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山古志地域の農家民宿などの特徴について
― 2008 年 7 月までの宿泊体験による報告 ―

プロジェクト２

客員研究員
一級建築士

仁瓶

のグループごとに堪能できました。食事関係は奥さん
の分担とのことでしたが準備・片付け等では結構大変

2008年10月に発行された山古志商工会・山古志観光

な部分があると思われました。またホスト役のご主人

協会の、パンフレット「ここは遊心の理想郷－山古志」

はお話の好きな方で、若い時の仕事から始まり、民宿

で、お宿（お食事）部門のなかで、８ヶ所の農家民宿

開始の決意、その後の地域振興のことなど、その山古

等が紹介されています。筆者はこのうち、６ヶ所に宿

志への強い思いをお聞きすることができました。ご夫

泊しました。時期は2007年12月から2008年７月までの、

婦は70歳代の前半でしたが、家族としては、民宿のほ

８ヶ月の期間で、季節的には秋を除いた、冬・春・夏です。

かにガソリン・スタンドを含めた燃料店を営業してお

それぞれの民宿等は、立地している集落毎に特色があ

り、複合的に経営をしているとお話でした。それらの

りましたが、その集落名は、同パンフレットの「山古志・

お話のなかで、2008年には、お土産店を計画している

人・マップ」によりました。本報告は、この期間の宿

とのことでしたが、現在では開店・営業していました。

泊体験をもとにまとめましたので、それ以降の変化に
はふれていません。また添付の写真は、2008年12月に
撮影したものを利用しました。

２．宿泊体験の報告
（２－１）間内平の民宿

  （ 写真01：間内平の民宿等 ）

2007年12月、帰村式の終了後、地域産業研究チーム
の７人のグループで宿泊。３階建の建物で、玄関は２階。
１階は物置等、２階に厨房・食堂・家族居室で、３階
に宿泊室という構成。民宿営業は、1970年代の新築当
時から計画して営業。地震後は部分改修を行って、営
業を再開したとお聞きしました。当日の夕食では、地
元食材を利用した奥さんの料理が沢山出され、その名
前・収穫法等及び調理法の話で盛り上がりました。ほ
かにもう一組の宿泊グループがありましたが、それぞ

  （ 写真02：間内平の民宿 ）
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道路交差点に近い敷地、小千谷市方向からの山古志の

山古志愛好者等で地震後の復旧工事関係者も利用した

入口に位置していることなど、交通の利便性のある場

とのことでした。

所での営業でした。宿泊当日は、積雪があった為、１

自分で栽培した食材を加工・調理して供していただき

階部分の外部観察が不十分でしたが、外部階段経由の

ました。 珍しい品々で、山古志ならではのものでした。

２階玄関という点で、将来において、改修計画が必要

奥さんのお話によれば、地震で宿泊者名簿を失くし

になる可能性があると考えられました。またパンフレッ

てしまい、このことが非常に悔やまれてならない、あ

トでは、和室６室とありますので、複数のグループに

れがあればもっと連絡等がとれるのにと悔やむことし

も対応できると考えられました。

きりでした。でも助かったのですよと申し上げるのが、

食事はやはり奥さんの分担で、ご
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精一杯でした。ご主人は、養鯉業も行っており、敷地

