
 かつての横浜市寿町は、高度成長期に湧き、日雇い労働者
の街として栄えていたが、オイルショック以降、不景気や作業行
程の機械化の流れを経て、急激に衰退した。その後、ホームレ
スや不法投棄に悩まされる地域に変貌していった。現在は当時
の労働者を中心に急速な高齢化が進んだ結果、住民の50％強
が65歳以上、８割が生活保護を受けて生活をする弱者地域と

なっている。徒歩５分圏内にある、中華街や元町とは一線を画し
ている。以前に建築設計を営んでいた岡部さんが代表を務める
コトラボ合同会社（以下「コトラボ」）は「コトづくり」を通じて街のイ
メージアップと地域の元気づくりを行っている。 
 以下、コトラボの行う事業の一端を紹介する。 

コトラボ 合同会社 

～建築の知識とビジネスの力で地域活性化と住環境の向上を目指す～ 

空きドヤを観光客向けに再価値化 
（ホステル事業） 
 

コトラボ合同会社が運営する「ヨコハマホステ
ルビレッジ」 

 町内には古くから労働者向けの簡易宿泊所（以下「ド
ヤ」）が多くあり、大阪のあいりん地区・東京の山谷に次
いで、三大ドヤ街の一つとして数えられるものの、昨今は
合計約8,500室のうち２割近くが空き部屋となっている。コ
トラボでは、空き部屋を地域資源と捉え、自身が持つ建築
のノウハウと併せてホステル事業を立ち上げた。ホステル
事業は、ドヤの空き部屋・施設をオーナーと協働で快適な
空間に改装。広報・集客・運営をコトラボが担当して、売
上を折半する仕組みである。国内外向けのHP立ち上げや、
海外のホステルポータルサイトへの登録、英語対応も可能
にするなどの環境整備を行った結果、外国人のバックパッ
カー（低予算観光客）や若い女性の利用者が現れるように
なった。一昔前では考えられなかった光景だ。 

空き家を学生の学舎に再価値化 
（カドベヤ事業） 
 

 地域周辺で空いている一戸建ても、学生やゼミ向けにレ
ンタルするスペースとして活用することで再価値化した。
学生は様々な地域課題を抱える同地域内の場所を学舎とす
ることで、座学のみでは得られない実体験を通じた研究が
行える。一方、街には学生と住民との交流が生まれ、小規
模イベントなどを通じて街のにぎわい創出につながってい
る。学生が利用しない時間は、通常のレンタルスペースと
して貸し出すことで、収入の底上げにも一役買っている。 
 

代表社員の岡部さん 

学生インターンと一緒に改装した受付の壁に
は、国内外からの利用客の写真が貼り出され
ている 
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売上半減で経営危機に 

 コトラボの経営は、現在では住民や学生を中心に、行政や
他団体と協力してイベントを行うこともあるなど事業基盤が安
定してきたが、2008年のリーマンショック後には、ホステル事業
の売上が半減し、簡易宿泊所との委託契約数も減少するなど
して、非常に厳しい状況にさらされた。ほかにも、空き部屋をホ
ステルとして利用するより、派遣村などを経て急増した生活保
護者の受入に利用した方が利益率で優れていて、一部の提携
オーナーが離れていったことも経営難になった一因である。 
 

●コトラボ合同会社 

●代表社員：岡部 友彦 

●設立年：2007年 

●神奈川県横浜市中区不老町 

    3-14-5-302 

●TEL :045-663-3696 

●FAX:045-663-369 

● URL：http://koto-lab.com/ 

  参考：ヨコハマホステルビレッジ                     

  http://yokohama.hostelvillage.com 

●事業内容：ホステル事業、カドベヤ

事業、 まちづくりコンサルティング等 

 

簡易宿泊所「ドヤ」が学生の学びの場に 

 この難局を乗り越えたのは、地元の中間支援組織の後押
しで大学と連携したことがきっかけだった。ホステルで旅
行者の流れを作ったのと同じ様に、学生達の流れを作って
いくことができないかと考えていた中で、慶應義塾大学と
連携して街に拠点を一つ構築した。現在のカドベヤ事業で
ある。このプロジェクト終了後も、他大学のゼミや一般に
レンタル提供できることで収益を得られる機会が増えた。
この取組は現在の学生インターンの受け入れにつながって
おり、日々の業務や各種イベントを一緒に行うことで担い
手として巻き込むスタイルができている。今では、「ホス
テル」の受付スペースや「カドベヤ（貸しスペース）」の
空き時間を利用して「ひと月まとめた誕生パーティ」や
「ワンコイン英会話教室」などのイベントを展開している。
そうすることで、旅行者や学生とは違った人々もこの街へ
入ってくるきっかけが生まれるように心掛けている。 
 

