く ら

伊豆 松崎 であい村 蔵ら
事例

代表理事の青森さん

10
～おかあさんたちのまちおこし～

伊豆松崎は静岡県の南西に位置し、古いなまこ壁の蔵が建
ち並ぶ美しい港町。昭和の全盛期、観光のピークである夏場
には人口の６倍もの観光客が訪れ、活気に溢れていた。しかし
現在では、少子高齢化の進展や嗜好の多様化などにより観光
客が減少している状況にある。そのような中で60～70代の女
性が中心となって蔵造りの古民家を活用し、食事処と地域産
品・手作り手芸品などの販売を行うギャラリーを運営すること
により、地元住民と観光客との交流の場を提供し好評を得て
いるコミュニティビジネスがある。それが「伊豆 松崎 であい
村 蔵ら」（以下「蔵ら」）である。

蔵ら 外観

食事処とギャラリー
松崎町は古くから漁業と養蚕で栄えてきた人口８千人弱の
町。町には壁面に黒と白の幾何学模様が美しいなまこ壁が当
時のまま多数保存されている。蔵らは、なまこ壁をもつ築150
年の蔵造りの古民家を改築してできたお店。地元でとれる旬の
魚介類、野菜を使った「お母さんの味」の食事処、農水産物加
工販売、手作り雑貨や作品の展示販売などを行っている。
食事処のランチは、全て500円であり、一番人気は「さんま寿
司」。この他にも、旬の野菜天ぷらや煮込みハンバーグなどの
日替わり膳などのメニューがあり、地元の高齢者や観光客に
大人気。売り切れになる日も多い。地元の新鮮な野菜や魚と
いった食材を低価で（たまには無償で）仕入れることができるた
め、ワンコインながらも充実したメニューとなっている。

調理風景

ボックス席はあえて設置せず、長いテーブルやカウンターの
みとした理由は、隣り合ったお客さん同士が自然に言葉を交わ
し、新たな出会いが生まれるようにとの配慮から。実際、地元
の人と観光客が会話を交わし楽しいひとときを過ごすことも
多々あるという。また、最近は高齢者向け宅配弁当事業も手
がけている。
このほか、２階ギャラリーを中心に展示販売している作品や
手作り手芸品は、40名以上のまちの方々が関わっており、手
工芸好きな人々を呼び寄せてまちの活性化につなげている。
作り手には高齢者も多く、一番の生きがいとなっているそうだ。
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にぎわう食事処

オープンのきっかけ
蔵らの代表の青森さんは、長年松崎町で旅館業を営
んでいたが、夫の病気などの理由から旅館を廃業し、
地域のお年寄りのボランティア活動に没頭していた。そ
んなある日、なまこ壁の蔵造りの家の持ち主が転居す
ることになり、建物を何とか残せないものかと青森さん
に相談があった。そこで、この家を守りたいという仲間
達の声があがり、観光客も地元の人も気軽に立ち寄れ
る場所、高齢者の憩いの場所として2010年10月に蔵ら
が誕生した。
メンバーのみなさん

「ワーカーズコレクティブ」
蔵らの特徴の一つとしてワーカーズコレクティブ方式の運
営があげられる。ワーカーズコレクティブとは、働く者同士が
共同で出資することで、雇う－雇われるという関係ではなく、
それぞれが事業主として対等に働き、利益を分配するという
運営方法である。
青森さんは言う「ボランティアではなく、きちんと労働にした
ほうが、生きがいが生まれるし、みな責任感を持つでしょう。
私は何もできないという人がいるけれど、昔の人は料理やお
裁縫を普段からやってきたから実は何でもできるのです。プ
ロ並に料理が上手な人、おいしい野菜を作る人、パソコンが
得意な人など、いろんな人材が集まってます。」

歴史的建造物を利用
築150年の蔵造りの建造物を活
用し、落ち着いた雰囲気のレストラ
ン、ギャラリーのスペースを創造。
まちのイメージアップに貢献。

ワーカーズコレクティブ方式
自分達の手でまちを元気に
松崎には豊かな自然があり、農水産物に恵まれている地
域である。蔵らは、地域に隠れている人材、地域資源を最大
限に活用し自分達の手で元気なまちづくりを進めている。
蔵らで働いている主力メンバーは70代が一番多い。子育て
や孫の世話が終わった世代が、新たに地域のために力を合
わせる。ひとりひとりの「できること」を持ち寄れば大きな力に
つながるというコミュニティビジネスの好例である。