（２－２）竹沢の県道沿いの民宿

内には「越冬用生簀」が設備されていました。ご夫婦
は70歳代の前半で、元々は桂谷の出身で、「さいの神」

2008年２月に宿泊。こちらの民宿を取材したテレビ

の行事は、同集落の人と行うとの事でした。竹沢から

番組の予定が報道されましたので、泊めてもらえるか

ですと徒歩で約１ｋｍ程度の距離になりますが出かけ

もしれないと考え、飛び込みで予約をお願いしたとこ

ていき、神事を行い、集落の人たちと一緒に祝うとい

ろ、ちょうど番組放映日の前日の予約が可能となりま

うことでした。また集落の方々とのお付き合いも深く、

した。単身宿泊で、筆者の方にも遠慮がありましたが、

交流は継続しているとのことでした。このあたりにも、

せっかくの機会でもありましたので、お願いしてみま

コミュニティのつながりの強さをうかがうことができ

した。せめて２人とかであれば、旅館などと同様に可

ました。

能性がありますがこの時、無理ですの回答がくること

翌日、ＵＸ新潟テレビ２１の番組「みんなを待ってい

も想定していました。しかし幸いにも予約ができ、宿

る－山古志で民宿を復活させた夫婦－」をご夫婦本人

泊がかないました。建物は、３階建ですが２階レベル

とお孫さん３人とで視聴しましたが、主役のお二人と

がほぼ県道と同一で、正面からは２階建に見えます。

一緒に鑑賞できたのも、ご好意によるものと、感謝し

玄関は、県道面と同一。玄関の階に厨房、家族居室が

ました。この番組では復活する過程の春・夏・秋・冬

あり、玄関階の上階が宿泊室で、最下階に物置等があ

と季節ごとに記録したものです。冬の章では、2008年

る構成です。1970年代の新築で、当初から民宿営業を

１月の「さいの神」が放映されました。

計画とのお話でした。地震後に部分改修を行い、帰村

ちょうど降雪が激しくなった１月の中旬でしたが、

式前から営業をされたそうです。宿泊客は、写真家、

１ヶ月前の出来事を映像で視聴しますと、強い現実感

（ 写真03：竹沢の県道沿いの民宿 ）

（ 写真04：竹沢の県道沿いの民宿 ）
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がありました。

その後、録画の件までもこちらの要

の後、こころぐるしい単身での予約にもかかわらず、

望に応えていただきましたが、その画像を見た知人達

快諾をもらいました。こちらは３階建、１階は物置、

からは、過程がよくまとまっていたとの評価をもらい、

作業場、２階は内部階段経由で玄関、厨房、家族居室、

お世話になってしまいました。録画は、仕事の関係で

宿泊室で、３階には家族居室という構成でした。屋根

小千谷市に住んでいるご子息が実行してくれたとのこ

は金属板葺で、二方向片流れ、外観がユニークでした

とですが、なにか全員にお世話になってしまいました。

ので、立面・平面の採取スケッチを実行しました。

お孫さんは毎週土曜・日曜には泊りがけであそびに来

宿泊室に震災復興関連図書があり、読ませてもらいま

るとのことでした。

したが、ご主人・奥さん・家族の方々が登場しており、
新知識を得ました。地震後建替えの上、営業を再開し

は油夫渓谷が広がっていますので、こちらの眺望は、

たとのことでしたが、当時の㈳新潟県農林公社の農家

すばらしいものがありました。特に早朝の景色が良く、

民宿案内には、従前建物の写真が掲載されていました

そのための散歩も醍醐味がありました。早朝の散歩も

が、いわゆる中門造りの外観でした。近隣には、この

民宿の楽しみであると思います。立地的には山古志支

中門造りの建物がほかにもあります。一方建替えは終

所にも近いので、会合等の終了後の利用も考えられま

了していますが、再建築の計画が予定されています「旧

した。またパンフレットには、和室４室とありますので、

星野仙嗣邸」の敷地もこちらの近くです。

複数のグループが利用する場合にも十分対応が可能と

夕食には、山菜・自家栽培の食材が出されましたが、

考えられます。

さすが地元ならではのものと感心しました。

ご主人

は息子さんと共に、養鯉業とのことで、若鯉品評会の

（２－３）竹沢のスキー場近くの民宿

準備に多忙となっていました。早春には「田植えの準備」
とそのあとの「鯉の放流準備」が待っているとのお話

2008年４月に、単身で宿泊しました。１月に古志高

でした。

原スキー場を視察しましたが、その時は、駐車場、レ

こちらは、いわゆる地名的に「二丁野」といわれる

ストハウスの利用状況の観察にとどまりました。この

所でしたが、「向田」及び「下村」とともに、時期は不

スキー場の降雪量は地元新聞に掲載されていますので、

明ではあるものの「竹沢」といわれるようになったこ

視察前情報としては貴重なものです。シーズン中、こ

とを、この宿泊でお聞きしました。

ちらの民宿は団体のスキー客で混雑しているのではな

ここ旧二丁野から下った旧向田に、６月に竣工した、

いかと思料し、春になったら予約する計画でした。そ

いわゆる「山の学校」施設があります。ここには、厨

（ 写真05：竹沢のスキー場近くの民宿 ）

（ 写真06：竹沢のスキー場近くの民宿 ）
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房はありませんが、研修等に利用できる大広間があり、

