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天明塾長講話 

「大里綜合管理（株）にみる地域貢献活動」 

 

 第１回目は挨拶、第２回目は凡時徹底の話でした。

今回は大里綜合管理という会社の地域貢献活動のこ

とをお話させていただこうと思っております。 

 

■小さいからこそできること武器にする 

 千葉県大網白里市で不動産管理をやっている会社

です。会社概要、売上５億円、従業員３０数人。普通

の中小企業です。別荘地の草刈りをしています。この

会社は創業以来、一度も値下げをしたことがないのに

お客さんの数はどんどん増えています。 

女性社長の野老（ところ）真理子さんは東京のキャ

リアウーマンだった。ところがお母さんに頼まれて帰

ってきて、小さな不動産会社を継ぎました。 

 継ぐにあたって考えたことは、不動産業は市民権が

ない。ちょっといかがわしい業界というイメージが未

だにある。そういう業界に入るんだったら、この会社

がきちんと社会に認めてもらえる会社にしよう。女性

だからこそできる発想を大事にしよう。この地域を良

くしよう。小さいからできる小さいことを武器にしよ

う、ということ。 

 僕、この言葉がすごく気に入って、小さいことを武

器にしよう、女性だからできる、田舎だからできる、

過疎だからできる。この４つをしっかり踏まえてお母

さんの後を継ぎます。 

 

 

 

 

■１人１貢献で住民をスターに 

ここは草刈り会社だから、一生懸命草刈りをします。

でも、お客さんのニーズは、草刈りもいいけれど土地

の値段を上げてほしいということ。では、どうしたら

土地の値段を上げていくことができるのか。土地の価

値を高めればいい。 

 「そうか、うちはこの大網白里町の価値を高めれば

いいんだ。全国どこにもないような地域貢献活動をう

ちが手懸けていくことで、価値が高まっていけばお客

さんは喜んでくれるに違いない」ということから、１

人１つのボランティア活動が始まりました。それがだ

んだん増えて、１人３貢献。 

最初は１人１貢献、それが１人３貢献になって、今

は住民１人１貢献でいこうよと。住民１人１貢献とい

うのはどういうことかというと、住民一人ひとりをス

ターにする。野老さんは世話焼きだから、社員に「コ

ンビニの弁当なんか食べているから体を壊すんだよ。

私が作ってやるから、明日はコンビニの弁当なんか買

ってくるんじゃないよ」と言って作ってやる。明後日

も作ってやる。そのうちに余っちゃった。「そうだ、

じゃあ地域の人にも食べてもらおうよ」と言って、３

０食限定で作るようになった。それで近所の人が食べ

に来る。 

そうすると近所の人が、「私、実はフランス料理を

学んでいたの」とか、「蕎麦打ちをやっていたことが

あるんだよ」。「分かった。じゃあ山田さんは月曜日、

お昼はフランス料理でランチを出して。火曜日は佐々

木さん、蕎麦をやって。」と、月火水木金土、近所の

お料理の好きな人がシェフになる。ワンデーシェフと

呼んでいます。売上は全部ワンデーシェフのもの。そ

の代わり材料も自分持ちです。売上の３割をこの会社

に家賃として払う。そういう仕組みで、近所の料理好

きな人が順番待ちで待っています。もう３人独立して

レストランをやっている。これからどんどんシェフが

生まれる。こうやって、地域の人を一人一人、スター

にしていく。 

平成 27 年７月 11 日（土）～12 日（日） 

  大鰐町地域交流センター 鰐 come
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■地域貢献の思想 

野老社長曰く、「仕事には２種類あると私は思って

います。１つは売上や利益につながる仕事。もう１つ

は売上、利益には全然つながらないけれど、人が喜ん

でくれる仕事。うちは優劣をつけない。両方大事だか

ら。気がついた人が気がついた仕事をします」。この

企業の活動全てが地域貢献であり、全てが販売促進で

あり、全てが社員教育ということです。 

社員は仕事の合間、こういうボランティア活動を１

人で４つも５つもやっている。なかなか大変です。で

もこうしたことやる中で社員一人ひとりが育ちます。

会社の知名度も上がる。だから広告宣伝をしなくても

不動産のことはここに相談が来る。結果として業績が

上がっていく。社員が育って、地域の人が喜んで、業

績が上がっている。 

 