無償のボランティアではなく、
ワーカーズコレクティブ方式の運
営を行うことにより、働く物同士が
対等な立場の仕事場を創造。

地域の交流拠点
観光客の誘致だけでなく、地元
の高齢者の憩いの場という面も持
ち、地域の交流拠点として機能。

●伊豆 松崎 であい村 蔵ら
●代表理事：青森 千枝美
●設立年：2010年
●静岡県賀茂郡松崎町松崎
319-1
●TEL・FAX :0558-42-0100

食事処

●URL :http://www.wwq.jp/
kurara/
●事業内容：食事処、農水産
物加工販売、手芸品販売、
ギャラリー等
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NPO法人 ａｔａｍｉｓｔａ（アタミスタ）
事例

代表理事の市来さん

11

～100年後も豊かに暮らせる熱海をつくるために～
「日本を代表する温泉観光地「熱海」。過去、団体旅行や新婚
旅行先として知られた熱海も、他の観光地と同様に来訪者が減
少している。そんな中で「新たな熱海の魅力を打ち出したい、そ
して、100年後も豊かな暮らしができる熱海をつくりたい」という想
いをもって、NPO法人atamista（アタミスタ）（以下「アタミスタ」）
代表の市来さんは、仲間とともにまちづくりに取り組んでいる。

活動のきっかけ
熱海は、温泉、海、山など恵まれた観光資源を持つ国内有数
の温泉観光地の1つ。人口約4万人、別荘所有者は約1万世帯。
しかし、ピーク時には540万人以上あった宿泊客数は、現在では
260万人に半減している。
熱海で生まれ育った市来さんは大学生になって熱海から離れ
東京で暮らしていたが、衰退の一途をたどっていた熱海に危機
感を持ち2007年に地元に戻ってきた。
はじめに起こした行動は、インターネットのポータルサイトを立
ち上げ、地域のさまざまな人達へ取材に出かけ声を拾うことだっ
た。この過程でそれまでつながりのなかった面白い人や興味深
いモノを知ることができた。

「オンたま」プログラム
昭和レトロ散歩

「オンたま」の立ち上げ
そのなかで市来さんが着目したのは、衰退からの再生を果たし
た大分県別府市の「オンパク」（温泉泊覧会）の手法モデルだっ
た。
オンパクとは、地域資源を活かした小規模な体験交流型プロ
グラムを一定の期間内に集中的に提供するイベント。いわば、
地域の人と場所の魅力を体験するイベントと言えよう。
市来さんたちの働きかけにより、熱海市、熱海市観光協会の
協力を得て、2009年に第１回の熱海温泉玉手箱（愛称「オンた
ま」）が開催された。
オンたまは、数百円から3,000円程度の体験プログラムで、参
加者は昔からの熱海在住者、転入者、別荘の住人、口コミなど
で繋がった観光客など。
さまざまな分野から多彩なメニューが用意され、参加者はそれ
ぞれ参加したいプログラムを選ぶことができる。例えば、レトロな
喫茶店やスナックなどが建ち並ぶ路地裏を案内するツアー、個
人の農園で収穫体験をして石窯で焼いたピザを食べるプログラ
ム、芸妓見番を見学会など、どれも熱海の隠れていた魅力を知
るきっかけとなるものだ。
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「オンたま」プログラム
カヌー体験

「オンたま」プログラム
芋掘り体験

実施プログラム、参加者については、第1回目は、わずか14プログ
ラム、参加者657人、スポンサー2団体での開催だったが、2011年の
第6回には、64団体と個人の協力で73プログラム、参加者1,192人、
スポンサー43団体へと規模が拡大した。
市来さんは言う「体験プログラムを通して、地元で暮らす人たちと、
この地を訪れた人たちとの交流によって地域の人たちの意欲につ
ながり、それがまちづくりの活動や小さなビジネスヘと育っていく、そ
れが「オンたま」の目指す姿です」と。

