
	 第1節	 地域社会への貢献性に意義や価値観を見出している事例

本節では、地域社会への貢献性に意義や価値観を見出している小規模事業者について下記の4事例を
紹介する。

事例2-3-1 株式会社柚りっ子（徳島県徳島市）
  　代表取締役　三澤　澄江　氏

  〈食品加工販売業〉

事例2-3-2 株式会社サンクラッド（香川県高松市）
  　代表取締役　馬場　加奈子　氏

  〈学生服の買取り販売・開業支援事業〉

事例2-3-3 株式会社幸呼来Japan（岩手県盛岡市）
  　代表取締役　石頭　悦　氏

  〈裂き織り製品の製作・販売〉

事例2-3-4 株式会社エヌ・ツー・エンジニアリング（茨城県坂東市）
  　代表取締役　並木　陽子　氏

  〈電気機器などの組立・製造、物流業務の受託〉
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第3章 地域経済の活性化に資する 
事業活動の推進

本章では、地域経済の活性化に資する事業活動の推進の観点に立ち、「地域社会への
貢献性に意義や価値観を見出している事例」、「地域ブランド化や地域ブランドを活用
した事業に取り組んでいる事例」、「地域振興や賑わいの創出に取り組んでいる事例」
の全11事例を紹介する。
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◆事業の背景
お礼の代わりにユズみそをプレゼント。 
好評のあまり購入希望者も続出。

会社を定年退職し、どんなセカンド・ライフを過ごすか
は人それぞれ。退職金や年金でのんびり暮らす人もいれ
ば、ほかの会社に再就職して現役を続ける人もいる。
徳島県徳島市、ユズを使った加工食品を製造する株式
会社柚りっ子・代表取締役の三澤澄江氏は、37年間務め
た「徳島県食糧卸協同組合」を平成7年に定年退職し、
のんびりと趣味や旅行を楽しむつもりだったはずが、平成
19年に同社を設立した。
「25年前に主人を亡くし、3人の子どもたちも独立してい
たので、自由気ままな生活を送っていました。ところが、
あるボランディアにかかわったことで、起業することになっ
てしまって……。」
三澤氏がかかわったボランティアとは、徳島に流れる吉
野川の源泉を守ろうという『吉野川源水をはぐくむ会』。
吉野川の上流に住む方たちは、下流で生活している人た
ちを意識して川をきれいに使っているという話を聞き、「何
か力になりたい」という思いから、事務局で書記を務め始
めた。
「募金活動を行うと、会の設立当初はすぐに集まったの
ですが、3年、4年と続けていくうちに、集まりが悪くなっ
ていきました。私は少しでも多くのお金を贈りたいという
気持ちが強かったので、お会いする方にいつも1口1,000
円の募金をお願いしていたんです。でも、お願いばかりで
は申し訳ないので、手作りのユズみそをプレゼントしてい
ました。」
ユズの産地である徳島では、みそとユズをあわせた保
存食『ユズみそ』を作る家庭が多く、三澤氏も昔からユ
ズみそを作っては、知り合いに配っていた。本人にとって
は“いつもの通り”、お礼をかねて手作りのユズみそを渡し
ていたのだ。
「この活動のほかに、高齢者の方たちに元気になってい
ただきたくて、みんなで童謡を歌う『徳島ハーモニーネッ
トワーク』という会も設立して活動していました。その会
の関係者にも、軽いお礼の代わりにユズみそをお配りして
いました。年間1,000個以上作っていたと思います。そん

なことをしていたら、『もらってばかりでは悪いから、今度
は買わせてほしい』、『おいしいかったから買わせて』とい
う声が大きくなって。最初は“材料費の足しにでもなれば”
と軽い気持ちで売り始めたのです。」

◆事業の転機
知り合いからの感謝の気持ちにやりがいを感じ、 
ユズ農家を助けたい気持ちが背中を押す。

購入希望者だけに販売していたところ、「亡くなったお
じいちゃんが、人生の最後をこのユズみそに支えてもらっ
たと言っていました。ありがとうね」、「風邪をひいて食欲
がないときも、これがあるとご飯を食べられる」という感
謝の声が集まってきたという。そんなある日、果汁をし
ぼった後のユズの皮が大量のゴミとして破棄され、問題視
されている新聞記事が目に止まった。
「ユズみそはユズの皮を使って作るので、それを安価で
買い取ればゴミの削減になる」と事業化することを真剣に
考え始めたという。ところが、果汁をしぼった後の皮はす
ぐに酸化してしまうため、材料として使えないことがわかっ
た。そこで三澤氏はユズの産地を訪ねるのだが、そこで
起業を決意させる出来事に遭遇した。
「何気ない気持ちでユズ山を歩いていると、農家のおじ
いさんに会ったんです。ユズを譲っていただけませんかと
声をかけると『好きなだけ持っていっていね（「いね」は
「帰れ」という方言）』。それでコンテナいっぱいにユズを
採って、お金をお支払いしようとしたら、『金くれるんけ』
と顔をくしゃくしゃにしながら喜んでくれました。ユズの価
格が低く、収穫しても赤字だったので、この農家ではユズ
はお荷物だったようなんです。それなら、私が商品化して
ユズを買い取れば、もっと笑顔になれる人が増えるじゃな
いですか。」
経営の経験はなく、不安はあったが、「助けてあげたい」

という気持ちが背中を押した。

事　例 2-3-1：株式会社 柚りっ子 （徳島県徳島市）
（食品加工販売業）
〈従業員5名、資本金150万円〉

「ユズ農家の、そしてお客さまの笑顔が見たい」 
「国産、無農薬にこだわり突き進む」

代表取締役　三澤澄江 氏
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◆事業の飛躍
素材は国産・無農薬・無添加。 
こだわりぬいて華々しくデビュー。

一般的にユズみそは、ユズの皮しか使用しない。しか
し三澤氏は、「実を捨てたらゴミになるし、もったいない。
実からはユズ酢を作り、皮と一緒に混ぜてしまえばムダが
ない」という発想から、ユズをまるごと使用している。さ
らに素材自体へのこだわりも強い。
「商品化を始めたころ、中国などの食品問題が大きく報
道されていました。家庭で作っていたときは市販のみそを
使っていたのですが、どこで生産された材料を使い、どん
な加工がされてきたのか、パッケージを見ても分からない
ことに不安を感じるようになりました。そこで、知人のつて
で、おみそ屋さんをご紹介いただき、この商品のためにみ
そを作ってもらうことにしたんです。」
当然、ユズも無農薬。現在はユズみそ以外にもユズを
使った多くの商品を生産・販売しているが、どれも無農薬、
無添加。コストや手間がかかっても、それだけは守りたい
という。
そもそもユズみそ自体は多くの企業が商品化し、徳島県
内のお土産店などで売られている。そんな競争のなかに、
愛情を注いだユズみそを送り出すからこそ、差別化のため
に商品名にもこだわり、「ゆずりあい」の意味を込め、『柚
りっ子』と名付けたのだ。
自信を持って商品化された『柚りっ子』は、消費者が
買いたい商品をクローズアップする『良品工房』の推薦
を受けて、新宿伊勢丹（東京都）で販売された。実に華々
しいデビューである。その後も、有名バイヤーの目に止ま

り、大阪の近鉄百貨店で販売されたり、俳優の永島敏行
氏に気に入られて、彼が主催する青空市場に出店したりと
販路は次第に開けていった。

◆今後の展開と課題
赤字続きでもひたすら努力。 
たくさんの人の笑顔のために。

しかし、現実はなかなか厳しかった。お客さまからはも
ちろん、百貨店やスーパーのバイヤーからの評判も上々。
情報誌に商品が紹介されるだけでなく、三澤氏の活動が
新聞や雑誌で取材されることも多かった。さらに一昨年は、
インドネシアで開催された『アジア太平洋経済協力会議』
のセミナーに招待されてスピーチをし、昨年から今年にか
けては全国で講演を行っている。それでも売れ行きは今
一歩で、せっかく農家から仕入れた良質のユズが無駄に
なることもあったという。
「まだまだ知名度が足りません。でも、食べられた方を
笑顔にできる商品ということには自信があります。1人でも
多くの方に『柚りっ子』を知っていただき、1人でも多く
の方を笑顔にしたいですね。」
今でも最初に出会った農家のおじいちゃんの笑顔が忘れ

られないという三澤氏。多く人の笑顔のために、自分を信
じ、商品を信じ、今日もPRに努めている。

ユズみそ以外にも多数の商品を展開
無農薬の国産品素材を使った『柚りっ子』

加工工場で商品をパック中
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◆事業の背景
崩壊した“お下がりネットワーク”。 
多くのお母さんが持つ悩みを実感。

「隣のお兄ちゃんが中学校を卒業するから、学生服をい
ただいたわよ。今着ているのが小さくなったけれど、買い
替えなくてすんで助かったわ。」
近所の知り合いから学生服のお下がりを譲り受ける。そ

んな“お下がりネットワーク”はよく見られる光景だった。と
ころが「最近は働くお母さんが増えたせいか、お母さん同
士のつながりが希薄になって、お下がりをお願いできる人
がいないどころか、近所の人と話をする機会も減っている
ようです」と話すのは、香川県高松市で学生服の買取り
販売を行っている馬場加奈子氏。平成23年1月に『学生
服リユースShop さくらや』を開業、平成25年3月には経
営母体として株式会社サンクラッドを設立し、子育て中の
主婦でも経営できる『さくらや学生服開業支援』もスター
トさせた。
そもそも馬場氏が起業したのは自身の体験からだった。
3人の子どもを持つシングルマザーで、家計が厳しいとき
に限って、学生服を買い替えなければならないことがあっ
たという。
「お下がりをもらう知り合いもいないし、リサイクルショッ
プでも学生服は扱っていませんでした。その悩みを会社の
同僚に話したところ、同じ悩みを持っている人が意外に多
いことが分かりました。」
学生服のリユースショップがないなら作ってしまおうと、
会社を辞め、貯蓄を切り崩しながら平成22年夏に自宅で
細々と買取り販売を始めた。しかし会社の実態がなく、「学
生服買い取ります」の案内を配っても怪しまれるだけ。
まったく事業として成り立たなかった。

◆事業の転機
ポスティングとブログで注目をあび、 
口コミの力でお母さんたちに広まる。

起業や経営の知識はなく、販売のノウハウもない。それ
でも、お母さんたちの信用を得るために、日本政策金融
公庫からの融資300万円を資金に店舗を借り、『さくらや』

を開業。開店前に5,000円の受講料で受けたブログ講習の
知識を役立て、ブログに力を注ぎ、並行してチラシの配布
もコツコツと続けた。
「1月の雪が降る日の夜、当時小学生だった次女と幼稚
園の長男と一緒に、手作りのチラシをポスト投函していた
のです。何度もくじけそうになりましたが、寒さのなかで
がんばる子どもたちの姿を見て、“私がくじけてどうする”
と気持ちを奮い立たせたことを覚えています。」
やがて卒入学シーズンを迎え、一人、二人とお客さま