大学と連携して新事業を立ち上げ 

 コトラボの強みは、地域資源を人と違う視点で「再価値
化」できる自由な発想と事業を組み立てる際の理念である。
代表の岡部さんは、「社会的コストを下げる」「多様な働
き方（居場所）（やり甲斐）を創る」という考えを「利益
を上げること」と同様に重視して事業に臨んでいる。若い
人が街に根付き、高齢者と交流すれば、いきがい・健康に
つながり、社会保障費の抑制につながる。新しい事業が生
まれれば、経済の活性化につながる。言い換えれば、いか
に地域の持続性を保つことに貢献できるかということであ
り、行政や大学・メディアから注目される結果につながっ
ている。コトラボは、これからも地域の資源を「再価値
化」し、人を巻き込む新しい「コトづくり」を続けていく。 

強みを生かして 

遊休不動産の活用 

外国人観光客の誘致に成功 

コトづくりでコミュニティ再生 

  不動産オーナ－と協働し、ター
ゲットを変え再価値化を実現。 

 英語対応を可能にすることで、利
用客の４割を占める外国人観光客
の誘致に成功。地域経済活性化
およびイメージアップに貢献。 

 学生インターンや地域団体等と
協力し、地域住民と若者の交流イ
ベントを実施。高齢者のいきがい
づくりを目指している。 

Point 
ポイント 
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 ニュープラネット合同会社が運営するレストラン“全国うまい
もの交流サロンNAMIHEI（以下「なみへい」）”では、「東京から

故郷おこし」をコンセプトとし、月替わりで地域の特産品を活か
したコース料理や郷土料理・お酒をリーズナブルな価格で提供
するほか、要望に応じて地域PRイベントの企画・レストランの
貸し出しを行い、地域と首都圏をつなげる場となっている。 

ニュープラネット 合同会社 
 
（全国うまいもの交流サロン NAMIHEI） 

～「東京から地域おこし」地域の生産者に少しでも現金を～ 

都心から地域の情報を発信する 
コミュニティレストラン 
 

ニュープラネット合同会社が運営する
「NAMIHEI（なみへい）」の外観 

 なみへいで提供されるコース料理は地域の特産物や郷土料
理から作られた７～８品から構成されており、対象地域の酒造
から仕入れた日本酒や地ビールとあわせて楽しむことができる。
対象地域はキャンペーン毎に市町村単位で決められ、その地
域の特色や特産品・文化を来店客に案内をする。一ヶ月あたり
500人を数える来店客の内訳は、近隣の会社に勤める人や住

民が対象地域を知る機会として楽しんでいるほか、対象地域
の出身者が知人に故郷を紹介したり、同郷のなじみが集まっ
て懐かしむ場として好評を得ている。  
 経営の方針として、東京から少しでも現金が流れ、地域の生
産者を応援するという店のコンセプトを理解してくれる方に来て
もらいたいことから飲食店ポータルサイトには載せず、集客活
動は口コミや地域・食材の紹介をメールマガジン等での発信に
限って行っている。  
 こうしたなみへいの取組が評価され、自治体からキャンペー
ンの対象地域に取り上げてほしいという依頼も来るようになっ
たため、要望に応える“アンテナショップ＆レストラン”という自
治体や生産者団体向けの複合的な新サービスを設け、提供す
ることで自治体の産業振興を支援するようになった。申し込ん
だ自治体はキャンペーンに取り上げられるほか、店内で特産
品の物販やなみへいのネットワークを通じて広く地域をPRする
ことができる。 
  中でも特徴的なのは、厨房も含めてレストランを貸し出す
サービス。主に地域産品をPRするイベント会場として利用され

るが、主催する自治体等は地元の料理人を連れてきて、食材
をその場で調理してイベント参加者に振る舞うなど、趣向を凝
らした演出ができる。   
 2014年３月現在、支援した地域は55にわたり、マーケティン
グのための試食会や交流会、マスコミ向けの地域PRやIUター