国道 291号の北側は山、同じく南側は「前沢川」に向

寝袋持参であれば低料金で宿泊が可能ということを聞

かう谷ですが、国道に沿って各戸が建っている集落で、

きました。体力旺盛で食事別途ができる団体ならば、

若干中山トンネル側にこちらの農家民宿があります。

利用させてもらうことができると考えられます。もし

２階建。１階に玄関・家族居室、２階に宿泊室及び

団体で農地除草などを企画した場合、宿泊の可能性が

家族居室の構成です。中門造りで玄関脇が階段室、屋

あると思いました。

根は中門部分で低くしているので、内部でレベルを調

山古志では、民宿経営を含めて、一家で多角経営が

整していましたが、平面にも影響が出ていました。か

多いと考えられましたが、こちらの奥さんは民宿のほ

なり複雑な納まりでしたが先人の苦労が偲ばれる建築

かに、米作り・野菜作り、さらに「畑の学校」のメンバー

物ではありました。当日はみぞれまじりの寒い日でし

として農産物直売なども行い、まさに大車輪という印

たので、詳細な観察は割愛しました。

象でした。またパンフレットによれば、「お食事だけ」

この中門造りはスタイルは良いと思いますが、階段

の受付もあるということで、臨時的な作業も結構ある

室を中門部分にもってくると平面に影響が出てしまう

と考えられました。ご夫婦は60歳代前半、息子さん夫

わけですが、これを採用したポイントがどこにあるか

婦とお孫さん3人の大家族でした。ほかにお勤めのお嫁

を調べることで、また新しいことが判明しそうで、お

さんがお手伝い、大部分は奥さんの分担とのこと。

もしろいと思いました。聞き取り上、落ちの可能性も

和室２室とありますので、少数グループ対応が特徴

ありますが、こちらでは地震後、部分改修の後営業を

と考えられました、夕食等の食事は座敷、他の和室は

再開したとのお話でした。また建物としては住宅なの

仏間付き座敷です。浴室は住宅用のもの。奥さんは民

ですが、「空き部屋」ができたので農家民宿を始めたと

宿のほかに「畑の学校」活動も行っていますが、農作

のことでした。ご主人は、建設会社に勤務した後、現

物の栽培・販売の流れの中では今後、分業も必要にな

在はパンフレットの「山古志・人・マップ」で「中山

るステージがやって来ると考えられました、かなりの

隧道保存会名人」として紹介されていますが、中山隧

作業量と推測しました。これらの活動のなかでは、漬

道のインストラクターをされています。

物生産と販売もあると聞きましたが、こちらの１階の

また隧道だけでなく、中山峠の山道のガイドもされ

物置には、漬物食品庫スペースがあるだろうと推測さ

ているそうです。夕食は、ご家族の集まる居間で炬燵

れます。現在では漬物も店舗で買ってくる、「移動販売

に入っていただきました。会社員の息子さんも一緒で

車」から買うこともあるとは思いますが、基本的には、

した。奥さんの心づくしの地元料理を堪能させてもら

自家用漬物は自家製で、その漬け方・味は家ごとに違い、

いました。息子さんが一緒だったことは、会社のこと

伝承されるだろうと思われました。

もお聞きできまして収穫でした。また趣味で錦鯉を飼
育しているとのことで、人気の高さが良くわかりまし

（２－４）小松倉の農家民宿

た。ご夫婦は70歳代前半でした。
和室２室と表示されているように、少数のグループ

2008年４月、スキー場近くの民宿に宿泊した翌週に、

での利用に対応すると考えられます。また「空き部屋」

単身ではありましたがお願いしました。集落にはまだ

ができたからという点は、宿泊して部屋の佇まいを観

残雪がありました。連続となったのでさすがに立面・

察して充分に納得できました、以前の面影が残ってい

平面の採取は割愛しましたが、こちらも特色のある農

ましたので、こういう保存にも味わいがありました。

家民宿でした。集落ごとにそれぞれ特色があると考え

当日はみぞれまじりの天候で連想できませんでした

ていたところでしたが、立地している場所によって違っ

が、晴天の続く時候ならば、山道の踏破もおもしろい

てくるのが、よくわかりました。地図等でも確認でき

だろう、と現在では考えています。三宅雅子著「掘る

ますが、「手堀り中山隧道」・「中山トンネル」に向かう

まいか」鳥影社：2006年２月10日発行、を改めて開き
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ましたが、あとがきの中でご主人のことが紹介されて

