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ターン移住者インタビュー

な る み

新潟市出身。学生時代から学生 NPO 団

体 IVUSA の活動を通じてボランティア

活動を行う。トオコンでは「大地の音楽

祭」を提案し、清津ピクニックコンサー

トとして実現。国士舘大学卒業後は中国
の IT 企業に勤める。

くて︒でも︑実際に帰ってきてから︑地元で

﹁正直︑十日町に帰ってくるまでは愛着はな

すると︑同じように地域で動いている人達

アグレッシブに動くようになリました︒﹂

も頑張りたい﹄って気持ちが湧いてきて︑

中で社会福祉に関わる一員として︑福祉サー
ビスの営業も積極的に行った︒

地域貢献が仕事に繋がるまち

たし︑せっかく働くなら会社のためじゃなく

﹁新型コロナウイルスで休校措置が取られた

のまちの特性に気がついたという︒

訪問入浴のサービスを広げている中で︑こ

て地元のために働きたいって思うようになっ

時︑﹃にいがた未来の学校﹄というオンライ

議会に入社︒介護現場の最前線で訪問入浴

人に声をかけてもらうことが増え︑人と人

現場を生配信しました︒そうしたら地域の

ン授業の取り組みに参加して︑訪問入浴の

サービスの業務に従事し︑地域福祉を推進す

とのつながりが深まると同時に︑自分達の

を志す人が溢れる社会創造へ向けて︑福祉

十日町らしい仕事の在り方だ︒福祉の仕事

部署を超え︑職場を超え︑地域とつながる

せてくれた職場には感謝しています︒﹂

た貴重な体験でした︒こういった挑戦をさ

﹁部署の垣根を越えて仕事をすることができ

自分の仕事と地域が繋がった瞬間だった︒

という﹃地域福祉﹄の取り組みに挑戦した︒

学校へ訪問入浴サービスの出張授業に赴く

要だと気づいた庭野さんは市内で初めて中

福祉や仕事のことを知ってもらうことが必

他分野の地域貢献にも取り組むことにより︑

取り組みが広がっていくのを感じました︒﹂

る活動にも貢献している︒

その後︑市役所を経て十日町市社会福祉協

たんです︒﹂

﹁仕切り直すなら︑地元からって思いまし

て帰郷した︒

を前に︑庭野さんは鬱になる前に職場を辞め

いたという︒昨今問題になっている社会問題

係の問題に直面し︑精神的に追い詰められて

庭野さんが最初に勤めた企業では︑人間関

と繋がる機会が増えていったという︒その

にエネルギーのある人達がいるんだ︒自分

﹁若者が集まる交流会に参加して﹃こんな

船木 菜瑠美さん（27）

頑張るいろんな人と巡り会って︑自分もいろ

水 沢 中 学 校で行われた出 張 授 業 の 様 子

んなチャレンジをしています︒﹂

地元で動きまわる面白さ

よそ者 にも優しい、
風 土 に惹 か れ た
事務所を立ち上げる夢を語った︒

学生時代から︑十日町との
関係性をつくってきた
船木さんは松之山温泉街のビジターセンター
で働く移住者︒学生時代から冬には十日町雪
まつりや雪原カーニバルなかさとのボラン
ティア活動で何度も通い︑夏はサンライズプ
ロジェクトという有志の団体を通じて︑農業
体験に参加していた︒東京の生活は苦手で︑
十日町市での生活が肌に合っているという︒
﹁十日町の嫌なところが本当になくて︒松之
山温泉の人たちからも受け入れてもらってい
るのを感じてます︒アパートの大家さんが面
白くて︑優しくて︒夏には野菜をたくさんく

トっていう温泉街のいたるところがライブ会
場になるイベントがあるんですけど︑地域住
民の方々も一緒に巻き込んで︑温泉街の中だ
けじゃなくて地域全体を盛り上げようという
共通の想いがあるんです︒﹂
普段の仕事では中国での経験も役に立って
いるそうだ︒船木さんは松之山温泉組合が共
同出資で立ち上げた松之山温泉合同会社まん
まの社員として︑これからは外から来た人を
迎え入れる側に立って働く︒
﹁不安なこともあるかもしれませんが︑ずっ
と自然体でいられるくらい移住者を包み込ん
でくれるのがこの地域です︒これからも一緒
に︑外からきた人を優しく迎えてくれたら嬉
しいですね︒﹂
きもの︑観光︑アートイベントと地域外と

た社会福祉協議会に入社。

れて︑冬は甘酒を温めて帰りを待ってくれる
の交流が盛んな十日町︒よそ者を助け︑包み

当時から有償ボランティア登録をしてい

んですよ︒﹂

間関係が原因で退職。市役所勤務を経て

込む風土のおかげで︑移住者にとって心地良

県内の病院に勤務するも、職場内での人

十日町が好きな理由は人だと話す︒船木さん
いまちがつくられているようだ︒

会福祉士の資格を取得し、卒業後は埼玉

はボランティア活動を通じて出会った地元の

十日町市の市街地生まれ。立正大学で社

男性と結婚し︑二〇一七年に移住した︒

庭野 雄太さん（28）

パートナーを通じて同世代の人間関係も広が

地元のために

り︑休日はキャンプ場で焚き火やサイクリン
グ︑畑仕事をして暮らしを楽しんでいる︒

案外︑不便じゃない
よそ者として地域に移住した時に︑多くの人
が心配するのは人間関係だろう︒ご近所づき
あいや地域のルールに悩むこともあると聞
く︒その点で言えば︑松之山温泉が持つ友好
的な繋がりに助けられたという︒
﹁移住の時によく言われる不便なことや人間
関係の悩みとかはないです︒働いている松之
山温泉も︑ほかの温泉街と比べて旅館同士の
仲が抜群に良いんですよ︒ジャズストリー