ンの説明会（地元食材を使ったランチを振る舞う）などで利用さ
れた。 

代表社員の川野さん 

店内の様子。地域産品の委託販売をしている
専用のコーナーを設けている。 

事例 

５ 

9 コミュニティビジネス 事例集2014 
 

な  み  へ  い 
 



起業した経緯・きっかけ 

 代表の川野さんは以前起業支援のNPO法人を運営していた

が、地元の知り合いを通じて故郷の農業・漁業が急速に疲弊し
ていることを知り、少しでも故郷の地域おこしに貢献したいと考
えた。その後、「首都圏には故郷を応援したいがどうしたらいい
かわからない、また郷土料理を恋しいと感じている人は多いは
ず」と、飲食店の起業に至った。 
  
 開業資金は過去に起業支援を行った経営者23人から「川野

さんのやることなら」と出資を募ることができた。出資者からは
地域おこしに専念して欲しいと言われており、配当実績は無い
が、毎月の事業報告を欠かしたことはない。 
  
 開業したのは2007年８月。川野さんには飲食店経営のノウハ

ウは全く無かったが、なみへいのコンセプトを理解してくれる人
の叱咤激励もあり、持ち前の行動力もあわせて数え切れない
ほどの課題や失敗を糧にして事業を継続・発展させてきた。今
では「思いだけでは事業を継続させることはできない。お金を
落としてくれる人を喜ばせることも同じだけ大事」と考え、理念
の実現と持続可能な経営の両立を心掛けている。 

●ニュープラネット合同会社 
●設立：2007年 
●代表社員：川野 真理子 
●東京都中央区日本橋本石町 
  4－2－6神田ＧＭビル１Ｆ 

● TEL：03-6666-5963 
● FAX：03-6666-5964 
●URL:http://www.namihei5963.
com/ 
●事業内容：郷土料理や日本各
地の特産物を扱った食事の提供、
地域産品ＰＲ希望者への店貸し・
厨房貸し、アンテナショップ 
 

地域の生産者を応援 

地酒の品揃えにこだわり 

コくりでコミュニティ再生 

 食材は生産者から値引きせずに
定価で直接仕入れるとともに、自
治体等から協賛金を得ることでの
利益確保、生産者の応援とリ－ズ
ナブルなコース料理の価格維持を
両立している。 

 日本酒・地ビールの品揃えも月
毎に変えている。ときには直接酒
造と交渉して仕入れることも。 

 地方出身者の飲食店経営者に
出身地の食材を使った新メニュー
の開発を働きかけ、共同で地域
キャンペーンを過去に実施。共催
した経営者からは「故郷を応援で
きて良かった」と好評を得た。 

Point 
ポイント 

なみへいのコース料理の一例。
お手製の箸袋には対象地域の
観光情報や特産物の紹介を載
せている。  地方の漁業組合によるマグロ解体ショーの様子。イ

ベント参加者に振る舞われました。  

10 



  「この（説明パネルの）写真の人は、左官全技連マイス
ターで、確かな漆喰壁の技術をもっているんです」「この職人
さんは、きめ細かく水回りの相談にのってくれます。バイクが
趣味で、部品から一台バイクを組み上げてしまうような魅力
ある方です」「この5種類の畳、どれが一番高いと思います
か」一風変わった案内が聞けるカフェがある。2013年4月に
桐生市本町六丁目商店街にオープンした「カフェプラット」で
ある。建築設計や建具等の設置・販売を営む大𣘺（おおは
し）さんが、「職人と地域の消費者をつなぐ」ことを目標とし、
自社の一部門として空き店舗を地元の大工や左官の協力を
得て、改装・開業した。ここでは、「地元の腕のいい職人さん
を知りたい」「家の改修を、どこに相談したらいいかわからな
い」といった地域住民のお困りごとに、相談対応や職人を紹
介することで応えている。 