■サマータイムでエコライフを推進 

 この会社では、節電・省エネ・廃棄物削減を目指す

里山資本主義会議を開催しています。この資本主義は

ちょっとおかしくなっている。それで地域のエコライ

フの資本主義に代えていかなくちゃいけないという

ことです。東日本大震災直後から昨年度まで、試行錯

誤で取り組んできた節電は、今年は目標を７０％減か

ら８０％減へさらに絞り込み、昨年度苦しくても達成

できなかった紙とガソリンは、本年度達成をめざして

います。 

 ７月２１日から８月３１日まで、１２時から１６時。

夏の暑い時間、消費電力が最大となる夏の日中に節電

するため、大里流サマータイムとして電力ピークとな

る上記期間、１２時から夕方６時までは休業にします。

お店を閉めちゃう、お客さんが来ない。皆、家に帰っ

て昼寝をしたり、犬の散歩に行ったり、プールに行っ

たり、そうやってゆっくりしている。夕方４時からま

た会社に来る。夕方４時から７時まで働く。これがサ

マータイムです。午前中や夕方の比較的涼しい時間に

お越しください、お客様は。御協力をお願いいたしま

す。ただし、お急ぎの方はお電話ください。緊急対応

はできる。いずれにしても、夏場、昼間は仕事をして

いない。鍵を掛けてしまう。 

 東京の人は１２時に終わって家に帰ると言ったら

電車で１時間半かかるんだよね。それで４時に来なく

ちゃいけないから、家に着いたと思ったらまた来なく

ちゃいけない。でも、大里綜合管理の人達は１２時に

終わったら家に１０分か２０分あれば帰れます。そこ

でご飯を食べて、昼寝をして、シャワーを浴びて、犬

の散歩をして、子どもとちょっと遊んでやって、それ

から夕方来る。それが十分可能です。田舎だからでき

る、小さいからこそできる。それを武器にしています。 

 

■ナノビジネスによる経営者体験と社会貢献の一致 

ナノビジネスいうのは、１人５千円の出資金を基に

全社員がそれぞれ事業を立ち上げる。狙いは経営者体

験と社会貢献の一致。 

 皆にも社長になってほしい。だから社長が５千円ず

つ出資する。皆、会社を創って、郵便貯金にこの５千

円を入れて、名前を決めて、会社の目的を決めて、そ

の預金通帳が会社の玄関を入ったところに差してあ

るのね。誰でも見れるようになっている。いろんな事

業があるんですよ、お墓を洗うビジネスとか何でもい

い。１万円儲けている人もいれば、まだ全然５千円か

ら動いていない人もいる。 

 皆、このナノビジネスで大きくなったら、この会社

で独立していっていいんだよ。皆、経営者になってほ

しい。 

 

こんなことで、いいところを見習っていきましょう。 

どうか一つ、参考にしていただいて、できるところを

自分達のものにしていただけたらいいなと願ってお

ります。 
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講師 相馬 康穫 氏 [プロジェクトおおわに事業協同組合 副理事長] 

「目指せ！日本の田舎町再生のお手本づくり！！」 

 

 鰐comeを指定管理しているプロジェクトおおわに

事業協同組合というまちづくり会社の相馬康穫とい

います。 

私、酒屋を営みながら、６年前にこのプロジェクト

大鰐というまちづくり会社を立ち上げて、この鰐

come の経営をさせていただいております。今日はコ

ミュニティービジネスとふるさと教育という２つの

手法を用いて、ホスピタリティ世界一を目指す私たち

の取組についてお話をさせていただきたいと思いま

す。コミュニティービジネスの手法でまちを元気にし

ていくやり方をしているところは全国に何十箇所か

ありますけれども、全国でうちしかやっていないこと

があります。ふるさと教育と連動させているんです。 

 

 

 

