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鳴子の地域コーディネーター

板垣幸寿さん

（濱本武志）

私たちは、2017 年 2 月 3日（金）から 2月 5

日（日）にかけて、宮城県大崎市鳴子温泉郷で

活動されている「さとのわ」の代表、鈴木美樹

さんへインタビュー調査を行いました。

そして、この 3日間、大変お世話になったの

が、鳴子温泉郷の川渡温泉にある温泉旅館「山

ふところの宿みやま」のご主人、板垣幸寿さん

です。

板垣さんは、鈴木さんが鳴子温泉へ移り住む

きっかけとなった人物の一人です。「さとの

わ」という新しい活動が、まちで展開されるう

えで、重要な役割を果たしている方であり、ご

紹介したいと思います。

鈴木さんと板垣さん

―― 鈴木さんとは、どのようなつながりがあ

るのでしょうか。

板垣 移住する前は、湯治にきたお客さんです。

ふらりと鳴子へ舞い込んできて、何度か顔をお

みかけして、彼女がどんどんとまちに入ってく

るにつれて、付き合いが進んでいきました。

彼女は、東京出身で、土地のことは何もわか

らないですから、何かするために動こうと思っ

ても、そう簡単な話ではありません。はじめの

うちは、移住してどうなるかわからない、計算

できない世界に入ってくるのはお勧めしなかっ

たのです。しかし、大沼旅館というところで住

み込みの研修をして、どんどんと進んでいくの

をみて、キャッチボールしているうちに、今で

は、知り合いを紹介し、サポートするようにな

りました。

私は、グリーンツーリズムをやっていたこと

がありまして、森のプロの遊佐文博さんを紹介

したり、また郷土料理のプロを紹介したりもし

ています。他にも、今はあまり動いていないの

ですが、ツーリズム研究会なるものがありまし

て、そこでは旅館の館主だけでなく、農家、商

店主、観光関係者などのメンバーがいます。そ

のメンバーの何人かは、彼女の活動に関わって

います。

―― 地域での活動は大変ですか。

板垣 大変です。鈴木さんがここへきて 4年目。

彼女の活動が（経済的に自立して食べていける

ようになる）「生業（なりわい）」として形にす

ることは、本当に大変です。楽しいことだけで

はありませんから。

でも、この新しい動きは、まちにはなかった

ことで、よいことだと思っています。疲れた女

性が一人でふらりとやって来るということは、

これまでなかったことです。影響を考えたとき

に、数字としては大きなものではありませんが、

私らにとっての当たり前が、東京の方からする

と新鮮に面白く映るということに気付かせても

らいました。旅の新しいスタイルとして、そこ

にヒントがあると思っています。事実、不思議

と彼女を通して、東京などから若い女性が何度

も湯治にきたり、「冷えとり」という靴下履き

の会にきたりしています。活動は続けることが
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「こけし」が目当てという、東京からの女性客がいました