同じ仕 事 なら、

04
国 際ボランティア 学 生 協 会 I V U S Aでの 活 動を経て移 住
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6 万円

3 万円

4 万円
交通費

0.5 万円

1 万円

2 万円
光熱費

2 万円

1 万円

3 万円
食費

3 万円

1 万円

3 万円
3 万円

0.3 万円

0.5 万円
支出合計

14.5 万円

6.3 万円

12.5 万円

ランプリを受賞。
子育て世代への理解と弘智さんの融通のきく仕事のおかげで子育てとの両立が出来ている。

中島 志野さん（42）

の就職を断る
・志野さん転職

・十日町市中里地域で就農
協力隊に着任
・代表の水落八一さんが亡くなる

2000 万円

る。現在は専業農家。無農薬の子

・茨城の農業生産法人へ

・三ヶ村に出会う

かしたい﹂という想い︒中山間地での農業は

出張が続く多忙な仕事場︒俗に言う﹁寝るために
たのだろう︒茨城の農業法人への就職を見送

歳を重ねるごとに︑重なる不安が村の中にあっ

﹃帰る家が欲しい﹄

帰る家﹂での生活︒全国を飛び回る仕事は楽しさ
り︑市内の農家と掛け持ちをしながら三ヶ村

平地よりも厳しい︒人が減り︑村の担い手が

もあるが︑ふとした時に︑﹁このままで良いのだ
で暮らすことを選んだ︒

勤と職場
れるわけでもなく︑かといって邪険に扱われ

よそ者だからと必要以上に好奇の目が向けら

八一さんとの突然の別れ

ろうか﹂と考える︒

中島弘智さんは神奈川県で暮らし︑都心の出版社
で働く会社員だった︒きっと︑都心で働く多くの

﹁東京のサラリーマン﹂そのもの︒
るわけでもなく︑自然な距離感で大切にされ

人に当てはまるライフスタイル︒満員電車での通

仕事が嫌な訳ではなかったが︑それを叶えるキッ
ていた︒それは中島さんだけではなく︑中島

家を往復する生活は︑私達が想像する

カケが得られたのは﹁人生の節目﹂という後押し
さんに会うため月に一度のペースで通ってい
た交際相手の﹁志野さん﹂も同じだった︒
﹁移住してきた自分のことだけじゃなくて︑自

歳という節目に﹃帰るための家が欲しいな﹄っ

があったからだった︒

て考え始めて︑長期休暇を使って旅をしていて︑
分の周りの人間関係全部を地域の人は大切に

﹁

出会ったのが十日町市・三ヶ村でした︒最初は１

んが立ってくれていたのが大きかったんだと

してくれました︒自分達と地域の間に八一さ

の人が良くて︑もう少し暮らしてみても良いなっ
思います︒﹂

週間くらいで東京に戻る予定でしたけどね︑周り

て思ったんです︒﹂
暮らしが気に入り︑中島さんは仕事を辞めた︒滞
移住した翌年︑中島さんは志野さんと結婚︒

三ヶ村での生活が２年目に入る頃︑茨城の農業法

突然︑八一さんが亡くなった︒

恵まれ︑暮らしの土台がかたまり始めた矢先︑

しかし︑移住して５年目︒２人の子供にも

八一さんが運営していた農業組合がふれあい

在中に世話役になってくれた水落八一さんが代表

人に就職が決まった︒しかし︑収入を確保するこ

﹁村の人たちには︑無理して残らなくていいと

を務める農業組合を手伝い︑少しの収入を得る︒

とだけを目的にした就農に違和感を感じていたと

声をかけてもらっていました︒正直︑神奈川

ファーム三ヶ村として法人化した時に正社員

いう︒

に帰るという選択肢も考えていたんです︒家

貯金もあったし︑何より神奈川に戻るつもりだっ

彼にとっての﹁農業﹂は︑自分の暮らしと密接な

となり︑収入も安定した︒

農業︒中山間地での農業を通して︑暮らしや家庭︑

族で一番に頼っていた人だったので︒ただ︑

たから︑それでも良かった︒

地域が良くなっていくことが必要だった︒

起業や第二創業を検討しているなら、エントリーしてみては？

自分がいなくなったら︑残った人たちが田ん

2020年からは新たな形式で審査会を実施予定。

ぼを維持していくことが大変なことになるの

十日町市が開催するビジネスコンテスト。

﹁地域が良くなっていく …
漠然としてるけど︑八

「都会に比べると土地を広くとれる分、同じ金額でも理想に近い家づくりが出来

は分かっていました︒﹂

さんのこだわりがつまった家です。

一さんの言葉がずっと心にあって︒﹂

中島家は教員住宅を骨組みだけ残してリフォームをした 4LDK の一軒家。志野

八一さんが話していたのは﹁この地域を何と

るのが本当に良かったです。帰ってきたら必ず『ただいま』が言えるように、

中島さんは八一さんの想いを継いで︑法人の役員

トオコンとは？

になり︑三ヶ村に残った︒気持ちとしては三度目

年を振り返り︑これから移住

リビングに階段を配置し、吹き抜けで 2 階と 3 階をつなげました。」

の移住となった︒

農業を続けてきた

﹁これから︑もし農業に憧れて移住を考えるなら

た方がいい︒農業は大規模にも出来るし︑収量が

﹃自分がどんな農業をしたいのか﹄を考えておい

少なくても付加価値を高くすることも出来る︒収
量と販売先が出来てくれば︑売上や支出の目処も
立てやすい︒何よりも変化があった時に頼れるの
は自分の中にある農業に対する軸なんです︒﹂
住み続けたいと思える理想の地域に出会うことは
難しい︒しかし︑日々の積み重ねで理想の暮らし
に近づいていくことはどんな場所でも出来るのか
もしれない︒