■大鰐町の歴史とリゾート開発の失敗 

我が町は温泉とスキーとりんごの町として栄えて

きました。それから何と言っても、今、大ブレークし

ているのが大鰐温泉もやしです。大鰐温泉もやしは４

００年の歴史があります。江戸時代から伝承野菜とし

て一子相伝で直系の家族にしかその栽培方法を農家

さんが伝授せずに、原料の豆もおはち豆という大鰐に

しかない豆を使い、完全無農薬で、しかも温泉熱と温

泉水の力だけで、日本で唯一土耕栽培しているもやし

です。１週間で何と４０センチの長さになります。そ

して、江戸時代から、こんな山奥の豪雪地帯になぜか

大鰐だけは野菜があるということで、津軽の殿様がわ

ざわざここに別荘を造って、そして温泉に入ってもや

しを食べて冬の間を過ごしたというのが文献に残っ

ております。 

この殿様が他の藩に出向くときに献上品として持

ち歩いたので、江戸時代から大鰐もやしは有名です。

そして今、私たちはこの大鰐温泉もやしのブランド化

に着手しています。絶対Ｂ級グルメの材料にはしない、

超Ａ級で売るんだということを徹底して、地元に７

０％必ず残し、残りの３０％は全国の、特に首都圏の

一流のところにだけ出荷しています。 

 ということで、大鰐温泉もやしのブランド化を図り

ながら、大鰐という名前と、トマト、キュウリ、山菜、

メロン等、大鰐の高原野菜とりんごを後にくっつけて、

大鰐温泉もやしを先兵として今、大鰐のブランド化を

図っています。 

 大鰐町はスパガーデンユートピアという施設を建

てて、全国から観光客を呼び込もうとリゾート開発を

しました。しかしながら、できた直後にバブルが弾け

まして、たった数年で倒産してしまいました。このリ

ゾート開発の失敗がそのまま町の借金に重くのしか

かって、たった人口１万人の町が１００億円の借金を

背負いました。 

 このリゾート開発の失敗を某テレビで報道し続け

ました。大鰐のスキー場があたかも潰れてしまったか

のように報道されたために、風評被害もあって、平成

３年、１００万人近く観光客が来ていたのに、何と平

成１６年には３分の１になってしまいました。宿屋さ

んがどんどん減っていったんです。そして、その当時

から親が、お爺ちゃん・お婆ちゃんが、子ども達さ、

「おめ達、大鰐はもうまいねはんで、大きくなったら

早く東京さ行け。東京さ行って稼げ。この町さいても

まいねよ」という会話が当たり前になってしまったん

です。 
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■OH！鰐元気隊の立ち上げ 

 このままでは本当にダメになってしまうという危

機感を持った私たちは、OH！鰐元気隊という地域お

こしグループを立ち上げたんです。そしてパートナー

シップで進める大鰐活性化のための意見交換会とい

うのを開催しました。商工会の会長さんや観光協会の

会長さん、旅館組合の会長さん、農協の組合長さんな

どをお呼びして、何度も開催して説明しながらまちづ

くりがスタートいたしました。同時に、OH！鰐元気

隊キッズもスタートしました。 

 大鰐小学校の４年生から５年生、あるいは５年生、

６年生の２年間、自動的に私たち OH！鰐元気隊大人

と一緒に活動をしますよというのが OH！鰐元気隊

キッズです。キッズ活動は大きく分けると３つの活動

をしておりまして、毎月、町内の清掃活動をしており

ます。それから被災地の子ども達と交流をしておりま

す。そしてもう１つの柱が野菜作りです。 

 

 

 

