
開。温泉トラフグを様々な地域の町興しに利活用してもらうこ
とを推進している。

●株式会社
●代表取締役

夢創造
野口 勝明

●設立

２０１０年

●所在

栃木県那須郡那珂川町
馬頭６０－２

●ＴＥＬ
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●http://www.gansoonsentorahugu.
com/
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８ ＮＰＯ法人 市民シアター・エフ
～酒蔵と映画が融合した街｢深谷｣ 映画は
いつの時代も街と共に文化を育んできた～
限られた映画館で上映されるマイナー作品や,観
客のアンケートによりセレクトされた作品を取り揃え
ることで、観客の細かなニーズを掴んで離さない。
幾度の移転を経て、現在は酒蔵を改装した全国
唯一のミニシアターとして、｢映画｣の魅力を発信し
ている。
<地域課題>
大型ショッピングモールの進出等で、次々と姿を
消した街の映画館を復活させたいと思った。

理事長 竹石 研二氏

<事業を始めたきっかけ>
映画関係の仕事に就いていた経験を活かし、
映画を軸に魅力あるエリアを深谷に創出したい
と思った。
七ツ梅酒造跡とシアター・エフの出会い
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埼玉県は深谷駅から徒歩10分、築350年を超える有名
な酒蔵跡｢七ツ梅酒造｣に深谷シネマはある。ここは全国でも
唯一の酒蔵を改装した映画館だ。深谷と言えば、深谷の煉
瓦が東京駅舎に使われたことがきっかけで東京駅をモチーフに
した深谷駅舎で有名だが、一体なぜ酒蔵で映画館を開館し
ようと思ったのだろうか？
｢廃業後の七ツ梅酒造跡は活用先がすぐに見つからなかっ
たんです。うちも区画整理事業で市内中心部にあった映画
館の移転を余儀なくされていましたので、ちょうど良いタイミング
でしたね。｣そう語るのは、理事長の竹石さん。最初に設置し
た商店街の店舗を活用したミニシアターは、利用者から高い
評価を受けていたが、消防関係の規制により中止に。同時
期に商工会議所が中心市街地空き店舗対策事業を検討
し、ミニシアターの提案はＴＭＯ事業の中心的プロジェクトと
して位置づけられ、店舗の改造・家賃補助等様々な支援を
受け14年7月に旧さくら銀行店舗跡を改装し移転。更に現
在の酒蔵に移転したのが平成22年10月のことだ。

七ツ梅酒造跡 入口

深谷シネマ外観

シアター内

七ツ梅酒造跡内には映画館の他、飲食店や古本屋、ギャラ
リー等10を超えるテナントが入居しており、酒蔵を散策できる仕
組みが整っている。また酒蔵跡内にある一般社団法人まち遺し
深谷がとりまとめ役として酒蔵の全体的な管理運営を行ってい
るとのこと。平日は70人、週末には100人を超える観客が来館
するが、空いた時間を利用して酒造内のテナントを散策してもら
うことで、古き良き深谷の歴史を知ってもらおうという狙いもある。

シアター・エフが映画にかける思いとは
苦労は沢山あったそうだ。特にリーマン・ショックの影響で客足は
一時的に遠のき、収益は大幅に悪化したとのこと。
しかし、それでも常設の映画館を構えて映画を上映し続けられ
ているのは、竹石さんが映画にかける情熱だ。
差別化された上映作品の数々が観客の心を確かに掴んだ。特
に大手のショッピングモール内の商業映画では上映されず、限ら
れた映画館で上映されるマイナーな作品や過去に上映された古
い作品、観客のアンケートによりセレクトされた作品など、ここなら
気軽に観ることが出来る。日に5回ほど上映し、年間の上映作品
数は約100ほど。そのお陰で入場者数は回復し、最近では観客
が映画館のボランティアを申し出る人もいるそうだ。｢映画を観るこ
とで古くからの街の歴史や人間の営みを知ることが出来る、まさに
文化そのものである｣映画館は文化を知る場所であるという認識
を、市民も行政も認識していかなければならないだろう。

商店街と連携し、生活街として深谷の再構築を
驚くことに、埼玉県内には60以上の市町村があるが、実に３分
の２の自治体には映画館が存在していないそうだ。将来的に県内
全ての自治体に常設の映画館を目指す竹石さんは、寄居町や小
川町等、映画館がない近隣自治体に赴いて定期的に出張映画
会を開催している。立ち上げ時からTMO事業としてスタートした強
みで、市の商工振興課や日頃から商工会議所と連携して取り組
んできた仕組みがあることも、今の深谷の街中の賑い形成に寄与
してきた。こういった仕組みも活かし、商店街の会長も務めている
竹石さんは、将来的に酒蔵から商店街を連携させて、深谷の地
域経済活性化と映画を軸とした文化的で魅力のある街にしていき
たいそうだ。

シアター受付

Point
ポイント

自らの知経を活かしたいとい
う理念
映画の専門学校を卒業後、映画
業界の仕事を続けていく中、映
画館を開きたいという強い思い
が街、人、そして行政をも動かす
キーパーソンとしての存在。

パートナーとの出会い
酒蔵跡は以前から映画のフィル
ムコミッションの撮影地として利
用されており、所有者と竹石氏
はそれが縁で知り合った。｢映
画｣という共通のキーワードが２
者を引き寄せ、他にはない全く
新しい映画館を創出。