いて、新築棟の１階は玄関・家族居室・大広間・厨房、

いました。また地震の前の年にドキュメント映画「掘

２階に宿泊室。パンフレットでは和室３室とあります。

るまいか」が完成したそうです。これらのことから、
「手

改修棟の１階は物置等、２階は家族居室。大広間は食

掘り中山隧道」関係のことは、こちらのご主人に改め

事及び居間利用ができる部分で、天井が吹き抜けとなっ

てお聞きする必要があると思いました。同書ｐ58に「村

ており開放感がありました。また造りがユニークでし

人と片刃のつるはし」の写真がありますが、人物がご

たので、平面採取を試みましたが結構複雑だったので、

主人と良く似ています。

未完で終わりにしました。

奥さんは農家民宿経営の一

方、
「畑の学校」のメンバーでもあり、その活動も行い、

経営者は奥さんですが、若夫婦も働いていました。
ご主人は、衆議院議員。奥さんは時には孫の子守もし

と販売が連続した場合には、かなり大車輪の日常では

ますが、「畑の学校」の代表者で、農産物直売・漬物講

ないかと想像しました。

習会と大活躍の様子でした。しかし夕食時には、地元
料理の説明、農家民宿のあれこれ等の話をしていただ
き、単身宿泊ながら、歓待をしていただきました。
翌朝は曇りでしたが、雨天ではなかったので、朝の
散歩を行いました。民宿の周囲、旧虫亀分校、集落内
は結構アップ・ダウンがあり平坦ではありません。ま
た車での走行では不正確でしたが、道路の幅員、道路
側溝の有無など実地に観察できました。昼間にできな
いことが早朝には可能になります。また各戸は、山の
沢筋を埋めて立地したと思われるものが多数ありまし
た。憶測ですがこの沢の水を利用しての、錦鯉養殖が
展開したのではないだろうかと思われました。散歩に

（ 写真07：小松倉の農家民宿 ）

より、ＲＣ造の錦鯉生簀も多数確認できました、その
生簀をよく観察しますと年齢別に仕分けされた稚魚が、
それぞれ活発に泳ぎまわっていました。半年後の秋に
なってわかったことですが、漬物は秋季の大切な商品
になり、直売所でも販売されます。そんなこともあり、
春から漬物の準備作業が始まっていました。
こちらにも物置のなかに漬物食品庫のスペースがあ
ることが想像されました。
「畑の学校」には７人のメンバーがいて、そのうち
の３人の方が民宿を経営していて、ほかの４人の方も
独特の営農を行い、農産物直売所もおこなっています。

（ 写真08：小松倉の農家民宿 ）

これは栽培・販売どちらも行うというものです。また
民宿で提供している食材の内、米・野菜・漬物などは

（２－５）虫亀の農家民宿

自家栽培・自家加工品を利用していますので、約35年前、
筆者の体験した全食材を購入で賄っていた、米国アリ

2008年５月の連休終了後、単身で宿泊しました。震

ゾナ州でのホームステイとはまったくちがうスタイル

災後の部分改修棟と取壊し後の新築棟から構成されて

です。ホームステイでの生活習慣学習と比較して、さ
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（２－６）種苧原の自然保養・宿泊施設