大事だと思っています。

地域のコーディネーターとして活躍

―― 調査してみて、今の「さとのわ」のひろ

がりがあるのは、板垣さんの助けが大きく影響

していることが分かりました。鈴木さんと地域

をつないだ板垣さんですが、紹介できるほどの

人のつながりを、どのようにつくられたのです

か。

板垣 私は、今、還暦を過ぎたところです。も

ともとは農業を家業としていて、湯治宿は 40

年ほど前から始めたもので、副業だったんです。

家業を継いだ若いころから、農林業の組合にも

入り、公民館活動もやり、鳴子でコンサートや

演劇などのイベントを企画してきました。京都

からも、フォークサークルを呼んだことがあり

ますよ。今でも、そのつながりは大事にしてい

ます。

また、気になるまちづくりをしているところ

があれば、例えば飯田市等へ、仲間とともに、

「大人の修学旅行」と題して出かけたりもして

きました。

鳴子温泉はブランドがあり、いろいろな方が

訪れる場所でもあります。そういった蓄積も、

人のつながりを広げることになっています。

―― 今も、旅館業以外にも何か活動されてい

るのですか。

板垣 今もいろいろとしています。これまでの

活動で、幅広い方々とのつながりができました

ので、テーマごとに集まって、それぞれで活動

しています。鳴子を、ずっと次の世代に、刺激

があるまちにしていきたいと考えています。

現在、活動しているものは、「素ローカルな

るこ」という情報誌の発行や、「鳴子の米プロ

ジェクトゆきむすび」、「ドイツとの国際交流」

などがあります。

「素ローカルなるこ」は、2006 年 3 月創刊

の、観光協会が発行している地域紹介情報誌で

す。「温泉の源泉ってなんだ」や、「馬は家族」

といったテーマの特集記事、まちの名人・達人

の人生や考え方の紹介、読者からの写真、町の

イベント情報などを掲載して、脚色のない、い

ろいろな人生や歴史を知ることができる情報誌

にしています。知人のフリーライターにも助け

てもらいながら、ずっと編集を手掛けています。

「鳴子の米プロジェクトゆきむすび」は、つ

くる人と食べる人、みんなの力で地域の農を支

えたいと思い、2006 年から始めた、地域の新

たなお米を育てるプロジェクトです。米の値段

は下がる一方で、標高も高く、雪も多いところ

での米づくりは、年々厳しくなっています。そ

れでも、作ることを諦めないでもいいように、

「おいしい」「また食べたい」と言ってもらえ

る農業を続けられるように、試行錯誤しながら、

「交流」を主軸とした支える仕組みを構築して

います。

2015 年度は、作付面積約 14 ヘクタール、全

国約 950 人の支え手がいます。私は、設立当初

から、理事として働いています。

宿の夕食で出された「ゆきむすび」のおむすび
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「ドイツとの国際交流」は、デュッセルドル