志野さんの家づくり

版社に勤め、地方の農村を飛び回

交際費

30

や就農を志す人へ中島さんはこう語る︒

10

ターン夫婦︑

家賃

・志野さんが地域おこし

・リフォーム費用

中島家のくらしぶり

45 万円

・志野さんが移住結婚

・新規事業開始
は市内の企業で正社員として働く。

横浜市出身。都内で農業関連の出

歳の節目に︑旅先で立ち寄ったのは中山間地の三ヶ村︒﹁１週間ほど滞在しよう

10 万円

法人化とともに従業員へ

・家を購入

中島 弘智さん（40）

年︒ようやく︑仕事・暮らし・家・子育ての土台

25 万円

・ふれあいファーム三ケ村の
・中島さんが継業

・トオコン準優勝
に着任。前職はインテリア関係。現在

取り組む。トオコン 2019 で準グ
ている。志野さんは地域おこし協力隊を退任後に公民館を経て市内企業で正社員として働く。職場の

﹂と荷をおろして︑気づけば

収入

06
07

移住後 / 世帯収入

2008 年
三ヶ村に I ターン。地域おこし協力隊

ひろとも

移住後 /２年目

2009 年
2016 年
2009 年に中島弘智さんとの結婚で

供用米や離乳食米の商品開発にも
移住直後は夏に稼ぎ、冬は特に何もしていなかったそう。結婚後は夏は農業、冬は除雪で売上を確保し

10

移住前 / 単身

が固まった︒彼らが目指す﹁暮らしの中の農業﹂とは何か︒

どう変わりましたか？

2009 年
2019 年
福井県生まれ、大田区・横浜育ち。

I
30

移住前と移住後でお財布事情は

真っ白な地図を渡される
歳で上京︒保育士関連の学校を卒

実践者になりたい
地域おこし協力隊には着任地域の要望に合わせて
活動をする地域密着型と事前に与えられた課題に
対して活動をするミッション型の二つに大別され
る︒佐藤さんは﹁観光﹂の専門人材として着任し
たミッション型地域おこし協力隊だ︒

﹁大地の芸術祭をきっかけに二〇一七年くらいか
ら︑十日町と緩く関わる期間が３年くらい︑東京
で働きながら︑こへび隊 大
( 地の芸術祭サポーター
や市内の旅行会社の立ち上げに副業で関わってい
ました︒東京の生活に不満はなく︑仕事も楽しくて︑

)

だけでなく︑もっと地域のことを知って自分の

この時に初めて地域を深掘りして﹃ただ好きな

﹁今まで部分的に関わっているだけでしたけど︑

案するプログラムだ︒

けて学びながら︑地域課題に対して解決策を提

た都市圏の社会人が地域に入り込み︑半年間か

タディツアーに参加︒多様な経験やスキルを持っ

都圏の企業が主催する越後妻有を舞台にしたス

十日町の顔見知りが少しずつ増えてきた頃︑首

うになりましたね︒﹂

増えて︑余裕の出来た時間を別のことに使えるよ

と一体にある感じ︒支出が減って︑可処分所得が

めて十日町に来ていたけど︑それらが仕事や生活

があるというか︒今まで非日常の自然や芸術を求

﹁移住してから変わったのは︑日常の中に非日常

段を持てるように心がけた︒

移住をしてからも情報収集やキャリアアップの手

パラレルキャリア︑複業︑リカレント教育など︑

を﹁自分のキャリアの最先端﹂と捉え仕事に取り

ゆっくりと田舎暮らしも楽しみながら︑協力隊

地域の一員として関われることを見つけたい﹄っ
組む佐藤さん︒公共と民間の視点を横断しながら︑

言葉で話せるようになりたい︑外からではなく

て思うようになって︑そこから︑移住を考え始
新しい価値を生み出そうと奮闘している︒

移住前と移住後で

めました︒でも︑地域おこし協力隊は何か違う
とも思っていて︑関わり方を考えてたんです︒﹂
転職や二拠点居住で十日町に関わり続けること

お財布事情は

移住後は地域おこし協力隊の報酬 万＋旅行会社 万の収入を
得ながら働く︒支出は家賃補助があるため実質 万円︒車とＰＣ

う大学院の学費が含まれている︒

は支給されるため可処分所得は増えた︒雑費にはオンラインで通

08

も検討していたが︑今の自分が本当に地域の役

12.5 万円

に立てるか自信が持てなかった︒

23 万円

どう変わりましたか？

支出合計

三足のわらじ生活開始︒
﹁最後に背中を押してくれたのは︑旅行会社を立
ち上げた協力隊の先輩と地域の方々でした︒市
役所も仕事内容や働き方を柔軟に設計して受け
入れてくれたので︑転職・移住することが出来
ました︒﹂
佐藤さんの働き方は︑市内で活動する地域密着
型の協力隊とは大きく違う︒週３日は市役所の
芸術祭企画係で地元サポーター支援や観光資源
活用の仕事をし︑週２日は旅行会社に出社して
ツアーの企画営業や古民家宿の運営管理を行う︒
空いた時間はオンラインで芸術関連の大学院に
通学し修士取得を目指す︒一般的になってきた