が訪ねて来るように。すると、口コミによるものか、利用
者は一気に増えていく。また、マメに更新を続けていたブ
ログがマスコミの目に留まり、新聞や雑誌にお店が取り上
げられるようにもなった。
「最初の頃に来てくれたお母さんが、チラシを手に持ち
ながら、『こんなお店欲しかったのよ』と言ってくださって、
本当にうれしかったのを今でも覚えています。」
オープン時、販売用の学生服の在庫数はたった50着、
お客さまがいらしても売る商品がないときもあったという。
しかしお母さんたちも、思い出の詰まった学生服の処分に
困っていたようで、「単にゴミ袋に入れて捨てるのは忍び
なかった。誰かがまた着てくれるならそのほうがいい」と、
お店に持ち込む人が増えていった。学生服以外の取り扱
いアイテムも増え、ワイシャツ、ポロシャツ、体育着、鞄
ほか学校用品全般に広がり、今では約8,000着にまで商品
点数は充実した。

幼稚園から高校まで学校着が並ぶ

事　例 2-3-2：株式会社サンクラッド （香川県高松市）
（学生服の買取り販売・開業支援事業）
〈従業員1名、資本金50万円〉

「“お母さんの悩み”から生まれた学生服リユース店」 
「社会・地域・主婦を支援するFC展開も開始」

代表取締役　馬場加奈子 氏
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◆事業の飛躍
地域の障がい者施設と高齢者を支援。 
レジ前がお母さんたちの情報基地。

学生服のリユースを始めるにあたり、馬場氏は、それを
着る子どもの気持ちを考えた。
「リサイクル品だからこそ気持ちよく着てほしい。ほつれ
は修繕し、洗濯やクリーニングもきちんとしています。」
クリーニングは、地元の大手クリーニングチェーン店に
お願いし、安価での取引を成立させた。また、クリーニン
グに出すほどでもない商品の洗濯や修繕、名前の刺繍を
取る作業は、障がい者施設や地元の高齢者にお願いをし
ている。
「長女が障がいを持っているのですが、彼女が通う施設
では仕事が少なくて困っていたんです。そこで障がい者の
就労支援もかねて、商品の洗濯をお願いすることにしまし
た。また、『ネーム刺繍を取るのがたいへん』と、ある高
齢のお客さまに話をしたら、『私がやってあげるわよ』と。
ほかの方にも声をかけると、時間をもてあましているし、
少しでもアルバイト料が入れば、孫に何か買ってあげられ
ると喜んでくださいました。生きがい支援にもなりますか
ら、高齢者の方に修繕や刺繍取りをお願いしています。」
地元の学校の学生服を取り扱っているのだから地域との
関係は重要だ。しかしそれ以上に、社会貢献、地域貢献
に結びつけることができてうれしい、と馬場氏はいう。
さらに、お母さんたちにとって、『さくらや』は“学校の
情報”を得られる貴重な存在でもある。個人情報の問題か
らクラスの連絡網がない学校が増えているうえ、仕事を
持っていて学校行事になかなか参加できないお母さんが
多いため、“子どもが通っている学校の情報”を知る術が
少ないという。
「A高校ではポロシャツはいいけど半袖のワイシャツは
ダメ、B高校では体操着のラインは2本など、学校ごとに
決まりがありますが、子どもの学校の規定が分からないお
母さんがたくさんいます。そんなときは学校名さえ分かれ
ば、こちらからアドバイスもできます。また、C男子校で
は、日焼けするからと夏でも半袖のワイシャツを着る男子
生徒は少ないなど、レアな情報もたくさんあって。そんな

情報はなかなか入手できませんよね。」
レジの前は「うちの学校は～」という会話が飛びかう、
貴重なコミュニケーションの場所だ。学校の情報を収集す
るのは、スタッフにとってもなかなか困難な作業ではある
が、そこで集約された情報をお母さんたちへ発信し、働く
お母さんをサポートしている。

◆今後の展開と課題
子育て中のお母さんのために、 
開業支援を展開。

現在、『さくらや』は全国でフランチャイズチェーン店
（開業支援する店舗）を募集している。これは、自分のよ
うに子育てをしながら働きたいと思っているお母さんを支
援する気持ちから始めたという。
「私は起業するに当たり、子どもたちとの時間を第一に
考えました。一緒にご飯を食べ、宿題をみてあげられる生
活ができる仕事。たとえば、今の店舗は、子どもが学校か
ら帰ってくる時間にあわせて営業時間を10時から15時に
していますし、土曜日はお店に子どもを連れてきます。そ
れが可能な経営ノウハウを教えて、少しでも子育て中のお
母さんのサポートができればと思います。」
平成24年には、香川県主催の『かがわビジネスモデ

ル・チャレンジコンペ2012』に応募し、最優秀賞を受賞
した。開業する店舗の負担を減らすために、その賞金300
万円で入荷や出荷の管理システムを構築。万全の態勢を
整えた。
「たいしたことはしていません。自分が困ったことや、
やってほしいことをやっているだけ。」
お母さんの視線で事業を展開しているからこそ、お母さ

んたちの心をつかんでいるのだろう。

レジの前がお母さんのコミュニケーションの場所

高齢者の方にお願いして刺繍取り
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◆事業の背景
障がい者の高度な裂き織技術に感動し、 
事業化することを決意。

東北地方には、昔から伝わる『裂き織』という伝統技
術がある。株式会社 幸呼来Japanは、裂き織を利用した
現代的なテイストの製品を生み出す一方、障がい者雇用
を積極的に行っている会社だ。
「伝統技術」と「障がい者雇用」。一見、無関係にみえ
るこの二つが結びついたのは、平成21年、代表取締役の
石頭悦氏が岩手県内の高等支援学校を訪ねたときに遡る。
当時、住宅リフォーム会社でバリアフリー工事を担当して
いた石頭氏は、中小企業家同友会の障がい者雇用をテー
マにした施設見学に参加し、そこで初めて裂き織と出会っ
た。
「縦糸に木綿糸を使い、横糸の代わりに1センチ幅に裂
いた布を織り込んで作った生地を『裂き織』といいます。
江戸時代には木綿などの布地が貴重だったので、傷んで
使えなくなった布を裂き織にして再利用し、最後まで大事
に使っていました。支援学校では、これをカリキュラムとし
て授業に取り入れ、集中力や忍耐力を鍛えているそうで
す。私が訪ねたときは夏休みだったので、生徒さんが織
機に向かっている姿は見られませんでしたが、その作品を
見て、本当に素晴らしいと感じました。」
一度その存在を知ると、道の駅や土産物店で裂き織の
製品が目につくようになる。しかし、支援学校で見た作品
のほうがずっと緻密でレベルが高かった。「あの技術を埋
もれさせておくのは惜しい」と考えた石頭氏は、勤務先の
社長に裂き織の事業化を提案。盛岡市の緊急雇用創出事
業の補助金を得られたこともあり、オフィス2階のスペース
で、障がい者2名を含む計4名の、裂き織加工・販売事
業がスタートする。平成22年7月のことだった。

◆事業の転機
盛岡さんさ踊りの浴衣を利用して、 

「さんさ裂き織」のブランド化に成功。

伝統技術の継承といっても、事業である以上、売れる
商品を作らなければならない。注文した織機が到着し、

生産体制が整う一方、製品ブランド化のための奮闘が始
まった。
「裂き織の製品はすでにいろいろなところで売られてい
たので、差別化する必要がありました。補助金は翌年の3
月で切れてしまうので、それまでには軌道に乗せたい。そ
こで思いついたのが、盛岡さんさ踊りの浴衣を材料に使う
というアイデアです。さんさ踊りは、さまざまな企業の社
員がカラフルな浴衣で参加するのですが、浴衣が古くなっ
てもロゴ入りで思い入れもあり、簡単に捨てられないらし
いのです。」
当初は盛岡市内の企業を一軒一軒、訪ねて依頼を続け

たが、裂き織事業の認知度が低いせいか、けんもほろろ
に断られたという。それでも石頭さんは諦めず、商工会議
所内にある盛岡さんさ踊り実行委員会にかけ合った。実行
委員会の呼びかけで浴衣は集まり、『さんさ裂き織』とし
て、ブランド化に成功する。
「とにかく行動しないと何も始まりませんよね。その後も、
南部鉄器のメーカーさんとの出会いがあり、さんさ裂き織
と南部鉄器を組み合わせたインテリア照明『南部の灯火
（あかり）』を商品化することができました。」

◆事業の飛躍
東日本大震災をきっかけに法人化し、 
障がい者福祉施設として再スタート。

周囲の人たちとの出会いや協力のおかげで順調だった
裂き織事業だが、その勢いにストップをかけたのが東日本
大震災だった。勤務先の住宅リフォーム会社も業績が落

事　例 2-3-3：株式会社 幸呼来（さっこら）Japan 
 （岩手県盛岡市）
（裂き織り製品の製作・販売）
〈従業員4名、資本金10万円〉

「地元の伝統技術を通じて、 
障がい者雇用と地域活性化に挑む」

代表取締役　石頭　悦 氏

盛岡さんさ踊りの浴衣を織った『さんさ裂き織』
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ち、裂き織事業をそのままの形で維持していくのが難しく
なってしまう。
「でも、『ここでやめちゃいけない』ということは、はっ
きりしていました。障がい者雇用も厳しくなる一方だと予
想できましたし、今やめてしまってはこれまでやってきたこ
とが無駄になると思ったからです。そこで思いきって、株
式会社 幸呼来Japanとして法人化することにしました。」
それが、震災から半年後の同年9月のこと。会社名『幸
呼来』は、盛岡さんさ踊りの「サッコラ～チョイワヤッセ」
というかけ声からネーミングした。
独り立ちするからには障がい者雇用の受け皿として、

しっかりとした体制を整えなければならないと考えた石頭
氏は、平成24年4月に指定障害福祉サービス事業者就労
継続支援A型の認可を得た。指定障害福祉サービス事業
者就労継続支援A型とは、「通常の事業所に雇用されるこ
とは困難であるが、雇用契約に基づく就労が可能である者
に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要
な支援を行う事業所」のこと。専門家としてサービス管理
責任者の有資格者を置かなければならないが、偶然の出
会いから幸呼来Japanに適任者が参加してくれることにな
り、障がい者福祉施設としてスタートすることができた。
就労継続支援事業には、雇用契約を結ぶA型のほか、雇
用契約を結ばないB型の2種類があるが、受け皿を広く
設けたいという思いから、平成26年5月に同社は就労継
続支援B型の認可も得た。現在はA型9人、B型3人、ス
タッフ5人（うちサービス管理責任者1人）で運営してい
る。