らに広範囲に、集落の活動も含めた生活習慣を体験で
きました。行事・イベント参加だけでなく、生産して

PROJECT 2

いる現場の見学、さらには体験も重要と考えられます。

2008年６月に研究合宿で、７人のグループで宿泊し

実際の体験のあるなしで大きな相違です。また体験用

ました。パンフレットによれば和室８室、管理人等５

に提供される農地は乱されることが予想されますので、

人の写真となっています。また同施設の案内書によれ

その修復も含めた対応が必要です。こちらの農家民宿

ば２階建。１階は階段経由、ポーチ・風除室、民具民

には、６月の研究合宿の時には６人のグループで再度

芸品展示室、文化伝承室、会議室、浴室、客室、調理室、

宿泊しましたが、人数への対応は柔軟に行えると思い

研修室（食堂）等、２階は客室という構成です。客室

ました。またこの時の研究合宿では夕食後の研修会、

の数からして、大きな団体の宿泊に対応できる施設で

翌日午前の発表会を大広間で行なうことができました

す。広い屋外駐車場があり、下ったところですが近く

が、そのほか懇談会などにも利用できます。

に農村運動公園があり、これらと連動した利用を目的

こちらの特徴は、若夫婦が働いていて、厨房等もあ

にしていることがよくわかりました。駐車スペース等

ずかっている点にあると思います。奥さんが会合等で

の関係で、１階が高い位置にあると考えられました。

不在の時でも、予定のサービスが提供できるという点

案内書にも新潟県及び長岡市の表示がされてあり、管

で後継者が育っている様子が伺えました。家族数とし

理は指定管理者が行うところの公営の宿泊施設であり

ては５人です。

ます。宿泊者も２名以上からにしているとのお話でし
た。館内の会議室は広く、大会議等の利用が可能と思
われます、音響設備も整っていて収容人数に見合った
ものでした。また眺望のきく大きな浴室も特徴ですが、
入浴だけの利用も可能とのことでした。地震後の改修
は、設備工事のそれも含めて大規模なものだったとお
聞きしましたが、大きな浴室の設備、多数ある客室の
空調設備をも含めた改修ともなれば、かなりの範囲の
改修と考えられました。また個人的な感想ではありま
すが、１階の風除室への上下交通のことが、今後課題
になる可能性があると考えられました。この宿泊施設
の周辺一帯はスポーツ施設敷地、キャンピングサイト
等の広い用地として整備されています。

（ 写真09：虫亀の農家民宿 ）

第31回山古

志産業まつりもこの宿泊施設及び（キャンピングビレッ
ジ）「四季の里・古志」の周辺で開催されました。前泊
して、催事・物販のある産業まつりを楽しむことも可
能と思われました。特にこの運動公園は、積雪のある
冬季には平場でのスキーの練習場にもなりますので、
一年を通しての利用が観察されました。

現在、種苧

原地区・種苧原集落となっていますが須藤功著「写真
集

山古志村」によれば、撮影の昭和46年当時におい

ては、以下の集落名があった模様です。下村、上村甲、
上村乙、大谷地、中外、中下、寺野の七集落。統合さ
れたことが理解されます。

（ 写真10：虫亀の農家民宿 ）
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（２－７）竹沢のロータリハウス「山の学校」

り広範囲に展開していることが実感できます。また集
落内においてもアップダウンが相当あって、それぞれ
の住戸の立地条件には違いがあると思います。標高は

2008年６月５日付けの新潟日報によれば、上記の研

かなり高く、気温の低下、積雪量の大、という状態が

修施設「山の学校」が完成し、新潟県レベルのロータ

観察されました。

リクラブから、運営を行う「中越防災安全推進機構」

記述が前後しますが、2008年３月頃の農家民宿等へ

に対して、2007年10月完成の管理棟と共に、両施設が

の予約の際、㈳新潟県農林公社のホームページからそ

贈呈された旨の記事がありました。ちょうど研究合宿

れぞれの農林漁業体験民宿の名称を調べました。

のあった６月９日には、合宿のメンバーとそこを見学

電話番号は山古志支所産業課に照会しましたが現在

することができました。新聞記事によれば、「研修棟は
高床式の木造２階建、延べ面積

245㎡、県産杉を使用。

になります。今後、各案内書の一覧表等を整備してい

２階には和室３室があり約30人の宿泊可能。雪室を設

くことが考えられました。山古志支所の『山古志支所

置して、周辺の積雪を搬入・貯蔵して、その効果によっ

だより』も月々の行政上の情報・イベント情報の発信

て（雪冷風により）、夏場はなるべく冷房の使用を控え

に寄与しています。さらに最近では地域内活動が活発

るという。」実際に見学したところ、床はたしか板材だっ

になり、域内も大きく変化していることから、地域復

たと思います。超低料金での宿泊が可能との説明でし

興支援センター山古志サテライト（山古志会館内）で

た。夏季を中心とした「寝袋利用」の宿泊に対応した

提示している情報も有効と考えられます。

研修施設でした。厨房・浴室がないので、そこを承知
した利用になると思います。「大学だけでなく、全国か
らの訪問者、地元住民にも」利用してもらうとの記述
もありましたので、広範囲な方々を対象にした施設で
す。
今後、夏季を中心とした利用を考えたいと思います
が、食事の点を考慮すると弁当等の持参もしくは調達
を計上する必要があります。「旧向田」に立地していて
交通の便は良いのですが、積雪があった場合登坂でき
る車両とできないものがありますので、アクセスする
場合考慮の必要があります。この12月での降雪は少な
かったので、道路圧雪もなく登坂も容易でした。この