車両の購入に使用。退任後も収入基盤を持つことが出来た。

それらを辞めてまで移住しようと思ってなかった
んです︒﹂

﹁この話題が盛り上がるなぁって思って︑花わさび
で特産品作ってみるかって思い立って︑地域中に
声をかけていったら︑３人集まってくれたんです

キログラムほどの花わさびを収穫

1 万円
10

卒業後は工房や農業、塗装や空間設計とマルチに

俵山さんは
よ︒そこから栽培を始めて︑味付けを地域の人達

人に

業後は海外の子供向けインテリアブランドを扱

できた︒

増え︑今年は

２年目︑３年目と続けるごとに関わる人は

と考えて︑商品にしたのが最初の仕事でしたね︒﹂

歳の時︒奥さんが出産を控え︑ライフ

う企業に就職した︒十日町市に帰ることを決め
たのは
ステージが変わるタイミングだった︒
歳くらいで帰るだろうなって意識が
﹁売上で言えば︑やった分のお金がもらえて収支ト

﹁当時から
あったんですよね︒東京にいた時︑自分より上

発展途上ですね︒﹂

ントン︒来年︑再来年は収量が増えるので︑まだ

もそうなるかなぁって︒﹂
退任した今も仕事のひとつとなっているという︒

の世代の人達が︑そのくらいで戻ってて︑自分

会社を辞め︑ものづくりの技術を得るためにア

3 万円

働く。

レンジメント会社に１年在籍した後に水沢地区

旅行

用して事業化した。退任後に活用が出来る起業支援金は事業用

仕事を生み出していく

3 万円

ら家族４人で生活。特産品開発には年間約60万円の補助金を活

の地域おこし協力隊に着任した︒

３年目からは﹁自分の仕事﹂をつくる時間を増や

6 万円

して、2017 年 5 月に地域おこし協力隊に着任。

移住後は地域おこし協力隊の報酬16万＋副業で生計を立てなが

﹁真っ白な地図を渡されたんです︒呆然と立ち尽
くしていると﹃何か描け﹄って言われる︒しょ

雑費
1

取り扱う企業に就職。長年の接客業の経験を活か

16 万円

していった︒俵山さんは地域で次々と壊されてい

友人から﹃額﹄を作れないかと相談されて︑長年︑

2 万円

27 万円

うがないので︑まずは地域を回って 点を打つと

を出してくるんですよ︒﹂

家を守ってきた雪囲いの板で額を作ったら︑それ

4 万円

支出合計

る古民家の材を活用できないかと考えた︒

花わさびは︑家によって味が違ったそうだ︒み

が良くて︒地域で必要ないと思われてた物が別の

食費

組み合わせた結果、海外の子供向けインテリアを
2 万円

ころから始めました︒そうすると︑みんな水沢

んながみんな︑自信ありげに出してくるので︑

価値になって使われること︑それを仕事にしてみ

1 万円

4 万円

には何もねぇって言いながら︑必ず﹃花わさび﹄ ﹁勿体ないなぁって思ってた矢先︑東京の絵描きの

詳しく聞くと奥から新聞を引っ張り出してきて︑

1 万円
16

交際費

の上場を節目に経験とキャリアを活かし十日

ることにしたんです︒﹂

光熱費

7 万円

5 万円

保育士としての自分 × インテリア好きな自分を
2.5 万円

て最長 3 年間仕事することができる。その間に「住み続けるための仕事をつくる・

こう言ったという︒

0.5 万円

2 万円

十日町市は全国でも先駆けて協力隊制度を導入した先進地。地域の補助人とし

協力隊になる前の経験と技術が組み合わさり︑仕

2 万円

光熱費

食費

事になった瞬間だった︒

交通費

2 万円

俵山 直人さん（34）
4 万円

新しい移住のカタチ

﹃昔は集会所を工場にして︑みんなで作ってたん
だぁ︒﹄

5 万円

交通費

社員 20 名のベンチャー企業に転職。転職先

﹁協力隊の肩書きを持って︑スタート出来たのは︑

7 万円

4.5 万円

行 会 社 に 就 職 。4 年 間 の 提 案 営 業 業 務 を 経 て 、

人間関係の広がりや協力を得るのに良かった︒土

家賃

10 万円

際協力を学びラオスに留学。卒業後は大手旅

台となる収入とか仕事をつくる時間を持てるから︑

26 万円

家賃

新潟市出身。立教大学観光学部に進学し、国

Ｕターンの選択肢として悪くない︒帰ってくる前

33 万円

20 万円

09

収入

28 万円

収入

町市に移住。

14

移住後

移住後

みつける」ことが地域おこし協力隊の移住のカタチになっている。
味付けは地元の人が監修した

移住前

移住前

佐藤 あゆさん（30）
に﹃何をしたいのか﹄目的を持ってから着任する

どう変わりましたか？

18
30

40

のは前提にあったほうが良いと思います︒﹂

移住前と移住後でお財布事情は

地域おこし協力隊がつくる
30

子育て世代の座談会

子育ての理想と現実・お金のメリットデメリット編
十日町市での子育てって実際どう？ 子供が育つのに良い環境と子供を育てるのに良い環境は

馬場 ﹁そうそう︑うちの子供︑すごく動く

寛容さは理想通りでした︒﹂

違う？ 実際に子育てをするＵ・Ｉターン者の目線から生の声を聞きました︒

子育てする前と後で暮らしや
視点はどう変わった？
ターンの主人が近所の

同じ！﹂

中でのびのび子育てしたいっていう想いは

馬場 ﹁私は市街地に住んでるけど︑自然の

のが凄いありましたねぇ︒﹂

然の中で伸び伸びと子育てしたいっていう

の理想と期待値が凄い高くて︑山の中で自

で︑移住する前はこっちでの子育て環境へ

てね︒
﹃家に子供がずっといるけど︑マンショ

思って︒コロナ関係で都心の友達と連絡取っ

馬場 ﹁でしょ！そういうの凄く良いなって

滝沢 ﹁いいねぇ︑それ︒ 笑
( ﹂)