◆今後の事業展開と課題
新事業で、ビジネスと福祉を 
両立させることの難しさに取り組む。

幸呼来Japanの理念は、「障がい者の安定的な雇用を
創出し、地域活性化につなげる」こと。そのためには売
上の確保が重要な課題である。そこで新たなブランド事業
としてスタートさせたのが『Panoreche（パノレーチェ）』
である。イタリア語の「panno（布）」と「orecchio（耳）」
を組み合わせた「布の耳」という意味の造語がブランド
名だ。新ブランドの特徴は、アパレルメーカーから不要に
なった生地（残反）を提供してもらい、染色や配色の工
夫などの一手間を加えることで、裂き織のファブリックとし
ての可能性を広げたこと。織り上げた生地は堅牢性が強く、
使い込むにつれて独特の風合いが増す。従来の裂き織と
はひと味違うテクスチャーは、テーブルクロスやクッション
カバー、ランプシェードなど、ファッション性の高いアイテ
ムへの展開も進んでいる。
新事業を支えているのは、東北各地の障がい者福祉作
業所と結んだネットワークで、これにより安定した生産体
制が整った。雇用を促進すると同時に、品質を落とさずに

量産していくことを可能にしたこの取り組みは、「『新しい
東北』復興ビジネスコンテスト2014」で奨励賞を受賞し
た。
「ビジネスと福祉を両立させるのは、実はとても難しいこ
とです。安定して働ける職場を提供するには、厳しいビジ
ネスの世界で通用する事業を行っていかなければならな
いからです。そのためには、安定した品質と生産性を確保
し、納期を守るシステム作りをする必要がありますが、そ
ればかりを追求するわけにもいきません。そのジレンマに
はいつも悩んでいます。『Panoreche（パノレーチェ）』は
今のところ、それを解消するための最良の手段だと思って
いますが、これからも試行錯誤しながら、障がい者も健常
者も安心して働ける環境作りに励んでいきたいと思いま
す。」

『Panoreche』ブランドのクッションカバー

幸呼来 Japan の 1 階の作業場
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◆起業の背景
やらない後悔はしたくない。 
そんなポジティブ発想が起業を決断させた。

近年、就業の意向を持つ高齢者が増えているという。
厚生労働省の『中高年者縦断調査』（平成22年）による
と、就業中の60歳から65歳の人のうち、56.7％もの人が
「65歳以降も仕事をしたい」意向を示しており、これは
「仕事をしたくない」（16.6％）を大きく上まわっている。
一方ではその思いに反し、就労し続ける厳しさがあるの

も確か。「引退後は趣味のハワイアンミュージックに浸りな
がら、のんびり過ごしたい」という夢を捨て、平成22年、
62歳で起業した、株式会社エヌ・ツー・エンジニアリング
の代表取締役である並木暘子氏も、その現実を知る一人
である。
「前職は、派遣会社の総務部長をしていました。取引先
は多方面にわたっていたのですが、そのなかに、精密機
械の組み立て作業に人材を派遣するセクションがありまし
た。リーマンショック後、大幅な人員削減を余儀なくされ、
多くの派遣スタッフに契約終了を告げたのです。なかには
お子さんが生まれたばかりの人や、家を建て大きな住宅
ローンを抱えた方もいて、一人ひとりの生活を思うとやり
切れない思いでいっぱいになりました。」
そんな辛い思いをした並木氏が退職して半年が経ったこ

ろ、当時の派遣取引先から、「精密機械の組み立て会社
を立ち上げて、業務を請け負ってくれないか」という申し
出があった。
「そのときは、本当に悩みました。年齢を考えたら、知
力も体力も不安でしたし、“果たして自分にできるのか”と
いう思いが大半を占めていました。それに、経営者となる
と従業員たちの生活に責任を負わなければなりません。そ
んな大役が務まるのか自信がありませんでした。」
不安を感じていた並木氏の背中を押したのが、一つの
信条だった。
「悩んでいたとき、辞めていった仲間たちの顔が思い浮
かびました。なかには、“まだ次の仕事が見つからない”
という人もおり、“それならば、もう一度みんなと汗をかこ
う”と思ったんです。最後は自分のなかで常々思っていた、
“やらない後悔はしたくない”という言葉が、私の背中を押

しました。」
彼女の思いに賛同した“仲間”10人が集まり、同社はス

タート。主な業務は半導体製造装置（ステッパー）の組
み立て。同社で扱う部品は、完成すると数億円にもなる機
械の重要部分にあり、もちろん組み立てには専門的な技
術が求められる。

◆事業のスタート
起業して1年後に東北大震災で被災。 
3年目からは半導体の発注も減り始める。

半導体製造装置の組み立て作業では塵埃を一切排除し
なければならない。会社設立にはまず、工業用クリーン
ルームを設置することが必要だった。また、最初の3か月
間、スタッフは半導体製造装置の組み立てに関する技術
研修を受けなければならないため、実質的な収入のない
その間の給料は並木さんが保障することになる。準備した
自己資金800万円と、日本政策金融公庫から融資を受け
た500万円は、その費用にほとんどが費やされた。
やっとの思いで創業した翌年には東日本大震災が発生。

設置したばかりのクリーンルームが損傷を受けるという打
撃を被った。幸いこの損害に対しては、平成24年に1,500
万円の東北大震災復興特別貸付を受けることができ、新
工場への移転と新たなクリーンルームの設置費用に補てん
された。売上高も初年度こそ1,500万円だったが、翌年に
は3倍以上に急成長を見せた。ところが、3年目には再び、
半導体製造の受注数が減り始める。
「半導体の発注元は国内外に及びますが、半導体事業

事　例 2-3-4：株式会社エヌ・ツー・エンジニアリング 
 （茨城県坂東市）
（電気機器などの組立・製造、物流業務の受託）
〈従業員11名、資本金300万円〉

「家族のような仲間とともに62歳で起業を決意した 
“お母さん社長”の奮闘劇」

代表取締役　並木暘子 氏

クリーンルーム内部
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そのものは日本の景気動向とはあまりリンクせず、先行き
が非常に読みにくいのです。残業をしても追いつかないほ
ど仕事に追われることもあれば、開店休業のような状態に
陥ることもありました。私にとって会社は家族のようなもの
で、私はこの大所帯の母親だと思っています。顔色が悪
い社員がいれば“何かあったの？”と声をかけるし、私生
活での悩み事を相談してくれる社員もいます。縁あってと
もに仕事をする機会を持った仲間たちを、仕事がないから
と切り捨てるようなことは、もう二度としたくありません。
“景気のいいときは人を増やし、悪いときはクビを切る”は
誰にでもできます。そうではなく、私はどんな状況でも“家
族”を守りたいと思いました。」

◆事業の成功の転機
一つの業態に固執しない姿勢が、 
会社を好転へと導いた。

並木氏は落ち込んだ業績を何とかしようと、なりふり構
わず営業に走りまわった。昔のつてや小さな糸口を探りな
がら、方々に声をかけ続ける。それが実を結び、パチン
コ台やATMに使用する部品の製作を請け負うことができ
た。さらに製造業とは別に、平成25年からは物流倉庫内
のフォークリフト作業までも請け負うようになった。それで
も、少なくなった半導体事業の穴埋めにまでは至らなかっ
たが、「暇になったからクビを切る」という事態は回避で
きた。
「弊社の強みは、どんな仕事でも引き受けること。一般
的に派遣会社に仕事を依頼すると、『昨日の今日では急す
ぎて人をまわすのはムリです』とか、『短い期間の仕事は
受けられません』などと言う会社がほとんどです。でも、
私たちの会社はどんな小さな仕事でも、儲けが少なくても
引き受けます。それが次の仕事につながる。そして私は、
社員の技術を信用しています。彼らの仕事ぶりを見てくれ
れば、必ずまた依頼が来ると信じています。」
一つの業態に固執しない。また、どんなオーダーにもで

きる限り応じる。そんな柔軟で謙虚な姿勢が、危機を乗り
越え、会社を次なる段階へと進めていったのである。

◆高齢者起業の秘訣
起業の成功は、1人でやろうと思わないこと。 
若い人から学ぶこともたくさんある。

最後に、起業を目指す中高年のために、創業の極意を
うかがった。
「企業は人なり、というじゃないですか。とにかく、“自
分1人でやろう”と思わず、“仲間と一緒にやろう”と思うこ
とが大切だと思います。“学ぶ”という言葉は、“真似る”
が始まりだともいわれています。赤ちゃんだって、人の真
似をしながら言葉を覚えていきますよね。それと同じで、

人と接していないと、人はダメになってしまいます。自分1
人でできることなんてたかが知れていますから。高齢者の
知恵と若い人のエネルギーが合わせられれば、何かでき
ると思います。そうやって必死になって仕事して、それで
もダメなときは謝ればいいんです。一生懸命やったのなら、
謝れば許してもらえるものです。」
人とのつながりを重視し、まわりの人を大切にしてきた

並木氏。現在は、ご主人とともにハワイアンバンドを組み、
ボランディアで介護施設の慰問に出かけることも増えてき
た。また、知り合いのカーテンメーカーから出る切れ端を
再利用し、エコバッグなどを作り、フリーマーケットでの
販売も始めた。多忙ななか、プライベートも充実した日々
を過ごしている。

専用の保護衣の着用が必須

社員11 名の “ 家族 ”で共同作業
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	 第2節	 地域ブランド化や地域ブランドを活用した事業に取り組んでいる事例

本節では、地域ブランド化や地域ブランドを活用した事業に積極的に取り組んでいる小規模事業者に

ついて下記の3事例を紹介する。

事例2-3-5 復幸まちづくり女川合同会社（宮城県牡鹿郡女川町）
  　代表社員　阿部　喜英氏

  〈地域ブランド推進業〉

事例2-3-6 株式会社よしもと葬祭（静岡県静岡市）
  　代表取締役社長　吉本　純子　氏

  〈葬祭業〉

事例2-3-7 潮乃家（秋田県にかほ市）
  　店主　菅原　寿宏　氏

  〈飲食業〉
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◆事業の背景
厳正な認定基準を設け、自信を持って 
お勧めできる商品を選定。

東日本大震災の被災地、女川町では現在、キリングルー
プと日本財団による『復興応援　キリン絆プロジェクト』
の支援金を財源に、水産加工品のブランド化による復興プ
ロジェクトが進行中だ。その主体となっているのが、復幸
まちづくり女川合同会社で、行政や商工会、NPO団体な
ども連携している
昔から女川町の南東・金華山沖は、世界三大漁場の一

つに数えられ、豊富な魚種による水産業と水産加工業、
養殖業が栄えてきた。しかし、津波被害は、そんな町を
一変させた。死者行方不明者数が人口の1割、建物の8
割が消失し、町外への人口流出も止まらなかった。基幹
産業である水産業も甚大な被害を受けたが、その水産業
から経済の復興を目指したのが、このブランディングプロ
ジェクトである。
ブランド名の『あがいん　おながわ』は、女川方言の