■ふるさと教育で子ども達が町に誇りを持つ 

 OH！鰐元気隊キッズは、単なる学校菜園ではなく

てビジネスとして野菜を作ります。春には野菜ソムリ

エの先生とか種屋さんをお呼びして、今、東京の一流

レストランのシェフ達が使っている野菜、使いたい野

菜、これから流行る野菜などを学びます。そして春か

ら一緒に作って、毎年１０月の第１土曜日と日曜日の

２日間、東京に売りに行きます。金曜日の夜８時にこ

こを出発して、バスに乗って大人の元気隊と一緒に東

京に向かいます。バスの中では子ども達が自分の名刺

を自分で作ります。翌日東京のすごい人達と名刺交換

をするので、バスの中で練習をしていきます。大人の

元気隊が名刺入れをプレゼントします。 

 そして土曜日の朝に着きます。東京の飯田橋にある

青森県のアンテナショップに到着します。到着すると

まずここの店長さんと名刺交換をします。続いて鰐

come 朝礼を子ども達と一緒にやります。挨拶訓練を

して、ハイタッチして、よっしゃーとやって元気を出

してスタートいたします。 

 子ども達は最初、恥ずかしがっていますけれども、

５分、１０分するとすぐに慣れてしまって、どんどん

お客様とコミュニケーションをするようになります。

ただ売るだけではなくて、子ども達はこの野菜を１０

０円で売るんだけれども、その１００円、皆さんにそ

のまま入るのではないということも学んでいきます。

子ども達はちゃんとその農業の数字の部分でも学習

し、ホスピタリティの挨拶教育も学び、名刺交換もし

て、アンケートもとります、試食もやります。 

一番のメインは、販売体験交流会です。このパーテ

ィーには、モスバーガーのお偉方さん達、総務省とか

農水省とかの国の役人さん、青森県庁東京事務所の方、

アンテナショップの店長さん、百貨店のバイヤーさん、

一流レストランのシェフ、フードジャーナリストの先

生、フードライター、ポルシェの社長などをお呼びし

ています。 

そんな方達と子ども達は堂々と名刺交換をして、子

ども、大人、子ども、大人と、必ず飛び飛びに座って、

隣になった方達と大鰐のポジティブな話をします。実

は大人の参加者には私が根回しをしています。大鰐の

いい話しかしないでくれと。「子ども達に夢を与える

ためのパーティーだから、大鰐のいいところだけ伝え

てください」といういい意味での根回しをしています。

だから、子ども達は普段お父さん・お母さんから聞い

ていた「大鰐は何もない町だ」という話と全然違う話

を東京のすごい人達から聞くわけです。そして、その

名刺を持って次の日、家に帰ります。お父さん、お母

さんに、モスバーガーさんの社長さんと一緒にご飯を

食べてきたよと、名刺を見せびらかして、「お父さん

達が言っていた「大鰐は借金で何も無い町」だという

話は嘘だよ。こういうすごい人達が、大鰐はすごいい

い野菜が穫れて、日本一の町だと言っているよ。お父

さん、間違ってないか」という話を子ども達が必ずす

るんですよ。 

そしてお父さん・お母さんから、翌日の私のところ

に必ず電話が来ます。「いやあ、子どもから頭をがつ

んと殴られた思いだ。自分の子どもからまさか気づき

をもらうと思わなかった。今まで本当に恥ずかしかっ

た」。子ども達から気づきをいただいて、自分が一番

恥ずかしいと。 

こういうことを毎年繰り返します。これをもしやら

ない場合と、継続してあと５年、１０年、２０年続け
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て、その２０年後大鰐がどうなっているかということ

を考えると、明らかに差がついています。私は２０年

後、この子ども達が大人になって、大鰐を背負って立

つ青年達になっていくと確信しています。それまでは、

「大鰐だっきゃまいね。わ、東京さ行くじゃ」と皆思

っていたんですよ。これを皆でひっくり返しました。

だから私たちは、まちづくりはオセロゲームだと言っ

ています。そうではない発信をする人は黒い玉を持っ

て白を黒にしようとします。私たちは常に真っ白にす

るためのまちづくりの努力をしています。これがふる

さと教育です。 

 

 

 

 

■ホスピタリティ世界一を目指して 

平成１６年１２月、鰐 come がオープンしました。

大鰐町の町民にとっては待望の複合施設です。リゾー

ト開発が失敗して、破綻して真っ暗だった十数年間の

暗い町の雰囲気を一新させようということで鰐 come

を作りました。 

４年間町営でやって、５年目に指定管理者を募集し

ました。１年目、２年目は絶好調でした。残念ながら

３年目、４年目と赤字が続きました。５年目に民間の

経営者を募集して、町では新しい経営で立て直しを図

ろうということになりました。それが指定管理者制度

です。 

 OH！鰐元気隊の中から出資者を募り、プロジェク

トおおわに事業協同組合というまちづくり会社とし

て、この鰐 comeを指定管理しながら、共同販売事業、

受託事業、商品開発事業の３本の柱でまちづくり会社

が動いております。 

 私たちはホスピタリティで２つの会社のやり方を

参考にしています。東京ディズニーランドとリッツカ

ールトンホテルです。 

 お客さんにとにかく感動をしてもらうため、毎日、

お客様の名前を覚える努力をしています。毎朝、「今

日は何の日」というのを朝礼で発表します。また、今

日誕生日を迎えられた芸能人・有名人、過去に起きた

今日の出来事を全部発表しています。朝礼に出られな

かった中番・遅番の人達には、早番で朝礼に出た各部

署の人達がメモをして伝えます。そして、そのネタを

お客様との会話に使わせます。 

 例えば、相撲好きの人が来たら、「今日、二代目若

乃花の誕生日だよ」とか、「千代の富士、何回目の優

勝した日ですよ」とか、そんな会話をして名前を覚え

る努力をします。 

名前を覚えたら自分だけが覚えるんじゃなくて、

「あの人、何々さんという人だよ」って、皆に伝えま

す。そして次の日から、「お客さん、いつもどうも」

ではなくて「何々さん、いつもありがとうね」という

声がけをします。そうすると、お客様は自分が１ラン

ク上に上がったようなステータスを感じますよね。だ

んだん仲良くなり、お客様との距離感がどんどん詰ま

ってきます。 

これらの努力の結果、目標の単年度黒字を達成しま

した。東日本大震災後の２年間は赤字に苦しみました

が、今年の３月決算はお客さんの数も売上も利益も過

去最高の数字で、その２年間の赤字の半分を挽回しま

した。当たり前のことをちゃんとやっていれば、ちゃ

んとお客さんが来てくれて、お客様がまたさらに口コ

ミで広がってくれて、全国からいろんな人が来てくれ

るということです。 

経営理念には世界がつきます。「サービス世界一、

満面の笑顔と心を込めた接客で世界中の皆様を魅了

します。世界一の癒しの空間を目指します。世界に向

けて大鰐を発信します」、ということで、私たちは本

気で世界一を目指します。 

地域１番だと、特に田舎の施設は隣の地域に鰐

come よりちょっとでもいい施設ができて、お客さん

がそっちに流れてしまうと、アッという間に負け組に

なっちゃいます。だからどんなライバルが、どんな地

域に同じような施設ができようとも、絶対勝ち残るた

めの世界一のホスピタリティでなければいけません。

だから経営理念には全て世界一がつきます。常に世界

一を目指しています。 

 

 

第２部 

グループディスカッション 

テーマ「私たちの「ふるさと貢献プラン」（１）」 
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■第３回の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