一同

われて！﹂

た時に﹃お前もこんなだったぞ！﹄って言

人に﹃すみません︑騒がしくて

し騒ぐんだけど︑

高橋 ﹁ただ︑実際に子供が出来て学校や
ンだから遊ばせられないし︑気が狂いそう

高橋 ﹁両親の実家が東京と埼玉だったの

買い物のことを感じると﹃自分一人で生活
〜﹄なんていう話とかもしてて︒﹂
高橋

えたかも︒でも︑地元の人間からすると視

滝沢 ﹁たしかにねぇ︒便利なツールは増

よくなったよね︒﹂

地元で子育てするっていう安心感は感じる

滝沢 ﹁たしかになぁ︒そう考えてみると︑

となら何でもいいみたいな︒﹂

高橋 ﹁子供に寛容ですよね︒子供がやるこ

いあるから︑そこは贅沢だよね︒﹂

けど︑子供が遊べる空間は十分すぎるくら

ないよ︒例えば︑保育園の人数が少ないの

り染まると︑子育てにおける安心感ったら

知ってるのー！﹄って︒でもそこにどっぷ

なぁ︒相手の家族構成から何から﹃なんで

馬場

編み直しが出来るのは羨ましいですね︒﹂

Ｕターン組は︑子育ての現場で人間関係の

﹄って謝っ
…

していた時と違うなー﹄って思うこともあっ
高橋 ﹁こっちだと︑そもそも人に会わない
くらいあるみたいなのも聞いて︑すごいなっ

点が変わったとかはないなぁ︒子育てに追
かも︒ＰＴＡとかも昔の同級生が勢揃いで︑

も悪いことばかりじゃないのよ﹂

笑
(︶

て︒忙しくて周りが見えなくなったり︑不
からストレス少なかったですよね︒﹂
年に１回あれば良い方だから︒

﹁私も主人から︑同級会が年に１回

便なところもあったり︒病院にかかるのも
て︒都心は

われてて︑余裕なかった︒﹂
それが面白いというか︑やりやすい︒お互
滝沢

車で往復１時間って結構大変で

高橋 ﹁そうですよね︒私も子育てをする
いに背景が分かってるから安心して子育て

ションも深くなるし︑悪いことばかりじゃ

馬場 ﹁市街地はその点便利さはあるし︑

人が周りに少ないから︑私も不安はありま
出来て︑この地域で自分は育ってきたんだっ

ないのは感じる︒﹂

年前に比べたら大分

した︒でも︑その分︑子供が少ないから地
てことを実感する︒﹂

今はネットもあって

域で子供が大事にされてて︑その安心感や

を買ってるからいつもその人に感謝しなが

就学後も学用品費や教育旅行費も市が一部

か羨ましいな︒そういうのが負担に感じる

の昔住んでいた時の関係性や親の関係性と

の顔も親も全部わかるし︑先生の目も行き

馬場 ﹁そうそう︒保育園の子供の一人一人

ても生きていけるし︑子供育てられるイメー

馬場 ﹁たしかに︑十日町って収入が少なく

馬場・高橋 ﹁そうなんだ！﹂

が︑家業や持って生まれた環境に自分のや

ばかり考えてましたけど︑むしろ今のほう

会的な生活をしたいとか地元を離れること

滝沢 ﹁中高生の頃は漠然と︑お洒落で都

ノ ラソラ

月号は後編の﹁教育﹂を語ります︒

を目指して色んな種類を開発中です︒

工︒添加物のない安心安全の食べ物︒商品化

高橋真梨子さんの米を子供用のお菓子に加

高 橋 さ んのぽんせん

大学に通う利用者がいます︒

使って首都圏の仕事をする方やオンラインで

業を始めたい人が集まり︑テレワーク設備を

実施しています︒十日町市で新しい挑戦や事

アートグッズの開発や地域の新規創業支援を

滝沢梢さんの主宰するコワーキングスペース︒

シェアアト リエ ａｓｔｏ
︵ アスト ︶

育ち合う子育て支援活動です︒

親と子︑そしてそこに関わる全ての人が共に

ら自然フィールドで親子が遊び︑地域の力で

越後妻有地域の色々な場所をベースにしなが

団体︒新潟県十日町市と津南町にまたがる

馬場久美子さんが代表を務める子育て支援

越 後 妻 有 森 のよ う ち え ん

﹁そうね︑一人一人のコミュニケー

﹁私は最初はそういうの息苦かった