「あがいん（召し上がれ）」に英語の「again（再び）」を
掛け合わせてネーミングしたもの。事業の大きな柱の一つ
は、ブランド認定された水産加工製品をインターネット公
式ホームページ（http://store.shopping.yahoo.co.jp/
onagawa-again/）で販売することだ。ブランドの認定基
準は、女川町で水揚げされた原材料を使用するか、女川
町で製造された商品であること。その上で、県内外の“食
のスペシャリスト”で構成された女川ブランド認定委員会
に、味、パッケージ、価格のバランスを採点され、基準を
クリアしたものだけが『あがいん　おながわ』認定商品と
なる。現在、22品が認定され、発売中だ。
復幸まちづくり女川合同会社の代表社員である阿部喜
英氏は語る。
「女川港の水揚げ量は震災前と同程度か、それ以上に
まで回復し、水産加工業も持ち直してきています。女川町
にも、復興支援のボランティアの方々を含め、多くの人が
訪れてくれるようになりました。残念だったのは、町には
いろいろとお勧めしたい特産物があるのに、それらを扱う
店が離れた場所に点在しているため、なかなかすべてを
紹介できなかったことです。インターネット通販は、女川

の復興を知っていただくと同時に、そんな問題を解消する
ための取り組みで、私たちが自信を持って紹介できる商品
を厳選しています。」

◆事業の転機
物販コーナーと体験施設を併設した 

『女川水産体験館　あがいんステーション』。

プロジェクトのもう一つの柱が水産体験事業だ。平成23
年度にモニターツアーを開始したのを皮切りに、養殖ホタ
テの水揚げ・出荷体験やさんま昆布巻き作りなど、2年間
で約1,000人の参加者を集めた。
「水揚げした海の幸をすぐに加工して、付加価値をつけ
て売る水産加工業は、女川の重要な産業の一つでしたが、
震災で多くの加工会社を失いました。ただ、水産業の衰
退は震災以前からすでに始まっていた問題でもあるのです。
そこで、震災をきっかけにもう一度、未来の産業のあり方
を見直そうと取り組んだのがこの水産体験事業です。水産

事　例 2-3-5：復幸まちづくり女川合同会社 
 （宮城県牡鹿郡女川町）
（地域ブランド推進業）
〈従業員7名、資本金30万円〉

「復興後の新しい姿を内外に向けて 
アピールする女川ブランディング事業」

代表取締役　阿部喜英 氏

あがいん認定商品の『蛸のオリーブオイル漬』

さんまやさけを昆布で巻いた『リアスの詩』
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加工の現場でどんな仕事が行われているのか、体験を通
じて多くの人に知ってもらい、女川ブランドのファンを増や
し、新しく生まれ変わった女川の産業をアピールしていこ
うというわけです。」
女川復興の一翼を担うJR石巻線も平成27年3月21日に
全線運転を再開。女川駅の開業に合わせて『新生女川ま
ちびらき』のイベントが行われたほか、『女川水産体験館
　あがいんステーション』も5月にオープンする予定だ。
国道398号線沿いに旧女川駅の外観を復元した建物に

は、『あがいん　おながわ』ブランド認定商品はもちろん、
震災をきっかけに縁が結ばれた全国の“いいもの”を販売
する物販コーナー『あがいんプラザ』も置かれている。ま
た、水産学についての座学、収穫、調理体験まで、一貫
した知識の習得・体験ができる『あがいんキッチン』を
併設。小・中学校を対象にした総合学習・食育活用や企
業の被災地研修としても活用可能なプログラムを提供し、
未来に続くまちづくりの一歩を踏み出した。

◆事業の飛躍
10年後、20年後の未来を担う、 
30～40代が中心となって推進。

復幸まちづくり女川合同会社の主要メンバーは、30～40
代の女川町民。家業や勤務先での仕事をこなしながらプ
ロジェクトの推進業務を行っている。代表社員の阿部氏も、
本業は有限会社 梅丸新聞店の代表取締役だ。
「震災では家も営業所も津波に流されて、“もう商売は続
けられないだろう”と思っていました。ところが、避難所の
壁に河北新報が張りだされると、ラジオからも伝わってこ
ない近隣の情報を求めて、多くの人がその前に集まったん
です。その様子を見たときは居ても立ってもいられず、そ
のまま仙台の印刷センターまで行き、震災3日後には新聞
の配達を再開していました。」
人が集まるところに新聞の配達を続けているうち、商工
会会長の呼びかけで集まった女川町復興連絡協議会の人
たちと頻繁に顔を合わすようになった。
「協議会のメンバーは、水産業や観光業の各団体の代
表を務める年配の方々で、『若い世代の者はどう考えてい

るんだ』と意見を求められることもありました。そんなな
か、協議会の一部会としてまちづくりのソフト面を担う若手
グループを発足することになり、商工会会長の『60代以
上の者ではなく、10年後、20年後の未来を背負うお前た
ち若い世代が中心になるべきだ』という言葉を受けて、
同年代の仲間との連絡係をつとめていた私が代表に選ば
れたのです。このとき集められたのが現在の復幸まちづく
り女川合同会社のメンバーです。」
地域ブランド『あがいん　おながわ』の事業は、その

延長線上に生まれたもの。ブランディングを成功させ、復
興支援に頼ることなく事業を軌道にのせるために、阿部氏
をはじめとする復幸まちづくり女川合同会社のメンバーた
ちは日々、奔走している。

◆今後の事業展開と課題
震災による変化を、よりよい変化にするため、 
あるべき未来を真剣に考えていきたい。

プロジェクトが成功した、と誇れる日はまだまだ先のこと
だと阿部氏は言うが、『新生女川まちびらき』に多くの来
場者を集めるなど、少しずつ成果が出始めている。
「観光業においても、より多くの人が『来てみたい』と
思ってもらえる町にしたい。今は団体旅行から個人旅行へ
と旅のニーズが変化しているので、エージェントへの団体
旅行誘致などに依存することなく、個人の観光客を集める
ことができるような魅力的なまちづくりが課題です。震災
は、女川町を劇的に変化させた出来事だったことは間違
いありませんが、それをよりよい方向に変化させるチャン
スでもあります。そのためには、何を、どう変えるべきか
を真剣に考え、これからも行動していきたいと思っていま
す。」

『女川水産体験館　あがいんステーション』が 5月にオープン
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◆事業の背景
パターン化した葬儀に小さな疑問。 
お客さまそれぞれが望む葬儀があるはず。

人として生まれたからには、避けて通れないのが「葬
儀」。また、ある程度、年齢を重ねると誰しも一度や二度
は会葬する機会もあるはずだ。ところでその葬儀といえば、
どんなイメージだろう。白黒を基調とした空間や、白木の
祭壇と菊の花……。地域によって若干の違いはあるもの
の、故人をお送りするにふさわしい場として、「荘厳」、
「静寂」といった言葉が似合う意匠が施される。こういっ
た定番のスタイルは今も多く見られるが、その一方で、都
市部を中心に家族のみで故人を送る“家族葬”や、通夜、
葬儀を行わない“直葬”、従来の葬儀の形にとらわれない
“自由葬”“プロデュース葬”など、これまでになかったスタ
イルも徐々に広がりを見せている。
葬儀に対する人々の感覚が変化するなか、静岡で葬祭
業を営む株式会社よしもと葬祭・代表取締役社長の吉本
純子氏はパターン化、マニュアル化した葬儀に疑問を感
じ、新たな試みにチャレンジしている。
「大都市は大手の葬儀社さんがある一方、小さな葬儀社
や特色のある葬儀社もあるので、自分のイメージに合わせ
た葬儀を行うこともできるのですが、静岡のような地方都
市ですと、大手の葬儀社しか選択肢がありませんでした。
普通の商品と違って選ぶ基準も分かりませんから、それほ
ど葬儀社を吟味せずに依頼して、『とにかく、無事に終わっ
てよかった』と、考える方がほとんどです。そういう葬儀
のありように、私は何か釈然としない気持ちを抱いていま
した。」
吉本氏は地元の大手葬儀社に勤めるお父さまと専業主
婦のお母さまの間に生まれ、学校を卒業後、初めて就い
たのが湯灌（ゆかん）という仕事。湯灌業とは映画『おく
りびと』で話題になった職業で、故人にメイクを施したり、
髪を整えたりするほか、“湯灌”という言葉通り、ご遺体の
体を洗い清める役割を担う専門職だ。友人たちは「えっ！ 
なぜ？」という反応がほとんどだったという。
「やはり、多くの人の本音は“怖い”“気持ち悪い”という
感覚だと思いますが、私は親戚が多く、幼少時から多くの
お葬式に参列してきたせいか、あまりご遺体を怖いと感じ

たことはありません。特に父の仕事に影響を受けたわけで
もなく、私はお客さまを接客する仕事にこだわっていまし
たから、“心を込めて故人をお送りする”というとてもやり
がいのある仕事だと感じました。」
湯灌業の経験を積んだ吉本氏。その後、葬儀社を定年

退職するお父さま。そして、アイデアマンのお母さま。吉
本家の家族3人はこの段階ではまだ、個々の点だったが、
それがこの後、見事なトライアングルを形成し、よしもと
葬祭の誕生につながっていく。

◆事業の展開
静岡の伝統工芸で静岡の葬儀に新しい風を。 
お仕着せではない温かさ、やさしさを演出。

（株）よしもと葬祭誕生のきっかけは、吉本氏のお父さ
まが葬儀社を定年退職したこと。「まだ、やれる」という
気持ちを強かった上、葬儀社を退職したせいか、「どこで
葬式やったらいいのか、分からない」と、親戚や近隣の
知人から葬儀について、相談とも苦情とも取れるような言
葉をかけられたことが背中を押した。2011年、吉本氏とお
母さまは、お父さまから起業の相談を受け、快諾。家族3
人で同社はスタートを切り、代表には最年少の吉本氏が
就いた。
まず、必要なのは葬儀の施行に必要な祭壇や仏具を揃
えることだが、このスタートの段階から、次々とユニーク
なアイデアを実現していく。まず、祭壇。一般的な葬儀で
は白木の組み立て式のものを使用するが、吉本氏は静岡
の地場産業である家具に注目した。
「私や母は、白木の祭壇やオーソドックスな葬儀スタイ
ルに女性として抵抗がありました。ですから、うちの祭壇
は地元の家具屋さんに作っていただきました。燭台や香炉
などの仏具も、市販のものをそのまま使うのではなく、自
分たちで改良したり、専門の業者に作っていただいたり。
葬儀のルールには沿った上で、視覚的に温かくて、美しい
ビジュアルの葬儀を目指しました。」
その理想とする葬儀を実現するため、家具に加えて、
静岡の伝統工芸もふんだんに取り入れた。葬儀会場のア
プローチには静岡の伝統工芸・駿河竹千筋細工の行灯を
配置。繊細な竹細工からもれる灯りが会葬者を温かく迎え