（ 写真11：種苧原の公営宿泊施設 ）

12月は農家のほうにも新しい動きがありました。農家
民宿の宿泊部分がないもの－いわゆる農家レストラン
－といわれるものが、12月16日に虫亀にオープンしま
した。チラシによれば「お食事処・直売所」とあります。
「かあちゃんの味」との表記もあります。当方は12月
24日に訪問・食事をしました。店舗は靴脱ぎ方式の畳
敷き床、メニュー的には定食・そば・うどん、で昼食
の提供を主として、予約によっては宴会対応も可能と
いうことでした。
また、竹沢の古志高原スキー場のロッジ（食堂）は
営業日が、金・土・日ですが新メニューを登場させて

（ 写真12：種苧原の公営宿泊施設 ）
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います。その内容は、「やまこし汁（鍋）」と「おしる
こ」です、山古志で採れた食材－野菜・かぐらなんばん・
もち米・小豆等－を使用したもの。この食堂も使用す
る食材から農家レストランだと思いますが、昨年には
無かったメニューに新しいものを加えて、展開を図っ
ていく姿勢が頼もしいと思います。
これらの「農家レストラン」の展開には注目してい
ますが、時間的余裕がない時でも取材できそうなこと、

PROJECT 2

季節変化に対応したメニューになりそうなこと、新規
食材の利用・展開も考えられることなどから、別途レ
（ 写真13：竹沢のロータリーハウス 山の学校 ）

ポートが必要になると考えられました。今後、地域内
での多様な変化が予想されるため、情報源の整理も必
要と考えます。いわゆるテレビ、新聞などの報道機関
の情報だけでなく、地域内外の諸機関からのものを順
序よく確認することが必要になりました。
12月26日付けで『LIMO通信 第1号』が㈶山の暮らし
再生機構（LIMO）から発行されました。これによれば、
山古志等の５ヶ所にわたる各地域のイベント活動を発
信する情報誌とのことですが、内容的としては、栃尾、
小国、山古志の各サテライトニュース、南魚沼、十日
町の各センターニュースとなっています。最後のペー
ジに「冬のイベント情報（１月～３月）」がありますが、

（ 写真14：竹沢のロータリーハウス 山の学校 ）

山古志地域では、2009年1月14 ～ 16日の各集落毎の「さ
いの神」、3月1日の古志高原スキー場での「スキーカー
ニバル」、3月8日の四季の里・古志での「古志の火まつり」
が予定されています。
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３．宿泊体験から見えてきたもの