十日町市での子育て︑金銭的

はＩターンの人には驚きかもね︒﹂

馬場 ﹁うちも野菜は貰うし︑こういうの

るかも笑﹂

らご飯を食べてて︑毎日が食育にもなって

滝沢 ﹁そうなの？﹂
馬場 ﹁東京の友達が﹃保育料が月

移住を考えている人に向けて

忙しかったんです︒でも︑こっちにきて消

馬場 ﹁都会で働いていた時は消費するのに

もんね︒﹂

ことも分かって︒こっちだから︑子育て支

費の忙しさが半減して︑自分で生み出せる

出は少ないかもね︒﹂

自分らしく暮らせてるって思っています︒﹂

援団体を立ち上げることができたと思うし︑

高橋 ﹁自分が埋められる地域の余白が多い

馬場 ﹁都心に比べて入ってくるお金は少な

ですよね︒Ｕターン組︑Ｉターン組︑それぞ

ここだから自分がやりたいこともやれる︒

滝沢 ﹁うん︒それだけじゃなくて母子家庭

れメリットがあって︑やっぱり︑Ｕターン組

いけど︑出ていくお金も少ないみたいなこ

への公的支援も手厚いのよ︒所得にもよる

とだよね︒﹂

万円の手当てが出たり︑

負担してくれる︒他にも医療費が高校生ま

人もいるでしょうけど︑上手く活かせば︑

けど︑最大で月

で安く済むし︑保育料も３歳から無料だっ

届いてる感じとか︒何かあればすぐ相談出

ジある！都心の友達は︑２人目なんて考え

りたいことをプラスした︑それなりにカッ

豊かな生活に繋がるんじゃないかな︒﹂

来るし︑話も出来るから︒きっと人口５万

られないって言ってる︒﹂

コイイ生き方ができてるのかなって密かに

たなぁ︒﹂

人くらいの規模感って︑ちょうど良いのか

高橋 ﹁十日町だと︑生産者との繋がりも持

まれは市街地。

思ってます︒シングルマザーとか︑そうい

がら中山間地域で暮らす。

ちやすいし︑助け合いのあるコミュニティ

を新規事業として始める。生
して活動に取り組む。

高橋 ﹁なるほどねぇ︒﹂

の子供の子育てと農業をしな

う言葉に引け目を感じずに活躍する人が増

継ぎ、シェアアトリエ asto
る。子育て支援団体の代表と

で子育て出来るのは︑そういう安心感があ

ルマザー。2018 年に家業を
の農家の男性と結婚して 2 歳

馬場 ﹁地方の先生や親とのコミュニケー

十日町市に移住。翌年に集落
町市に移住。6 歳の息子がい

えたり︑自分らしく活躍する女性が出てき

業のため中越地震の年に十日

るかもしれないですよね︒﹂

1 年生の息子を育てるシング

ションの取りやすさは独特でいいなって思

大学卒業後に U ターン。中学
究をキッカケに 2015 年 3 月、

もしれないなって︒﹂

10

メリット︑デメリットって何？

︒﹂
…
馬場 ﹁そう！買い物の回数が減ったりした

U

滝沢 ﹁それで言えば︑こっちは子育ての支

高橋 ﹁十日町だとそこまでかからないです

てて︒﹂

かるから︑そのために働いてる﹄って言っ

万円か

馬場 ﹁十日町市って︑保育料安いよね！﹂

10

10
11

I ターン。大地の芸術祭の研
た男性と結婚。旦那さんの継

たら︑全力で応援したいです︒﹂

ぽんせん：白米プレーン5枚¥200

10

I ターン。都心の職場で出会っ

滝沢 ﹁そうねぇ︒うちも知り合いからお米

う︒﹂

12

4.2

滝沢 梢さん（42）
高橋 真梨子さん（27）
馬場 久美子さん（43）

現場監督

きものデザイナー
村山 直哉さん

河田千穂さん

株式会社丸山工務所

株式会社きものブレイン
事業内容：道路工事からトンネル、公共建築事業など数々の 国家プロジェクトに参画しています。

事業内容：きもののトータルケアから和装品の企画製造、そして新しいシルク産業の創造まで、各分野の高い技術を統合した事業を展開。
UI ターン検討者へ：20 代～30 代の社員が増えています。新卒の方も働きやすい職場です。