事　例 2-3-6：株式会社よしもと葬祭 （静岡県静岡市）
（葬祭業）
〈従業員2名、資本金300万円〉

「効率重視では納得いただける葬儀は難しい」 
「家族経営ならではの、“遺族に寄り添う葬儀”の実現」

代表取締役社長　吉本純子 氏
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る。また通常、忌中を伝えるのは白地に墨文字の忌中札
だが、よしもと葬祭の葬儀では静岡を代表する職人が制作
した雅な竹細工の簾を使用。すべて一般に使用される仏
具ではないが、そのすべてが温かく、やさしい葬儀の演
出に貢献している。

◆今後の事業展開と課題
ご不幸の直後から商談が始まるところが、葬祭業の難し
さ。 
しかし、このコミュニケーションこそが、よしもと葬祭の
強み。

「ありがたいことにスタートからご紹介や口コミで意外に
切れ目無くお仕事が続きました。ホームページはあります
が、昨年は一切、宣伝もしていないですからね。」
静岡の葬祭業は、ほぼ大手独占だった状態のなか、起
業して数年の、しかも数人で運営する葬儀社が順調に営
業している理由は一体何だろう？
「故人をお送りする、という特殊な役割を担っていると
はいえ、やはりビジネスです。すると、どうしても効率重
視で、ご遺族との打ち合わせを短時間で、と考える営業
担当者も少なくないようです。でも、私たちはご遺族の気
持ちが汲めないような対応はしたくないので、時間がか
かっても、想い出話や介護のご苦労などをお聞きして、
『いいお葬式ができた』と、納得していただきたい。宣伝
で“真心”と言うのは簡単ですが、実際の行動や態度でき
ちんとご遺族に寄り添っていきたいと考えています。」
そんな吉本氏の気持ちは、祭壇一つにもあらわれる。

たとえば、長く鮮魚店を営まれていた方の葬儀では、アイ
デアマンのお母さまが「お魚をモチーフにした祭壇を飾ろ
う」と発案。葬儀当日、菊が開花し、祭壇上には見事な
海と魚が出現！それが分かったとたん、お孫さんたちは一
斉に祭壇の写メを撮り、親族みんなでおじいちゃんの想い
出話に花が咲いたという。
「とてもカツ丼が好きだった故人のために、母が作った
カツ丼を枕元にお供えしたりしたこともありますが、これは
葬儀メニューに書かれているものでもありませんし、費用
とは関係ありません。奇抜なことをして、遺族のみなさん
を驚かそうと思っているわけではなく、こういった発想は
ご遺族の気持ちをお聞きするなかで生まれてくるものなん
です。」
気負うことなく、声高にアピールすることもなく、自然に

遺族に寄り添う。自身の理想をさらに求め、吉本氏は昨
年、“グリーフケアアドバイザー”という資格を取得した。
グリーフケアとは、「死別の悲嘆からの回復」という意味
で、アドバイザーは遺族の悲しみを癒すため、さまざまな
ケアを行う専門家だ。葬祭業に必須の資格ではないが、
身内の死という最大のストレスを受けた遺族の方々と、不
幸があった直後の会話には、細心の配慮が必要だ。その
コミュニケーションにこそ、ご遺族が納得できる葬儀の本
質があると考える吉本氏ゆえ、この資格は必須だったのだ
ろう。
より専門的な知識と経験で、遺族に寄り添う葬儀。少人
数の家族経営だからできること、という見方もあるのかも
しれないが、葬儀ビジネスがマニュアル化するなか、同
社が投じた一石は小さくない。葬儀のニーズが多様化す
る今、効率重視に背を向け、手間暇をかける同社のビジ
ネススタイルは葬儀の未来を変えていくかもしれない。

生花で “ 魚 ”をかたどった祭壇

よしもと葬祭が施行する葬儀会場のアプローチ

静岡の伝統工芸「駿河竹千筋細工」で作られた行灯
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◆事業の背景
宴会需要が激減するも、危機感はなし。 
帳簿を分析し、初めて倒産の危機を実感。

日本海側に面し、古くから鱈漁が盛んな秋田県にかほ
市。地元の地区でいちばん古い寿司店として昭和43年に
店を構えた『潮乃家』は、現在は海鮮を中心とした創作
料理の店として、二代目・菅原寿宏氏が切り盛りする。か
つては大手企業の工場が近くにあり、寿司職人だった先
代が板前を雇い、“寿司割烹”として営業していた頃は、
連日のように接待や宴会で賑わっていたという。
菅原さんは高校卒業後に上京。専門学校を経て、東京
神田と神谷町にある2軒の割烹料理店で修業を積んだ。
「実は2年ぐらいで板前修業を辞め、いくつもアルバイト
をかけもちしながら本腰を入れて音楽をやっていたんです。
デビューを目指していましたがパッとせず、父親が体調を
崩したこともあり、平成3年に実家に戻りました。」
しかし、故郷に戻ってからも音楽への思いは捨てがたく、
店の営業が終わると楽器に触れる毎日。そんな日々を送る
うち、平成15年に先代が亡くなり、菅原氏は店を継ぐこと
に。ところがその直後、長年のお得意だった近隣の工場
の縮小、移転が相次ぎ、売上の大半を占めていた接待や
宴会の数が激減。業績は次第に悪化していった。
「それでも、相変わらず音楽活動を続け、正直、現実か
ら目を背けていました。美味しいものを出しておけばお客
さまは来ると、高を括っていました。東京の割烹で修業を
していた生半可な経験に思い上がっていたのかもしれませ
ん。」
一向に店の売上が改善する様子がなかったため、たま

たま巡回指導をしていた商工会の担当外の職員に軽い気
持ちで相談をした。すると店の経営状態を数字化したり、
専門家派遣の有効な活用法などの説明をしてくれたとい
う。
「数字を見ながら説明を受けているうちに、経営状態が
理解でき、初めて経営破綻の恐怖を感じました。」

◆事業の転機
業態転換で仕出し部門を開設。 
地元PRのためB級グルメにもチャレンジ。

まず、原価率を計算して仕入を行うなど、経費の見直し
から始めることにした。しかしそれだけで、すべてが解決
するわけでもない。今後、宴会需要が見込めない以上、
それに替わる収入源が必要だった。すると、最初に相談
をした商工会の職員が、宅配弁当業務の提案をしてくれ
た。
「持ち帰りや出前みたいなものを頼まれることも多かっ
たので、仕出しは自分でも少し考えていました。需要は絶
対にあるはずだし、仕出しをすることでお店の認知度もアッ
プすると思ったんです。商工会の指導のもと、本格的に取
り組むことにしました。」
営業許可を取るには、お弁当を冷ますための放冷詰合

せ所や手洗いが必要となる。菅原氏は客室などを改装し
て条件をクリア。仕出しの看板をかかげると、予想通り、
イベントや冠婚葬祭などでの注文が入り、宴会が減った分
を少しずつだが、カバーできるようになってきた。
その後、店舗や仕出しをもっと広くPRしたいと考えた菅
原氏は、平成23年から市の商工課からの協力をもらい、
積極的に秋田県内のイベントに出かけて『にかほ☆あげ
そば』の店を出すことにした。
『にかほ☆あげそば』とは、40数年前から現在まで続く
地元学校給食の定番メニューの一つで、中華乾麺を油で
パリパリに揚げ、それを具が入ったスープで煮込むもの。
にかほ市（旧仁賀保町）民には馴染みのある食べ物だ。

事　例 2-3-7：潮乃家 （秋田県にかほ市）
（飲食業）
〈従業員2名〉

「経営危機を業態転換で回避」 
「商工会とともに地元・にかほ市を盛り上げる」

店主　菅原寿宏 氏

定番メニューの『にかほ☆あげそば』
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「B級ご当地グルメブームの大きな波に乗り、にかほ市
はもちろん、店のPRになればと思いました。秋田県内の
イベントに出店したり、『FOOD PROあきた』というB級
ご当地グルメのネットワークに所属するなど、楽しみなが
ら活動しています。」
こういった地道な活動が、今は店への客足や仕出しの
注文に好影響を与えているという。

◆事業の飛躍
新しい名産品の開発。 
お世話になった地元への恩返し。

「『にかほ☆あげそば』は店の閑散期をカバーできて、
経営的にも助かりました。そうやっていろいろなイベント
に出かけたり、仕出しを配達したり、お店でお客さまと話
をしていて、気づきました。“地元の状況にあまり期待をし
ていない部分が多かったけれど、今、自分がここにいられ
るのも、地元に支えられているからなんだ”と。そんな当
たり前のことにやっと気づき、なんとか地元の活性化に少
しでも役立ちたいと思い、商工会が支援してくれた新商品
開発にチャレンジしてみることにしたんです。」
それは鱈を使った、にかほ市の新しい名産品を作ろうと
いう取組で、菅原氏は店のまかないで食べていたメニュー
をアレンジ。鱈の刺身にごま油と卵、醤油をかけた『たら
ゆっけ』を考案。商工会が派遣する各方面の専門家から、
保存方法やパッケージのサイズ、デザインなど商品化に
向けて具体的なアドバイスを受けた。
「商品化するには食品加工業の許可が必要ですから、ま
た店内や厨房を改装しなければなりません。でも、なんと
か早めに改装を終えて年内には商品化し、にかほ市をア
ピールできるようにしたいですね。」
さらに、商工会の『地域活性化プロジェクト』によって
開発された“ご当地調味料”の商品化にも菅原氏は協力し
た。完成した魚醤『にかほ鱈しょっつる』は現在、地元
スーパーと都内アンテナショップで『うわてん』という名
称で発売されているほか、『にかほ鱈しょっつる』を使っ
た料理を地元飲食店が提供するイベントも開催された。
現在菅原氏は、『にかほ鱈しょっつる』を使った新メ

ニューを考案中。異業種とのコラボレーションが条件となる
「小規模事業者連携支援事業」で補助金を受け、鱈をか
たどった金型を作成。それを使った『にかほタラバーガー
（仮）』は完成間近だ。

◆今後の展開と課題
旬の魚と新鮮な野菜でもてなす。 
お客さまのうれしそうな顔を見るのが好き。

なにごとにも意欲的に取り組むようになった菅原氏は、
今や商工会からも頼りにされる存在だ。先に触れたイベン

トの開催に先立ち、参加全店舗に置かれる、プレゼント品
の“鱈しょっつる飴”の作製依頼も商工会から頼まれた。
「当初、飴づくりは初めてだったので、専門書などをみ
たりして勉強しました。ただ、『にかほ鱈しょっつる』は醤
油なので焦げやすく、いつもの料理と勝手が違い苦労しま
したが、なんとか作りましたよ。」
すると、これがお客さんに大好評。商工会から追加依
頼が入り、今年も2,300個を作製、再び“焦げ”との戦いを
することとなった。それでも嫌な顔一つ見せず、何でも引
き受けてしまう菅原氏は、根っからのエンターテイナーな
のかもしれない。
本業以外もどんどん忙しくなり、毎日、あちこち飛び回