有限会社 リビングオオハシ 
（カフェ プラット） 

～地域職人と地域消費者をつなぐ－まちなかカフェ－～ 

本町六丁目商店街内にある「カフェプラット」 

 商店街に面する、広さ30㎡ほどの店内では、壁面に24の
ブースが設けられ、それぞれ職人の顔写真や得意とする技術
や趣味が書かれた説明パネルの掲示及び名刺やパンフレッ
ト・サンプル・商品が置かれている。出展されているのは、左
官や塗装、配電工事などの建築関係を中心に、パンやうどん
等の食品、アクセサリーや小物までと多種にわたる。これは、
立ち上げ時の理念である「気軽に立ち寄れる衣・食・住のプ
ラットフォームづくり」を意識したラインナップである。ブースあ
たり月３千円で貸し出されているが、近年よく見かける小箱
ショップとは違い、売上ごとの成果報酬は取っていない。工事
等の価格交渉に影響が及ぶのを防ぐためだ。カフェに訪れる
多くは、商店街での買い物客や散歩をしている地域住民。ま
れにインターネットでの紹介記事を見かけて、直接来店する顧
客もいる。来店客の相談を親身に聞くうちに、オープンから４ヶ
月経った時点でブース展示している職人達に一通り仕事を紹
介することが出来た。出展者が一堂に会する交流会もこのカ
フェで開催することもあり、実は地域内で広がりにくい、「職人
同士のつながりができたことも成果の一つ」と大𣘺さんは言う。 
 

代表取締役の大𣘺さん
（写真左） 

説明パネルが張られた展示ブース 

手書きの看板広告。これを見て買い物客が相
談に来ることも。 

職人の個性を伝える小箱ショップ 
 

 開店までの準備 
 
 事業の企画自体はぼんやりと頭の中にあったものの、商店 
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主を含めたまちづくり市民団体「かんのんまちづくりの会」の定例
会で、賛同を得るために企画を提案したときは、見通しの甘さを
厳しく指摘された。その後、1年間事業計画を練り直し、職人仲
間に呼びかけて出展者を発掘するなどの準備を必要とした。 
 
 

●有限会社リビングオオハシ 
  （カフェプラット） 
●代表取締役：大𣘺 知岳 
●設立年：2006年 
●群馬県桐生市錦町1－8－17    
 （カフェプラット群馬県桐生市  
 本町六丁目商店街内） 
●TEL :0277-45-2986 
●FAX:0277-45-2986 
●事業内容：建築設計、建具等置・ 
  販売、レンタルスペース運営、カ 
  フェ事業等 
 

カフェ店内の様子 地域の祭りの時は飲食で
きるスペースとして無料開放する 

 リーマンショック後、建築業界では、全国の新築着工戸数は大
幅に減少し、競争が激化した結果、元請けからの受注は、件数・
利益率ともに減少を続けてきた。環境の変化に伴い、地域の工
務店は、自ら最終消費者への営業スキルを高めるなど変革の
必要性があったものの、それまで小規模の工務店は限られた元
請けへの営業経験しかなく、新規顧客の開拓に苦悩する事業者
は多い。今までも、ネット上で、近隣の工務店を検索し、サイト内
の口コミで信用を測ることができるサービスはあったが、カフェプ
ラットのように、地域職人の技術と魅力を同時に発信し訴えかけ
るような取組は、地域住民のニーズを地域の職人につなげると
いう意味で、まったく新しい可能性を秘めている。  
 地域の職人は、その地域に根を張り、遠方へ移転がしづらい。
言い換えれば地域の顧客に対して、いい加減な仕事ができず、
その分、専門技術やアフターフォローなどで大手ハウスメーカー
と差別化が図りやすい一面もある。 

地域職人の新規顧客獲得のツールとして 

 カフェプラット開店からの期間が短いため、「現在の課題は実
績を積み地域に認知されていくことです」と大𣘺さんは言う。今後
新たに別の空き店舗に時間貸しアイランドキッチンを置いたシェ
アスペースをつくる計画を立てており、主婦の集いの場を提供す
るとともに、製品の展示スペースを設置する予定。これにより一
層消費者と職人との距離が近づくことが期待される。カフェプラッ
トの今後の目標は、新しいコミュニティを形成しながら、職人と住
民を近づけていくことであり、地域活性化を図っていく注目のモ
デルである。 

おせっかいなアンテナショップを目指して 

まちづくり市民団体の支援 

地域内での経済循環に貢献 

持続可能な事業モデル 

  商店街経営者も多く参加してい
る「かんのんまちづくりの会」の支
援を得て、事業モデルを磨き上げ
た。 

 住宅改修などで身近な職人に直
接仕事を頼みたい消費者ニーズと
新規開拓を図りたい地域の職人と
をつなげることで、地域内経済循
環に貢献。 

 レンタルスペースは賃料のみで、
売り上げた際の手数料は取らない
ことで、出展しやすくして、空きス
ペースを解消している。店番は職
人仲間が持ち回りで担当し、ラン
ニングコストを抑えている。 

Point 
ポイント 
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