地域資源を活用した事業モ
デル
酒蔵（地域資源）を改装し、映画
館を開館するというユニークな
事業モデル。館内では深谷産
の野菜も手に入るなど、地域の
魅力をＰＲ。

●ＮＰＯ法人
●理事長

市民シアター・エフ
竹石 研二

●設立

２０００年

●所在

埼玉県深谷市深谷町
９－１２

●ＴＥＬ
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● http://fukayacinema.jp/
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ひらがなネット 株式会社

～両国から｢こんにちは｣。日本に暮らす
外国人のみなさんへ～
墨田区在住の外国人数が1万人を越え、区
民の４％は外国人である。言葉も文化も日本と
は全く異なる外国人を目の前にしたとき、どう接す
るべきか？ひらがなネット株式会社は、日本で暮
らす外国人には楽しく笑顔で暮らして欲しい！日
本人と外国人をつなぐ架け橋のような存在であ
る。
<地域課題>
区内在住の外国人は1万人を超え、墨田区の
経済発展にも大きく貢献しており、外国人の積
極的な受入のために言葉や生活面の支援を行
うことが必要であった。

代表取締役 戸嶋 浩子氏（左）
吉澤 弥重子氏（右）

<事業を始めたきっかけ>
海外駐在とボランティアの経験を活かし、ソー
シャルビジネスという手法で国際交流を図れれ
ばと思った。
ひらがなネット株式会社の誕生
東京都墨田区にある両国駅。昨今の訪日外国人旅行者
数の増加を受け、両国国技館界隈には多くの旅行者が行き
交う。ひらがなネット株式会社は、日本で暮らす外国人が様々
な問題を抱えていることに注目、ビジネスの手法で解決するた
めに、平成24年に立ち上げた会社だ。 代表取締役の戸嶋さ
んと吉澤さんは、共に海外駐在経験があったが、日々の生活を
送る上で、言葉や文化の違いに対する戸惑いを感じることが
あった。帰国後は、今度は日本に住む外国人のために自分が
出来ることはないだろうか？と考えたのが現在のソーシャルビジ
ネスのきっかけだった。調べてみたところ、日本に住む外国人の
親は、学校における子供の教育や他の親とのコミュニケーション
等の悩みを抱えていることが多いということが分かったそうだ。特
に外国人を悩ます問題の１つが、「漢字」だという。小学校から
配布されるプリントには漢字が使われる。漢字が読めなければ
学校からの大事なお知らせや行事を確認しそびれてしまうことが
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ハレの日料理教室

外国人のための生活教室

生活教室に通う生徒さん

まずは日本語でこんにちは！

ひらがなネットしんぶん

あり
ある。他にもスーパーで欲しい物が買えない、日本人の夫のため
に和食を作りたいが作り方が分からない等の課題が山積みであ
った。戸嶋さんはこういった課題を“ひらがな”を用いたビジネスで
解決したいと思い立ったのだ。

ひらがなネットの主な活動

Point
ポイント

海外経験を踏まえた理念
海外駐在中に言葉や文化の違い
に戸惑いを覚えた経験から、日
本在住の外国人が抱える問題や
ニーズに着目。同じ地域で住む
住民同士、対等な関係に立てる
ようビジネスの手法を確立。

当初、戸嶋さんは日本人を夫にもつ外国人の女性向けに、
自宅で和食を教えるボランティアを行っていた。３年ほど経ち、あ
る程度貯まってきた料理レシピを活かせないかと、外国人でもス
ムーズに読めるよう、ひらがなと写真で料理の作り方を紹介する
事業のＰＲ
HPを立ち上げた。これが多くの外国人に人気となった「ひらがな
レシピ」だ。調理の工程はもちろんのこと、必要な調理器具や調
料理教室等の参加費は、学生が
味料も写真付きで説明がされており、誰が見ても分かりやすい
参加することも含めてなるべく
ように工夫されているのが特徴だ。
リーズナブルな価格に設定。お
また、料理教室も定期的に開催している。1つは外国人向け、 互いを「知る」ことで、地域住民同
そして日本人と外国人とのコミュニケーションを図ることを目的とし
士暮らしやすい社会の創生に寄
与。
た、「ハレの日料理教室」。他に人気が高いのは、月1回の頻
度で開催される、板橋、十条、目白や宿場町として栄えた松
戸などを歩く、「みんなで散歩」だ。墨田区外からの参加者も多
く、リピート率は高い。こうした様々な活動の様子は、ひらがな
ネット株式会社のHP上でも見られるが、月1回発行の「ひらが
なネットしんぶん｣でも広く告知している。墨田区内のボランティア
団体や日本語学校、飲食店はもちろんのこと、ＳＮＳでシェア ●ひらがなネット 株式会社
をすることで情報発信の電波塔の役割を果たすようになっている。
●代表取締役

ひらがなネットのこれからの取組
今後は、企業の外国人向けサービスに対して、「こうすればより
外国人に優しいのではないか」という、コンサルティングの様な役
割を担っていくことを目指しており、外国人に向けた日本の紹介
事業、企業・店舗のツール作りなどにも力を入れていきたいとのこ
と。日本在住の外国人がもっと活躍できる場をこれからもどんどん
とつくってもらいたい。

戸嶋 浩子

●設立

２０１２年

●所在

東京都墨田区亀沢
２-１９-７

●ＴＥＬ
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●http://www.hiragana-net.com/
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