る菅原氏だが、それでも最後に戻る場所は先代から受け
継いだ店、『潮乃家』だという。
「実は漁業権を持っていて、父親から受け継いだ船で漁
にも出ているんです。だから魚は新鮮ですし、安く入荷で
きるのでお客さまにも、お値段で還元しています。変わっ
たメニューもありますが、割烹をベースとした料理には自
信を持っています。」
旬の魚と地元で採れた新鮮な野菜を使った『おまかせ
膳』など評判の高い料理は多い。
「お客さまが『今日はいい宴会だったな』と笑顔で帰ら
れる姿を見送るのが大好きなんです。自分の料理でお客
さまの楽しい時間を彩ること、これに勝る喜びはありませ
んね。」

父親から譲り受けた船『ゆうほう丸』

新鮮な素材を使った『おまかせ膳』
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	 第3節	 地域振興や賑わいの創出に取り組んでいる事例

本節では、地域振興や賑わいの創出に取り組んでいる小規模事業者や商店街について下記の4事例を
紹介する。

事例2-3-8 株式会社オートスナック（栃木県鹿沼市）
  　代表取締役　三品　浩文　氏

  〈自動販売機の運営管理業務、清涼飲料水小売・卸、自販機活用による地域情報配信〉

事例2-3-9 阿蘇　はなびし （熊本県阿蘇市）
  　代表取締役　宮本　博史　氏

  〈飲食業〉

事例2-3-10 アンジェリーナ（兵庫県宝塚市）
  　店長　佐原　ナオミ　氏

  〈バレエ・ダンス用品、楽屋用品、天使雑貨、美容グッズ、宝塚みやげの仕入・販売〉

事例2-3-11 有限会社松田水産（福井県あわら市）
  　代表取締役　松田　晃一　氏

  〈魚介類電子取引の相場順応システム販売管理〉

231小規模企業白書  2015

第2部
小規模事業者の挑戦－未来を拓く－

第
3
節



◆事業の背景
順調だった経営が一転。 
役所などの入札制による大きな打撃。

栃木県鹿沼市を中心に約350台におよぶ自動販売機の
オペレーション業務をおこなっている株式会社オートス
ナックは、昭和48年の創業以来、着実に業績を伸ばし続
けてきた。同社は現在、大手飲料メーカーと特約代理店
契約を結び、自販機の飲料の充填や、自販機の新たな設
置場所の開拓などを行っている。社員は全部で4人だが、
ピーク時の平成20年ごろには売り上げが3億円近くまでの
ぼったという。そんな順調だった会社運営を一転させたの
は “入札制度”だった。
「平成21年ごろから、役所や公共施設の自販機設置に
は入札制が導入されるようになりました。従来、こうした
場所への自販機は、地域の貢献なども考慮され、地元の
企業が優先的に設置できていました。ところが、入札制が
導入されると大手の設置会社が参入を始め、儲けを度外
視した応札をする企業もあらわれました。そうなると私た
ち小さな会社は太刀打ちできません。」
そう話すのは、同社の代表取締役・三品浩文氏だ。日
本自動販売機工業会の調べ（平成25年）によると、飲料
水の自販機は、全国におよそ259万台が設置されている。
1台当たりの年間の販売額は約86万8,000円であり、1か
月平均は約72,000円となる。しかし、鹿沼市で1か月に
70,000円も稼働する自販機は少ないと三品氏は言う。
「鹿沼市の街道沿いの自販機でも、月の平均売上げは
20,000～30,000円です。ところが、役所など人の集まると
ころでは、1か月に20万円稼働するものもあります。こうし
た場所が確保できなくなるということは、大きな痛手でし
た。」

◆事業の転機
せっかくのチャンスを無駄にしたくない。 
前向きな姿勢で創り出した新しいビジネススタイル。

そんなとき、鹿沼商工会議所の君島敏之氏から「自販
機を利用した地元企業の広告事業をしてみないか。」と声
をかけられた。缶飲料にQRコードを貼り付け、企業の

ホームページに導くというもの。企業のコンピュータサポー
トを手がけるPNCネットワークサポート株式会社の指弘一
氏の発案だった。三品氏はこの提案はビジネスチャンスで
あると同時に、地域振興のチャンスと感じた。
「私たちの仕事は、取引先（自販機の設置場所を提供
してくれる店舗や企業など）も、商品を買っていただくの
も“地元”です。そのためにも、鹿沼にはもっと元気になっ
てもらいたいし、“生まれ育ったこの土地に何かのかたち
で貢献したい”とかねてから思っていました。君島さんの
お話は、そのいい機会を与えてくれたと感じたのです。」
ところが、この案は「飲料のパッケージデザインを損な

う」という理由で、自販機の所有者である飲料メーカーの
許可が下りなかった。諦めきれない三品氏は「せっかく
のチャンスを無駄にしたくない」と、代替案を考えはじめ
た。そんなある日、コインパーキングの現金収納機が領
収書を発行する光景を目にし、“ジュースと一緒にクーポ
ンを発券する”というアイデアを思いついたのだ。
「まずは“自販機でクーポンを配布している会社”を探し
てみたのですが、日本中を探してもなかなか見当たらず、
“無いのなら、自分で作ってしまえ”と考えるに至りました。」
数日かかって小型プリンターを製作してくれる会社を探

し当てた。地元の板金業者に取り付けを依頼し、再び飲
料メーカーと交渉すると、「自販機に傷を付けなければ」
という条件で許可が下りた。そして平成22年、プリンター
付き自販機『フリーポン』が誕生。広告主は、君島氏が
商工会議所の会員事業所に声かけをし、協賛を募った。
コンピューターの管理やクーポンのデザインなどは指氏が
担当し、三品氏を加え、三位一体での船出となった。

『クーポン』搭載の自販機

事　例 2-3-8：株式会社オートスナック （栃木県鹿沼市）
（自動販売機の運営管理業務、清涼飲料水小売・卸、自販機活用によ
る地域情報配信）
〈従業員5名、資本金1,000万円〉

「自動販売機を活用した新ビジネス」 
「新たな広告媒体でおこなう地域振興」

代表取締役　三品浩文 氏
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◆事業の飛躍
クーポンが発券される前代未聞の自動販売機。 
2年後には、さらに進化を遂げた2号機が登場。

『フリーポン』とは、自販機でジュースを1本購入すると
プリンターから広告付きのクーポンが発券されるシステム。
広告主は多岐にわたり、地元のパン屋さんなどの小規模
な商店から、車のディーラーや携帯電話販売店にまで及
んだ。これらの協賛企業の中からランダムに選ばれた1社
分の社名とサービス内容がクーポン券にプリントされてくる
仕組みだ。サービス内容は「○○商店　お会計から200
円の値引き」や、「○○精肉店　ハムカツ1枚サービス」
とさまざま。景品表示規制法により1枚あたりのサービス
の上限は200円までと決められているが、缶飲料の単価と
比較すると、ユーザーはかなりのお徳感が得られることが
わかる。また、印刷されている企業以外に持っていっても、
協賛企業であれば、その企業のサービスを利用することも
できる点も大きな魅力だ。
スタート以降、『フリーポン』搭載自販機は少しずつ数
を増やしていった。しかし、クーポン券には1社分の企業
名しかプリントされないため、広告効果に疑問を持つ協賛
企業もあったという。そこで2年後には、この問題を解消
すべく、『フリーポン』2号機が製作された。こちらには、
プリンターに加えて液晶ディスプレイを搭載し、このディス
プレイには協賛企業のCMが24時間流れる仕組みになっ
ており、その結果、設置台数は70台、協賛企業は20数
社にまで伸びてきた。
「今年の2月には、大手レンタル店、大手カラオケ店に
協力をお願いして、“飲料を購入した人にクッキーやゼリー
等のお菓子を進呈”という期間限定クーポンで実証実験を
行いました。すると、月間1,400枚以上のクーポンが利用
されるという結果が出たのです。使い方次第では、十分
に効果を発揮する媒体であるということが、あらためて認
識できました。」

自販機から発効される『クーポン』

◆今後の展開と課題
『フリーポン』の認知度が拡大していくのと同時に、 
「地域振興の思い」も地域に広がっていくのを実感。

『フリーポン』の認知度が高まるにつれ、三品氏の「地
域振興に貢献したい」という思いも、少しずつ地元に浸透
しているようだ。
「自販機の設置場所は、各会社の奪い合いが非常に激
しいです。そのため、他メーカーとの入れ替えなども茶飯
事です。ところが、『フリーポン』搭載の自販機はこれま
で1台も撤去依頼がきていません。みなさんがこの自販機
を置くことで、少なからず“地域振興に貢献している”とい
う意識を持ってくれているあらわれなのかも知れません
ね。」
さらに、今後は『フリーポン』をパッケージ化し、全国
展開していく予定だという。そのために、プリンターと液
晶ディスプレイに加えて無線データ通信機能を備えた新シ
ステムを完成させ、増え続けるフリーポン端末をネット経
由でクラウド制御する計画を立てた。総製作費は1,700万
円かかったが、「新ものづくり補助金」が採択され、1,000
万円の支援がそこに当てられた。
「2020年には、東京オリンピックで海外からたくさんのお
客さんがやって来ます。そのとき、スタジアムや選手村の
近くに『フリーポン』を設置していただき、複数の国の言
語でお店が案内できれば、地元のお店の集客にも役立て
ていただけると思うのです。味はいいのにお客さんが来な
い、良いものを作っているのに立地が悪くて目に留まらな
い、そんなお店が日本にはたくさんあるんじゃないでしょう
か。そんな店に光を当てることこそ、『フリーポン』の役
目だと思っています。」
すでに、窓口である君島氏の元には、他県の商工会議
所から問い合わせが集まっているという。「鹿沼の地域振
興」から生まれた新しいコンテンツが、日本中の振興に
役立てられる日も近い。
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◆事業の背景
父親の飲食店を継承、ふたを開ければ経営状態は最悪。