フから北へ、自動車で 2時間もかかる、日本人

観光客はまず立ち寄らない、ノルトラインウエ

ストファーレン州との民間交流です。募集した

約 15 ～ 20 人の高校生、大学生を、1 年おきに

1 週間ほどホームステイに行かせます。きっか

けは、たまたま縁のあったドイツ人と、「ちょ

っとやってみようか」という口約束から始まり

ました。東京の青少年団体と共同で取り組んで、

今年で 26 年目になります。

第 1 回目に参加した青年は、今や 45 歳とな

っています。今も、交流が続いています。東日

本大震災の時は、交流活動を途切れさせないよ

うにと、ドイツ側から義援金が送られてきまし

た。交通費以外の滞在費は、それぞれのまちの

住民が援助する仕組みなので、私は、地域のみ

んなとともに、受け入れのための調整をやって

います。

―― 鳴子地域の活性に向けて、他に新しい動

きはありますか。例えば大学生との連携はどう

でしょうか。

板垣 早稲田大学など、東京方面の学生が何人

か、卒業論文のために、「鳴子米プロジェク

ト」を調査に来たことがあります。「早稲田」

だけに、米の調査とは「やるな」と思いました

よ。ずいぶん昔にも、地質調査のために、早稲

田大学の学生が来て、ボーリング調査で掘った

とこから温泉が出たので、「早稲田桟敷湯」と

いう温泉になりました。今もあります。

また、仙台市に、県立の宮城大学事業構想学

部というのがあるのですが、調査や交流会に来

ています。今はインターネットがありますから、

「米プロジェクト」をインターネットで見つけ

てやって来た、京都大学の学生もいました。理

事長のところに民泊したりして、交流していま

したよ。

農家の人も、孫が来るようなもんで、うれし

いんじゃないですか。不思議と、そういった学

生は、卒業後も鳴子へ来ますね。

―― そういう方たちは、「さとのわ」とは関

係しないのでしょうか。

板垣 「さとのわ」とはリンクしていないです。

まったく違うものですね。でも、「さとのわ」

には「さとのわ」の、ゆっくりとしたつながり

があって、彼女に会う目的で来る人もいます。

リンクさせなくても、それぞれのペースがあり、

いろんな形があっていいと思います。

―― 板垣さん以外の方とのつながりはどうで

しょうか。

板垣 ある意味で、なにもないよそ者だからこ

そ、入っていけるという部分があります。わか

らないから、知らないから、進むことができる。

地元民は、分かっている分、遠慮するところが

ある。東北には「イケイケ」という感じがない

ので。

「さとのわ」は、継続した活動にするために

は、大変な面がでてくるでしょうし、地域で協

力しながらやっていくということは、とんとん

拍子にできるものではありません。もちろん、

私とも、ぶつかることがありますよ。キャッチ

ボールしながら、今があります。

鳴子温泉川渡温泉 湯治宿「みやま」

鈴木さんを移住まで決意させた「湯治文化」

を体験してみようと、「みやま」の湯治部屋に

宿泊してみました。

この地域の宿泊施設は、旅行プランだけでな

く、今も湯治文化を残しており、長期滞在が可

能な自炊の宿泊プランもあります。「みやま」

の湯治部屋は、きれいで、自炊ができるように、

ひととおり食器が揃っていました。

「みやま」は、源泉掛け流し、単純温泉（低

張性弱アルカリ性高温泉）です。湯温はぬるい

めで、ゆっくり浸かることができ、疲労回復に

最適でした。

鳴子温泉郷は、鳴子温泉、東鳴子温泉、川渡

温泉、中山平温泉、鬼首温泉の 5つの地域で構
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登録有形文化財である母屋 最寄り駅の入り口に立つ旅館の案内板

裏には日本最北の古墳がある

湯治部屋には、ガス台、流しが完備！食器もありました!!

成されており、温泉郷の入口で、最も古くから

開湯したといわれるのが、川渡温泉です。別名、

「脚気川渡（かっけかわたび）」とも言われ、

その優れた効能は、京都にまで知れ渡っていま

した。泉質は、日本にある 11 種類のうち、な

んと 9種類が含まれていて、美肌や子宝にも効

能があると言われています。

「ひとのわ」をつくっていくには

調査を通じてわかったことは、移住し、地域

で活動する意思を持った人があらわれても、そ

れを受け入れ、支える側が存在しなくては、す

ぐに消えてしまうということでした。

老後の移住だけではなく、今は若者が地域活

動をしたい、都市とは異なる生活を営みたいと

いう、また違った意思をもった移住の動きが起

きてきています。しかし、そのことは、地域が

それをどう受け入れ、育てるかということを考

えざるをえないことにつながります。

鳴子温泉郷は、日本有数の観光地であり、さ

まざまなお客さんや求職者などが訪れる場所で

あり、もともと受け入れやすい土地柄があるよ

うに思います。また、観光客の減少や高齢化と

いった背景もあり、新しい形での取り組みに挑

戦していかなければ、まちを維持していけない

という危機感もあるのでしょう。

移住に関する書籍では、「仕事や相性の問題

もありますから、移住者はいくつか段階を踏ん

でいきましょう」と書かれています。これは、

決して移住者のためだけに言っているのではな

く、受け入れる地域の側の準備期間でもあるよ
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うに思います。受ける側のほうが、当然、抵抗

感が強くありますので、お互いに慣れるための

期間が必要だと思いました。

そして、次の段階へ進むには、板垣さんのよ

うな、いわばまちのコーディネーターとでもい

うべき方との出会いが、必要となってきます。

移住者側に思いがあっても、地域が協力しなく

てはいけない理由はありません。よそ者の段階

では、だれかの信用を借りて、紹介してもらい、

「ひとのわ」に入っていく必要があります。

鈴木さんも、何年もの間、鳴子にいて慣れ親

しみ、板垣さん等から、やりたいことを応援し

てくれる方、協力し合える方を紹介してもらい、

今の位置をつかんでいったと思います。

紹介する時は、板垣さんは、相手をよく考え

て、相性も気を付けているように感じました。

こういった配慮ができる人との出会いが、本当

に大切であると思います。

そうして、鈴木さんの活動が進むなかで、板

垣さん自身も、東京等から訪れる新しいお客さ

んに出会うことができました。それは予期した

ものではなかったように思いますが、結果とし

て、これまでにはないものを生み出し、自分を

含めた次世代への刺激をつくりだしていると言

えるでしょう。

調査を終えたわれわれに、板垣さんは、「鳴

子に、定点観測しに来ませんか」と誘ってくれ

ました。機会を捉えては、さまざまなチャンネ

ルからチャレンジしていこうとする意識の高さ

には、驚くばかりです。

京都へ帰る際には、鳴子温泉駅まで見送りに

来てくださり、とても嬉しかったです。こうい

った丁寧な応対が、人とのつながりを大事にす

る証拠だと思います。

今回の調査を通じて感じたことは、地域活動、

ましてや移住者も含めたものは、早いものでも

数年単位の時間がかかるということです。また、

地域課題が山積するなか、こういった若い力、

よそ者の力は、やはり強力な力を秘めており、

まちが抱える課題の、一つの解決の手立てにな

れるということです。形にしていくには、住民

の応援が必須であり、適切な協力者を紹介でき

るコーディネーターの存在と、試行錯誤が必要

だと思いました。
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