現代版家守（やもり）事業
人口減少や高齢化によって、シャッターを閉じている店舗が目立
つ熱海の中心市街地再生を目指して、アタミスタは、2011年に株式
会社machimori（まちもり）を立ち上げた。この会社はアタミスタのグ
ループ会社という位置づけで、中心市街地に存在している遊休不
動産のストックを活用しながら、熱海に新しい産業、そして新しいラ
イフスタイルを創造することを目指している。
具体的には、空き不動産を借り上げ、リノベーション（改修による
性能向上）やコンバージョン（用途変更）して貸し出し、補助金に頼
らないでまちづくりを行うための資金を生み出そうというもの。いわ
ゆる「現代版家守」事業だ。
その第1弾としての取組が、アタミスタ自身が行ったコミュニティカ
フェの開設だ。2012年7月に熱海の中心市街地の空き店舗をリノ
ベーションし「CAFÉ RoCA」（カフェ ロカ）をオープンしたのだ。このカ
フェは、ふらっと立ち寄った人々が交流し会話を楽しむ。そして、
様々な人たちが出会い、親しみあえる場として活用しながら、熱海
というローカルなコンテンツ・文化を楽しめるお店を目指している。
CAFÉ RoCAをきっかけにして、リノベーション事例を増やしていき、ま
ちなかの再生を推進していく。

今後の展開
「オンたまで実施する体験プログラムから派生して、本格的なツ
アーや物産開発、店舗やオフィスの開業へとつなげていくことがこ
れからの課題です。また今後、ゲストハウスなどの滞在型の宿泊施
設の提供、古い物件の不動産の仲介、店舗の誘致や、創業支援な
どの事業を開発したいと考えています。それらを通して、熱海の中
心市街地を「クリエイティブな若い人達のサードプレイス（第三の居
場所）」としていくことを目指していきます。」そう市来さんはアタミス
タの今後を語った。
少しずつ、着実に実績を重ねることによって地元の信頼を得てき
たアタミスタのまちづくりは、地域再生や地域資源発掘を行うＣＢ/Ｓ
Ｂ起業家にとって大いに参考となる事例だろう。

CAFÉ RoCA

外観

Point
ポイント

小さな取組を重ねる
小さな取組を重ねることで地元
の強い信頼を得た。

再生手法を取り入れる
他地域の再生手法を熱海の現
状にあわせて取り入れた。「オンた
ま」の成功や「家守事業」の着手に
つながった。

明確な将来像
家守事業の第1弾としてカフェ運
営を開始。地域交流の拠点として
機能。加えて新たな収入源にも。
この拠点から熱海の新たな魅力を
生み出す。

●NPO法人atamista（アタミスタ）
●代表理事：市来 広一郎
●設立年：2010年
●静岡県熱海市銀座町10-19
あたみシール会館1F CAFE
RoCA 内
●TEL :0557-52-4345
●FAX:0557-52-4531
●URL:http://atamista.com/
●事業内容：地域資源活用事業
等 の企画・開発、地域のマー
ケティング事業、コミュニティ
スペース 運営等
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NPO法人 銀座ミツバチプロジェクト
事例

理事長の高安さん

12

～銀座産ハチミツが生み出す数々のコラボレーション、そして都市・農村交流～
銀座のビルの屋上で養蜂を行う。「東京の中心地には農薬を
使用しない蜜源が多く、良い養蜂地になる。」ある養蜂業者のこ
の一言からすべては始まった。
採取したハチミツは銀座でしか味わえない様々な商品となり国
内外のメディアで話題に。さらにミツバチをきっかけとした活動は
各地の農村と都市との交流「ファームエイド」へと展開している。

銀座ミツバチプロジェクトの結成
2006年春、銀座において食に関する団体や銀座の街の歴
史・文化を学ぶ団体の有志が中心となって、銀座3丁目「紙パ
ルプ会館」の屋上でミツバチを飼う「銀座ミツバチプロジェク
ト」（通称：銀ぱち）が結成された。
銀座の街の様々な街路樹のほか、皇居、浜離宮、日比谷
公園などの花を蜜源とし、専門家の指導を受けながら養蜂を
行ったところ、初年度（2006年）150キロ、次年度（2007年）260
キロの銀座産ハチミツを採取できるようになった。８年目にあ
たる2013年は１トンの採取ができている。