UI ターン検討者へ：新しい事業のために、特に企画開発人材、WEB マーケティングが出来る人材を求めています。

﹁地方の企業でも成長できる余地があるん

﹁きもののデザインもサンプル含めて十数種類

する長岡市出身の移住者だ︒

河田千穂さん︑きものデザイナーとして活躍

いて︑見つけたのがきものブレインでした︒﹂

﹁新潟できもの関連の仕事ができたらと探して

的に雇用︒県の子育てサポート企業に認定

女性が多く活躍し︑シングルマザーも積極

方改革を進めている︒役職を持つ管理職の

育休制度はもちろん︑障がい者雇用や働き

度の導入に取り組んでいます︒﹂

はなく︑グローバル企業と同水準の社内制

ですよ︒そのために新しい事業開発だけで

くらいのデザインを作らせてもらいました︒
された︒

きものと共に暮らせるまち

自分のデザインしたきものを実際に着てもら

とだという︒

けられたりするのは地元長岡では全くないこ

知らない人にきものを褒められたり︑声をか

普段からきものを着て︑町を歩く河田さん︒

スタイル全般に関わりたいんです︒﹂

ドを持ちたくて︑きものだけじゃなくてテキ

い﹄と宣言して︑成長を続けるために新し

ら︑会社としても﹃絶対に人員整理はしな

ろは本当によくやってくれています︒だか

う風土が出来ていましてね︒そういうとこ

でも︑社内ではそれを自発的にカバーし合

は︑企業としては大変なところもあります︒

﹁育休や子育ての事情で仕事に穴が空くの

う時が一番嬉しいです︒将来は自分のブラン

﹁飲食店も大好きで︑赤提灯が下がった居酒屋

知り合いが少ないので︑きもの好きな人がい
きものブレインの職人の平均年齢は

採用に力を入れています︒﹂
歳︒

にきもの姿で一人で飲んで帰るのが趣味です︒ い事業への投資や業界を支えていく若手の

たら︑声をかけて欲しいです︒﹂

きつける﹁きものブレイン﹂の魅力と挑戦と

には︑毎年多くの応募がある︒若い人材を惹

他にも︑メンテナンスを行う修正デザイナー

て︑人口を増やす︒これが地域自体が埋も

連携や県外からの人材を積極的に採用し

圧倒的に若い人材が揃っている︒大学との

商品を展開しているんです︒﹃シルク﹄を

菌繭から抽出できる成分で食品︑美容品の

業でしてね︒シルク衣料だけではなく︑無

﹁今取り組んでいるのが無菌環境での養蚕

くために必要なことだという︒

れず︑高齢化・過疎化の中でも発展してい

ナム支社には
創業者の岡元社長は自社の取り組みについて
語った︒

目立たない仕事がまちをつくる
建設業といえば︑まちのランドマークになる
公共施設や暮らしのための家を建てる仕事が
想像されるのではないだろうか︒高校を卒業

てこようと考えている人には︑噂や口コミ
だけではなく実際に働いている人の声を聞
いて働き先を考えてもらえたらと語った︒

い倉庫を活用し︑三密にならないように配

取材当日は雨だったが︑会社の風通しの良

業界には若い力が必要

村山直哉さんも︑そういったイメージも持っ

でも︑地元の人と直接関わって進める仕事な

目立たず︑知られない仕事がほとんどです︒

﹁僕の仕事は田んぼのほ場整備の現場監督︒

﹁数年前から採用担当を

は語った︒

くの若手の姿が目立つ︒その中で丸山社長

ていた︒会場を見渡してみると︑席には多

代前半に変えて︑
ので︑期待に応えて手を抜かずにやりきりた

慮された環境で季節行事の納涼会が行われ

ていた一人だった︒

後︑東洋大学に進学してＵターンをしてきた

す︒﹂

生み︑全国的なシェアを獲得してきた︒ベト
主軸にした一大産業を十日町に創造する︒
名以上の技術者を抱えている︒ これが今︑企業として挑戦していることで

トップ加工といった業界を変えるビジネスを

持つ企業だ︒きもののアフターケアやワンス

株式会社きものブレインは十日町市に本社を

シルクの一大産業を創出する

は何なのだろうか︒

仕事も暮らしも楽しんでいるのがよく伝わる︒ 関西方面のきもの産業の集積地に比べると

39

すよ︒そういった田んぼを整備して︑農道や

生産の効率があまり良くない場合があるんで

て︑小さかったり形が悪かったりするので︑

いっていつも思っています︒十日町の田んぼっ

くのは大変な面もありますが︑若手が働き

戦をしているんですよ︒人員を増やしてい

に新卒や若手を積極的に採用するという挑

なるべく年の近い先輩・後輩が出来るよう

代の人材

やすい環境をつくるために

休みの日や友達や家族と過ごせる時間も欲し

年の近い兄貴みたいに親身になってくれて︒

仕事以外のことでも相談に乗ってくれたり︑

﹁採用担当の方が何気ない時に連絡をくれたり

して︑就職先を探していた︒

企業が実施しているインターンシップに参加

内の情報をもらい︑合同企業説明会や市内の

だったという村山さん︒実家からこまめに市

進学後も十日町には必ず戻ってくるつもり

して十日町の風景をつくっている︒

詩美術館の運営が移管され︑公益事業を通

芸術の支援を行っている︒また︑星と森の

内の高校生に対する給付型奨学金や文化・

存在である︒丸山育英会だ︒ここでは︑県

それが同社が独自で行っている公益事業の

の企業としての取り組みが背景にあった︒

えているのを感じるという︒そこには長年

を与える以前から︑帰郷を考える若者が増

新型コロナウイルスが社会に大きな影響

層を厚くして︑良い人間関係が出来るよう

いから︑休みの取りやすさとか︑そういう聞

長年続けてきた活動がこういった冊子を通

て︑あまり発信してきませんでした︒しかし︑
もっと技術を学んで﹁この建物や道路はお父

して発信されて︑うちに入ろうと思ってく

﹁社会貢献は黙ってやるという信条があっ

さんがつくったんだよ﹂と子供に話すことを

れる方が増えてくれたら嬉しいですね︒﹂

きにくいことでも︑何でも答えてくれたんで

目標にする村山さん︒これから十日町に帰っ

す︒それで安心して就職を決められました︒﹂

にしているんです︒﹂

30
家さんの生産力を上げる︒間接的にでも十日

〜
水路を地域の方と相談しながら工事して︑農

30

12
13

430

町の産業を支えることが出来て嬉しいです︒﹂

20

企業が十日町にはある。シルク産業を根づかせたいと語る社長とそこで働く従業員から話を聞いた。
「故郷の景色」をつくっている。若手を積極的に採用している意図と彼ら若手の持つ仕事観を聞いた。