世界有数の巨大カルデラにすっぽりと収まり、「阿蘇ジ
オパーク」をはじめとする数々の美しい景勝地を有する熊
本県阿蘇市。全国の“阿蘇神社”の総本社である「阿蘇神
社」にも、毎年多くの観光客が訪れる。そのお膝元、参
道としては珍しい横参道に位置するのが「阿蘇一の宮門
前町商店街」で、全長約250メートルの通りには、飲食店
や喫茶店、雑貨店など30を超えるお店が軒を連ねる。郷
土料理「つんきりだご汁」「田舎いなり」「あか牛　牛カツ
重」が看板メニューの飲食店『阿蘇 はなびし』も、その
一つ。代表取締役である宮本博史氏の父が平成9年に始
めた店である。
宮本氏は地元工業高校の建築科を卒業後、専門学校、
住宅メーカーを経て、カナダに留学。ログハウスの勉強を
し、将来は工務店を起業するつもりでいた。ところが、店
のオープン時に父親に呼び戻され、手伝わされたことで、
その後の人生が大きく変わっていく。
「今でこそ、商店街に多くのお客さまが足を運んでくだ
さっていますが、12～13年前は本当に閑散としていました。
通りに人がいないんですから、店にもお客さまなんて来ま
せん。当然、経営も思わしくなく、手伝い始めて1年ぐら
いしたある日、父が店の権利書を持ってきて、『この店は
お前が継げ』と代表権を手放したんです。帳簿を見たら、
いつ倒産してもおかしくない経営状態でした。」
しかし、手をこまねいてもいられない。昼の営業では利
益が見込めなかったため、宴会メインの経営にシフト。母

親名義の定期預金100万円を元手に、店の奥にあった宴
会場をリニューアルした。その後、チラシを配ったり、商
工会青年部の知り合いに声をかけ、宴会をしてもらっては
どうにか食いつないでいたという。

◆事業の転機
商店街の灯を消してなるものか。 
二代目を中心に『若きゃもん会』を結成。

商店街がこんなにも寂れてしまった原因はなんだろうか。
宮本氏が子どもの頃は観光客だけでなく、地元の人々の
往来も多く、賑わいをみせていた。ところが、郊外にスー
パーなど大型店舗がオープンしはじめると、客足は郊外へ
遠のき、昭和50年代を境にどんどん寂しくなっていったと
いう。
「阿蘇神社の参拝客は年間25万人でしたが、その足が
商店街に向きませんでした。父たちも商店街を復興させよ
うとがんばっていましたが、空まわりばかり。私は私で、
将来に漠然とした危機感をもちながらも、日々の生活に追
われ、余裕がありませんでした。そんなある日、地元の新
聞に商店街の記事が載ったんです。『新聞に載ったぞ、う
ちの商店街！』と喜んで新聞を開いたら、『消えゆく灯　客
足が遠のき、閑散とした一の宮町宮地の商店街』と……。
寂れていく商店街の現状をクローズアップする連載記事に
取り上げられていたんです。」
記事が掲載された後、町内の二代目たちが忘年会で顔

を合わせた。その席で、『阿蘇　はなびし』の隣にある精
肉店『阿蘇 とり宮』の杉本真也氏が、「あんたら5年後に
今と同じように商売していると思うか？　あんたら5年後に
ここに住んでいると思うか？」と全員に問いかけた。その
問いかけに自分の将来を想像し、危機感を感じた面々は、
年明けの平成13年1月、商店街の二代目を中心に『若
きゃもん会』を結成。リーダーの杉本氏を筆頭に、メン
バー10人で「地元商店街の灯を消してなるものか」と商
店街の復興を誓い、真剣に取り組み始めた。

事　例 2-3-9：阿蘇 はなびし （熊本県阿蘇市）
（飲食業）
〈従業員4名、資本金500万円〉

「二代目を中心とした若いパワーで 
消え入りそうだった商店街の灯を再びともす」

『阿蘇 はなびし』宮本博史 氏（右）

『阿蘇 とり宮』 杉本真也 氏（左）

『阿蘇 はなびし』の店舗
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◆事業の飛躍
企画は次々と大成功。商店街の看板商品も誕生。

それからの行動は早かった。まず、夏に行われる『夜
市』というお祭りでイベントを開催し、昔のような活気を
呼び戻そうと考えた。メンバーは月に2回、定期的に会合
を開き、予算や企画内容、許可、場所の確保などを話し
合った。課題は多かったが、何度か集まるうちに、豪華景
品が当たる福引券を呼び水にしようという話でまとまってい
く。景品を買う予算がなかったため、メンバー10人全員が
それぞれ10万円分の福引券を購入し、各自、それを売り
さばくことで資金を確保。やや乱暴とも取れるやり方だが、
互いに協力しあって全員が売り切った。当日は、農協や
銀行の女性職員たちにお願いしてケーキの早食い競争を
企画するなど、若者ならではのアイデアで盛り上げた。
「結果をいえば、昔のようにたくさんの人においでいた
だき、大成功でした。手応えを感じた私たちは、次々と企
画を考えては実行していったのです。」
さらに追い風となったのは、平成17年、財団法人阿蘇
地域振興デザインセンターの事務局長に、地域活性化コ
ンサルタントの坂元英俊氏が就任したこと。これが『若
きゃもん会』にとって大きな刺激となった。
「『商店街の普段の魅力が、観光の資源になる』と教え
ていただき、看板商品を作ることになったのです。一つ目
は、うちの店の“田舎いなり”、二つ目は洋菓子店『たの
や』の“たのシュー”というシュークリーム、最後は『阿蘇 
とり宮』の“馬ロッケ”という馬肉コロッケです。“馬ロッケ”
の開発には本当に苦労して、数え切れないほど試作品を
作りました。そんな活動をしているうちに、商店街として
のおもしろさをもっと外の人にも知ってもらいたいという思
いが募り始めたのです。」

◆今後の展開と課題
商店街が一丸となる。常に新しい仕掛けを実行。

魅力ある観光地として人を集めるために景観を重視し、
各店舗の看板をモノトーンに統一。落ち着いた雰囲気が
醸しだされるようになった。そこへさらに風情を添えたの

が、通りのいたるところにある水飲み場だ。
「もともと商店街には地下水が豊富に流れ出ていました。
そこで、父が水道管を道路側へ通し、店先に趣のある水
飲み場を作って、“水基（みずき）”と名付けたんです。
ほかの店舗にも水基の設置をうながしたところ、14店に賛
同していただき、今では“28水基”が商店街のシンボルに
もなっています。」
息子たちのがんばりに父親世代も触発された。通りの両

側には桜の木が植えてあるが、ある店主が、通りに畳を
敷いて自由に花見をする『お座敷商店街』を提案。即座
に実行に移し、平成21年から毎年開催されている。その
ほか、阿蘇神社の境内を使った蚤の市など、新しい試み
は今も続き、年間35万人近い人が商店街を訪れるように
なった。『阿蘇 はなびし』も売り上げは安定し、地元の素
材を使ったメニューを開発している。
商店街を蘇らせた若いパワーの牽引車、宮本氏は、現

在、全国商工会青年部連合会の会長も務めていて、地元
商店街の復活劇について講演する機会も多い。そんな宮
本氏はこれからの商店街について「フランスのシャンゼリ
ゼ通りのようにするのが夢です。」と笑う。

店先にある水基

観光客で賑わう商店街

地元あか牛を使った『あか牛 牛カツ重』と『田舎 “ 子 ” いなり』
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◆事業の背景
宝塚ファンの美意識を反映させ、 
店の存在をアピールする。

母と二代にわたる宝塚ファンである佐原ナオミ氏の店作
りへの思いは、平成7年1月17日に関西地方を襲った阪
神・淡路大震災にまで遡る。この時、宝塚歌劇団の本拠
地である兵庫県宝塚市は甚大な被害に襲われた。「タカラ
ヅカの灯を消すな！」との号令のもと、ファンや関係者ら
の努力によって震災から74日後の3月31日には宝塚大劇
場での公演が実現したが、観客は震災前から明らかに激
減していた。復興を目指し、平成12年、阪急宝塚駅から
宝塚大劇場に向う『花のみち』に商業ビル『花のみちセ
ルカ』1番館および2番館が完成。佐原氏は宝塚歌劇団
を象徴するあこがれの道にできたビルの入居事業者募集
に真っ先に名乗りをあげ、宝塚ファンを対象にしたショップ
『アンジェリーナ』を開店した。
「宝塚ファンとしての私自身の目を通し、あったらいいな
と思う商品を仕入れることを心掛けました。たとえば、ファ
ンにはそれぞれ自分が応援しているタカラジェンヌがいて、
公演ごとに化粧前やミラーなどの楽屋用品をプレゼントす
ることが多いのです。でも、以前から魅力のある商品を置
いている店は少数でした。“どこでも買える”とか、“自分で
も作れる”と感じるものにプレゼントとしての魅力はありま
せんよね。そこで、作家の手による一点ものを置き、美意
識の高い宝塚ファンの方々に少しずつ認知されるように
なっていきました。飾りや色のオーダーメイドを受けつけ
たことも高評価につながったのだと思います。」

また、宝塚音楽学校の受験用レオタードを扱ったことも
同店の評判を高めた。受験規定で単に「黒、丸首、七分
袖」と記されているレオタードには、実は宝塚をよく知る
業者でなくては作りえない独特の黄金比率がある。佐原氏
は作家とのネットワークを通じて、黄金比率を理解してい
る業者からの仕入れに成功し、未来のタカラジェンヌを目
指す受験生にも重用されるようになったのだ。
こうして震災の復興が進むとともに、宝塚のおなじみの
場所として、『アンジェリーナ』は広く認知されていった。

◆事業の転機
宝塚ファンのファミリー客が減少、 
ターゲットの拡大が命題に。

宝塚ファンの支持によって軌道にのったアンジェリーナ
だが、平成15年に阪急宝塚駅の東にあった『宝塚ファミ
リーランド』が閉園したときは苦境に立たされた。
「ファミリーランドは、宝塚ファンのお母さんが観劇する
際、一緒に来訪した旦那さんやお子さんが遊びながら待
つことができる、貴重な場所だったのです。」
園の閉園とともにファミリーの姿が消え、道行く人が減っ

た町の様子に危機感を覚えた佐原氏は、宝塚ファン以外
をターゲットにした店作りの必要性を意識するようになった
という。
そんな矢先、宝塚商工会議所から参加を持ちかけられ

たのが『だいすき宝塚～ワンコインdeスタンプラリー』で
ある。参加店舗は、約1か月の開催期間中、ワンコイン
（500円）、ツーコイン（1,000円）、スリーコイン（1,500円）
の3種の特典商品を用意し、商工会議所が製作したガイド
ブックを手に参加店をまわるお客さまに提供するというも
の。佐原氏は、『英国製ワールドコレクションの小物入れ』
と、アンチエイジング効果のあるタカラジェンヌ御用達の
『水素水』をツーコインの商品として提供。また、商品を
購入・利用した際にもらえるシールを集めた人の中から抽
選でプレゼントされる景品として、テレビ番組でも紹介さ
れた人気のスイーツを提供した。
「うれしかったのは、『近所に住んでいるのにこのお店の
ことは知りませんでした』という方や、『今まで気になって
いたけど勇気がなくて入れませんでした』という地元の方

事　例 2-3-10：アンジェリーナ （兵庫県宝塚市）
（バレエ・ダンス用品、楽屋用品、天使雑貨、美容グッズ、宝塚みやげ
の仕入・販売）
〈従業員1名、資本金1,000万円〉