銀座で採蜜されたハチミツ

銀座産ハチミツが生み出すストーリー
採取されたハチミツは、老舗バーのカクテルとして、銀座の
有名なケーキ店や和菓子店のスイーツの原料として、多くの
方々に提供されるようになった。
また、ミツバチにより花が確実に受粉することで木々に実が
数寄屋橋公園前イベントでのティスティング
なり、それを鳥が食べに戻って来て、銀座にサスティナブル
（持続可能）な世界が戻ってきた。
ミツバチをきっかけにした活動は更なる発展を遂げ、2008年
に始まった「ファームエイド銀座」に繋がっていくことになる。
「ファームエイド銀座」は、紙パルプ会館で年に4回開催される
イベント。
都市で何気なく食べているものには、里山・奥山・海など、た
くさんの地域や人が関わっていることを再認識し、その地域
や人を銀座から応援するという趣旨のもと、地域物産展、屋
上ミツバチ見学会、食や環境のフォーラムなどのプログラム
を実施している。
銀座産のハチミツは、その生産量や価格の面からハチミ
ツ単体ではビジネスになりづらいが、「銀座に来なければ買え
ない」ことを商品化の条件とすることにより、銀座で採れたハ
養蜂の様子
チミツを銀座の“技”で商品にするというストーリーが生まれた。
このストーリーに共感、賛同する企業、団体等が続々と名乗
りを上げ、銀座のまちおこしにつながっている。
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「その地域ならではの高品質な農産物を、地域ならで
はの技術によって商品化し、地域において販売する」とい
う取組は各地で行われている。しかしながら、環境の影響
をうけやすい「ミツバチ」という環境指標生物をそのストー
リーの中心に据え、生産・商品化・販売のすべてを銀座の
街のなかで行うという点で、銀ぱちはＳＢ/ＣＢの事業モデ
ルとして注目すべきものだ。

採密作業の様子

Point

「銀ぱちモデル」が日本各地へ
様々な銀ぱちの活動は、国内外のメディアや様々な地
域からの注目を集めており、銀ぱちモデルを地域活性化
に取り入れようとする動きも増えてきている。
2011、2012年度、銀ぱちは経済産業省のソーシャルビジ
ネス・企業連携支援機能強化費補助金を活用し、「銀ぱち
モデル」を札幌市、仙台市、福島市、須賀川市、名古屋市、
小倉市の地域に移転する取組を行った。
この他にも、東京都内の中延、自由が丘、多摩センター、
日本橋、江古田、池袋の他、盛岡市、仙台市、横浜市、大
分市等、日本全国で様々なミツバチプロジェクトが派生し
ている。
このように移転先の地域特性、受け皿団体の特性等に
応じて様々に姿を変えながら、都市・農村交流を基本とし
た取組が根付きつつあり、銀ぱちモデルは、今まさに日本
各地で更なる発展を遂げようとしている。

ポイント

地域のまちおこしに貢献
はちみつを結節点としてスイーツ、
カクテル、石けん、ミツロウろうそく
等の銀座でしか手に入らないコラ
ボレーション商品を開発し、まちお
こしに貢献。銀座の老舗有名店等
との人的つながりがキーポイント。

都市・農村交流に展開
都市・農村交流を目的に地域に
埋もれている特産品の紹介するイ
ベント「ファームエイド」を開催。単
なる養蜂から新たな展開へ。

広報にチカラを入れる
開発した商品の紹介といったト
ピック的な情報だけでなく、小さな
イベント等であってもプレスへの広
報やウェブサイト更新を行い、常
に新たな情報を発信し続けている。

●NPO法人銀座ミツバチ
プロジェクト
●理事長：高安 和夫
●設立年 ： 2006年
●東京都中央区銀座3-9-11
紙パルプ会館10階
●TEL :03-3543-8201
●FAX:03-3563-8116
●URL:http://www.gin-pachi.jp/
●事業内容：養蜂業、商品開発等
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