建設業は十日町市の主産業の一つ。豪雪地にはなくてはならない存在だ。しかし、建設会社がつくるのは建物でも道路でもない。

バブル崩壊を機に、全国のきもの産業の工業出荷額は大きく下がった。その中でも業態を転換しながら、新しい挑戦の連続によって業界を支える

地域おこし協力隊になって移住すると、仕事・キャリア・住まいのための支援が受けられます！

地域おこし協力隊員を募集しています。

随時
募集

U・I ターンに関する補助金制度

使える補助金を
見てみよう！

地域おこし協力隊とは
「地域おこし協力隊」は、総務省が 2009 年から取り組んでいる事業です。具体的には、人口減少や高齢化などが著しく進む地方へ、
都市部の意欲ある人材が移住（最長３年）し、地域力の維持・強化を目的とした支援活動を行うというものです。十日町市では制度

1 ～ 3 を使う方 に は

設立当初から 60 名以上の隊員を受け入れています。隊員は任期の中で退任後に住み続けるための仕事づくりや地盤づくりを行い、

01

02

03

十日町市で次の一歩を踏み出すための準備が出来ます。現在十日町市では担当地区に配属され地域住民と共に働く地域密着型と任

UI ターン世帯補助金

東京 23 区からの移住支援金

結婚定住補助金

期中に達成する任務が与えられているミッション型を取り入れています。

40

1 0 0 万円

万円

40

更 なる制 度 が！
check!
万円

報酬

費用弁償

報酬：月額 160,000 円

・住居の確保に要する費用

市外から移住すると最大

東京 23 区内からの移住で

地元在住女性が市外男性と

冬季暖房補助：２万円 ×４ヵ月分（年１回支給）

・車両の確保に要する費用など。

40 万円支援

単身 60 万円、家族なら

結婚して、市内に 2 人で住

100 万円の支援

むと最大 40 万円支援

最大 10 万円支援

※この他、期末手当相当を年 2 回支給

協力隊定住支援制度

運転免許取得代または通勤定期券代を

担当：企画政策課

04

住環境整備補助事業

新築で最大 60 万円、中古住宅取得で
最大 20 万円、市が販売する土地の購

担当：企画政策課

担当：企画政策課

入なら最大 100 万円支援

05

ふるさと回帰ＵＩターン補助金

新潟県外に 5 年間住んでいた方が、2020 年 6 月 19 日～ 2021 年 2 月 28 日の間に移住すると単

協力隊の住環境の整備・向上を目的に、居住する住居の改修・補修に要した経費に対し、家屋所有者を支援

身 30 万円、家族なら 50 万円の支援。さらに実家または持ち家で暮らす場合は支援額が 2 倍に。

・上限 50 万円

申請期間

・補助率 9/10

check!

24

2020 年 7 月 20 日～2021 年 3 月 15 日

自宅のテレワーク
運転免許の取得

万円

市内で結婚したら引っ越し

さらに追加の支援も！

資格取得等支援事業

十日町市結婚新生活補助金

通勤定期券を購入

住宅用土地を購入

中古住宅を取得、

新築住宅を取得

実家をリフォーム

リフォーム

費用を最大 24 万円支援

担当：企画政策課

※01～04 のいずれか 1 つを申込可

定住のために必要となる資格取得等に要した経費に対し、協力隊本人を支援
・上限 20 万円

06

07

08

09

市営シェアハウス

農業人材次世代投資

青年就農準備金

創業・ベンチャー企業支援

・補助率 10/10（2 回目の申請から制限あり）

協力隊等起業支援事業

家賃

2.3

150

万円～

50

万円

1 0 0 万円

万円

協力隊及び協力隊退任者の起業を支援し、市内への定住を図るため、起業・新規創業にかかる経費の一部を支援

市営のシェアハウスなら家

農業経験者が新たに市内で

農地の購入や農具購入を最

新規創業者に最大 100 万円

・上限 100 万円

賃月額 23,000 円から住め

農業を始める場合に、年間

大 50 万円支援

支援

る

最大 150 万円支援（最長 5

・補助率 10/10

年）

担当：農林課

定住促進助成事業

担当：農林課

担当：農林課

担当：産業政策課

生きるために必要なのは「衣・食・住・祭」と言われています。それになぞらえて、十日町市への移住に必要と言われているのが「居・職・住・政」で

退任した協力隊を確実に定住につなげるために、退任日から起算して前後６か月に住居を取得、または改修した場合に支援

す。居…居場所、人間関係、コミュニティ 職…仕事、地域の役割

・住宅取得：1/10

しい生活を始める前に地域の教育・医療・福祉の情報をしっかり集めましょう。ここでは新しい生活を始めるのに役立つ支援制度をかんたんに紹介します。
概要ですので、条件によっては該当しない可能性もございます。制度の詳細は上記の補助金名称をご検索いただくか、市のホームページをご覧ください。

新築住宅は最大 60 万円（市内施工業者に限る）
中古住宅は最大 20 万円

WEB ページ：http://www.city.tokamachi.lg.jp/

・住宅改修：「住環境整備補助事業」を準用

担当連絡先

※委嘱可能な枠が埋まった場合は、その時点で募集を終了します。お問い合わせください。
担当連絡先

住…住居、拠点のこと。そして、政 ( まつり ) は行政の支援制度や公共サービス。新

企画政策課 ( 地域おこし協力隊 担当 ) 025-757-3693
15

企画政策課

025-755-5137

農林課

025-757-3120

産業政策課

025-757-3139
14