「町のシンボル・宝塚歌劇団と共に歩み、 
その魅力を多くの人に伝えたい」

店長　佐原ナオミ 氏

タカラジェンヌへのプレゼント品楽屋用スリッパ
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が多くいらっしゃったこと。宝塚歌劇団の美しいものに対
する美学や感覚は、ファンでない人にも支持してもらえる
可能性があることを発見したのです。」

◆事業の飛躍
女性の望みを先取りした商品構成や 
きめ細かい接客を徹底。

それ以降、佐原氏は店の商品構成を見直し、ボールペ
ンやサシェ（香り袋）など、500円以下でも買えるものを
多く仕入れるようにしたという。もちろん、単に安価である
だけでなく、長年の経験を活かして選び抜いた、美しさ、
麗しさを感じさせる商品であることは言うまでもない。
「たとえば、お部屋のホコリ取りにきれいな飾りを施し、

『華麗なるコロコロ』というネーミングで並べたところ、よ
く売れました。当店は、『ご観劇のあとは夢のつづきを花
のみちアンジェリーナで』をキャッチフレーズにしていま
すが、夢のつづきを感じさせる商品、非日常のわくわく感
を与えられる商品を置けば、多くの女性が敏感に感じ取っ
てくれるみたいです。」
一方、接客にも心配りは忘れない。宝塚ファンは、宝
塚大劇場の本公演を観劇する際、髪型や化粧、服や靴、
バッグなど、細部までこだわり抜いた装いで訪れる。その
ため、接客するスタッフの服装はお客さまよりも目立たず、
引き立て役にまわることを心掛けている。こうした姿勢は、
宝塚のファンでない客層にも通じるだけでなく、誰もが入
りやすい雰囲気を作り出した。
今では男性客がホワイトデーのプレゼント選びに来店し

たり、ゴルフコンペの景品用に女性に人気の綿棒セットが
大量購入されたりと、顧客層も広がった。また、受験生向
けだけでなく、幼児向けのダンスやバレエ用品を置いたこ
とで、祖父や祖母世代のお客さまが孫へのプレゼントのた
めに来店するようにもなったという。

◆今後の事業展開と課題
町の景観を生かしたイベントや、 
魅力ある商品でにぎわいを創出していく。

とはいえ『花のみちセルカ』は、1番館、2番館ともに
阪急宝塚駅から離れたところにあるため、店の前まで集客
するには、さらなる工夫が必要だと佐原氏は感じている。
「スタンプラリー以外にも、ヨーロッパ風のおしゃれな雰
囲気が並ぶ花のみちの景観を生かしたイベントを開催する
など、新しい企画を提案していければと思っています。今
年はクリスマスの賑わいも作り出したい。宝塚大劇場の本
公演は毎年12月中旬で終わりますが、それ以降はクリス
マスだと思えないほど閑散としてしまう。クリスマスプレゼ
ント用に魅力的な商品を提案することはもちろんですが、
若い人たちのデートの場所として認知してもらえるようなア
ピールをしたいですね。もちろん、宝塚歌劇団を愛する者
として、まだ一度も公演を見たことのない人に、出会いの
きっかけを与えられるような提案もしていきたいと思いま
す。」

多くの女性に支持されている『華麗なるコロコロ』

誰でも入りやすい雰囲気の店内
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◆事業の背景
インターネットで入荷情報を可視化する 
画期的な企業間取引システム。

有限会社 松田水産が福井県あわら市の芦原温泉で仲
卸業者を始めたのは今から約70年前。以来、旅館を中心
に、三国港から水揚げされた越前ガニや鮮魚の業務用卸
を行ってきた。そんな同社がインターネットによる会員制
の卸売りシステム『さかな市場 茂平』を開発し、運用を
始めたのは平成13年のことだった。
通常、魚介類は、卸売市場で仲卸業者がセリで買いつ
け、利益を上乗せして鮮魚店へ。鮮魚店は旅館や料理店
などに販売する。しかし、仲卸の仕入れた商品が、旅館
や料理店のニーズに合わなければ、魚は余ってしまう。
課題はこのギャップを埋めることにあった。
まず、仲卸はセリが始まる前に、『さかな市場　茂平』

ウェブサイトに魚の入荷情報を入力し、公開する。会員
（旅館や料理店など）はサイトにアクセスし、入荷情報を
参考にして商品を注文する。ごく当たり前の取引と感じる
かもしれないが、これまでは決して“当たり前”ではなかっ
た。なぜなら入荷情報は一部の業者間でしか公開されず、
魚の入荷量や値段はブラックボックスの中にあるのも同然。
調理人たちも、当日市場に足を運ばなければ入荷情報を
知ることができない状況だったのだ。
松田水産の代表取締役の松田晃一氏は、システムのメ

リットについてこう説明する。
「仲卸は、あらかじめ注文量が分かりますから、適正量
の魚を確保することができます。一方、旅館や料理店など

も仕入れの手間を省くことができる上、どんな食材が手に
入るかがいち早くわかるので、メニューが立てやすくなる
のです。」

◆事業の転機
売る側、買う側の双方にメリットがあり、 
業界を活性化させる大きな可能性がある。

松田氏がこのシステムを思いついたのは、平成11年に
卸売市場法が改正され、相対取引が容認されたことがきっ
かけだ。相対取引とは、卸売業者と買手が一対一で個別
に行う取引であり、取引数量などの交渉を事前に行うこと
ができる。ところが実際の現場では、これが順調に機能す
ることはなく、旧態依然とした取引が行われていた。
「魚は本来、旬の時期に大量に獲れたものが最もおいし
く、値段も安いのです。ところが、私が取引している旅館
さんの注文は、価格や供給が安定した魚ばかりになり、メ
ニューも固定化してきていました。旬の魚を安く提供する
という醍醐味がなくなり、私自身もこの仕事に面白味を感
じられなくなってきました。古いやり方を変え、情報を可
視化してスピーディーに取引できるようにしなければ、業
界全体が衰退していく一方でした。」
インターネットについて詳しい知識のなかった松田氏は、
福井県の産業支援センターに相談した。「私がやりたいこ
とを説明すると、早速、システムエンジニアを紹介してく
ださいました。そこで試作の制作に取り掛かったのですが、
相手は IT技術については専門家でも、魚や卸売の取引に
ついては素人。試作したシステムをテストしながら、『あ
あでもない、こうでもないと』と、やり取りを続け、ようや
く納得できるシステムが完成したのは半年後のことでし
た。」
仲卸業者は入荷情報に魚種、大きさ、価格だけでなく、

鮮度、産地、漁獲方法などの細かいデータも表示すること
ができる。また、旅館、料理店などの購入者は、加工方
法、配送時間も指定して発注できる。魚の購入者と仲卸
業者が直接取引するということは、これまで間に入ってい
た“鮮魚店外し”のように思われるかもしれない。しかし、
と松田氏は続ける。
「『さかな市場 茂平』の運用がはじまった今も、鮮魚店

事　例 2-3-11：有限会社 松田水産 （福井県あわら市）
（魚介類電子取引の相場順応システム販売管理）
〈従業員2名、資本金2,000万円〉

「鮮魚流通を活性化させるビジネスモデルを」 
「福井のあわら温泉から全国に向けて発信」

代表取締役　松田晃一 氏

魚の入荷情報をオープン化
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とは魚の加工や購入者への配送などでお付き合いは継続
しています。鮮魚店にとって仕事のやりがいとは、“いい
魚を仕入れ、いい状態で提供する”ことです。ところが、
今までの流通形態では、鮮魚店は仲卸から魚を仕入れる
際には現金で買い、旅館や料理店などには掛売が当たり
前。この方法だと代金回収のリスクが高く、そこばかりに
気を揉んで、仕事に集中できませんでした。しかし、この
システムでは、購入者が加工や配送料を含めた金額を仲
卸業者に支払い、仲卸業者は加工や配送料を鮮魚店に支
払います。決済は銀行引き落としなので、代金回収のリス
クがなくなり、鮮魚店には本来の“やりがいのある仕事”に
専念してもらえると思うのです。」

◆事業の飛躍
特許取得に加え、クラウド化を推進し、 
システムを全国展開へ。

システムの運用を開始した平成13年当時、福井県あわ
ら市は IT環境が未整備で、松田さんは1,300万円ものサー
バーを自前で購入しなければならなかった。松田さんはこ
のシステムをほかの仲卸業者などに売り込んだが、投資
額が高く、なかなか採用してもらえなかった。
「そこで、特許認定を目指して審査請求をすることにし
ました。特許庁のお墨付きがあれば、状況が変化するか
もしれないと考えたのです。ビジネスモデルが特許を取得
する例は珍しいと聞いていたので、大きな期待はしていま
せんでしたが、4度目の申請で『魚介類電子取引の相場
順応システム』は審査を通過し、特許を取得できました。」
それが平成22年9月のことで、水産卸業界では初の IT

ビジネスモデル特許となった。また、そのころにはもう一
つの好材料が揃いはじめていた。インターネットのクラウ
ド技術の発達である。
「さっそく福井県が行う新分野スタートアップ支援事業に
申し込み、認定後にシステムの再構築を行いました。シス
テムをクラウド化することによって、ノートパソコン一台で
も導入が可能になったのです。全国展開を視野に入れて
営業展開したところ、福井中央魚卸売市場の仲卸業の福
井丸魚さんがシステムを導入してくれました。」

◆今後の事業展開と課題
システムを導入した旅館は、 
経理の管理方法を改善して業績躍進。

平成26年には、水産加工品と水産に関わる技術を交換
する『第16回ジャパン・インターナショナル・シーフード
ショー』に出店し、『さかな市場　茂平』をアピール。そ
こでの高評価を受け、東京築地中央魚卸売市場の仲卸
業・尾辰商店が、システム導入を決定した。また、平成
27年3月に行われたアジア最大級の食の専門展示会

『FOODEX JAPAN2015』では、尾辰商店と共同出店し
て漁業関係者以外にもシステムの利点を示した。 「このシ
ステムを導入するメリットは、平成13年からの私たちの実
績によって証明することができます。というのも、このシス
テムで魚を仕入れている旅館などの会員さんの業績は、こ
の十数年間で確実に伸びているのです。旬の新鮮な食材
を提供することで、旅館などはメニューのバリエーション
が増えたばかりでなく、『経理の管理がしやすくなった』と
いう声もよく聞かれます。魚の仕入れ価格はもちろん、加
工賃の内訳もはっきりしていますので、いい魚を安く仕入
れるノウハウを活用しやすくなったのでしょう。」
福井での成功例を全国規模に広げていくには、やるべ

きことがまだまだたくさんあると言うが、松田氏が投じた一
石は、業界の未来に必ず大きな意味を持つに違いない。

三国港で水揚げされた新鮮な越前ガニ

先代から使用している越前ガニの丸釜
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