報からは外観観察では不明だった事情がわかってきま
す。文書・図書・報道による収集では確かに限界があ

2007年12月から2008年７月にかけて宿泊体験を行い

りますので、最終的には「人を介して」の諸活動に至
ると思います。宿泊しての収穫はここにありました。

のほか、復興工事関係者・写真撮影者・地元郷土料理

筆者はその後民宿の方から、「写真家・片桐恒平」氏を

を楽しむ人・農村民泊の生徒・その他、と広範囲の目

紹介してもらいましたが、虫亀のギャラリーも訪問・

的で来訪した人が宿泊したことがわかってきました。

見学できました。片桐さんの写真の特徴は、その人物

これらの詳細な情報収集等は、今回の宿泊体験ではで

写真にあると思いますが、撮影はむずかしいと思いま

きませんでしたが、従前の内容に追加をすることで、

す。そのむずかしさの先の人物像が、生き生きと画像

次なる展開が期待できると考えられる事項を記述させ

から鑑賞できました。また、ギャラリー：光彩の家の「写

ていただきます。

真家：加藤富二」氏、こちらも民宿のご主人から教え

2008年７月21日から23日の２泊３日で、首都圏の中

てもらいました。山古志関係の写真家は以上にとどま

学校生徒の（農家民泊体験学習）が行われ、山古志地

りませんが、山古志関係のばら売りの「絵葉書」が各

域においては約70名が、16軒の農家に分かれて民泊し

農家民宿、直売所等で販売されると、来訪した人がほ

たとのことですが、提供された体験メニュー・食事等

かへ発信する際に有効だと思われました。発行元をど

は好評だった旨、聞いております。このなかでは農家

こにするか等の問題があるとは思いますが、対象とし

民宿等にも生徒さんが宿泊した模様ですが、この人数

てはパンフレットにもあります「牛の角突き」
・
「錦鯉」
・

の団体の宿泊ともなれば、地域・地区単位の「農村民泊」

「棚田」の場面、そのほかの「観光スポット」場面など

といってもよいのではないかと考えられます。言葉の

が候補として考えられます。「ばら売り絵葉書」を利用

関係ではなく、規模の関係によります。その場合には、

した発信及び照会・回答などを通しての（交流）がさ

場数の多い民宿経験者の対応方法論がかなり有効と考

らに展開すると期待されます。

えられます。憶測ではありますが、この体験学習の期

農家民宿等、農産物直売所、農家レストラン、山古

間中は、地域・地区においては「疾風怒涛」と考えら

志サテライト等は販売の重要なところになると考えら

れますので、日常生活の確保にも留意して実行してい

れます。

ただきたいと思います。またこの体験学習は、夏季に

2008年11月３日、種苧原「四季の里古志」において、

行われましたが冬季の体験学習も展望したいと考えま

「第31回：山古志産業まつり」が開催されましたが、農

す。各種の制約等が想定されますが、いわゆる多雪地

産物品評会即売会・山古志産コシヒカリつかみどり大

域の生活体験が若干でも可能と考えられます。冬場の

会などの催事のほかに、山古志名産の物販が同時に行

積雪時には、玄関前、車庫への通路等を「雪かき」し

われました。筆者は単身でしたが見学して場内を観察

て通行を確保しますが、これらを見学・体験すること

しました。会場の空気は穏やかで、帰村後一年をあら

を希望するものです。首都圏でも３月頃に、春特有の

わす雰囲気でした。これまでお世話になった方々も出

気圧配置になった時、降雪がありますが、その時の準

席されていて、単身では応対しきれない面もありまし

備になると思います。「屋根の雪おろし」は、そのタイ

たので短時間で見学を終了しましたが、この時は皆さ

ミングによりますが見学だけで充分と考えられます。

んの「おだやか表情」を感じました。このような会場
も交流の展開を拡大する為の場と期待されます。いま

少人数グループ・単身での農家民宿等においては、

以上に新聞広告等への掲載を期待するところです。

生活習慣のよい見学になると思いました。そのような
観点から、早朝散歩などではじっくりと集落内の生活

現在、一部の農地などでは人手の関係で雑草などの

諸相を見学できました、また人を介して伝達される情

繁茂が見られます。除草作業に参加することも、交流
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の一環になると考えられますが、実行する人の時間等

れば、予算があればと返ってきそうですが、必需室に

の制約が解決されるならば、物産販売以外の、また今

なるのではないかと思います。室名は「乾燥予備室」

後将来も必要となる作業と考えられますので、期待し

でも良いと考えられます。居間で干していますという

たい交流の事項と考えます。除草と関連して、畑地で

人から、廊下を利用します、さらに雪囲いの内側を利用、

の栽培作物として「そば」が考えられますが、実際に

その他、という人までいましたが、この予備室には換

栽培したという話を聞いています。しかし、その実を

気設備と暖房設備を設け居間程度までの室温を確保で

挽く「こなや」が近くにない等の事情でそば粉にはなっ

きるものを計画したいと考えます。この予備室は、ほ

てないことも聞きました。今後収穫量が増加して、そ

かの利用も計画した部屋と考えています。最後になり

ば粉ができれば、例えば「山古志産そば」として、農

ますが、雪対策の特に１階の開口窓部分の「雪止め板」

家民宿等の食事のメニューの候補として考えられます。

の件です。無垢板の利用がよく見られますが、採光を

今後の展開等を期待しているところです。

取るために部分的に「透明な板材」、例えば（アクリル板）

「くちこみ」などの情報交換に関して、筆者の体験を

などを利用した場合、もうすこし明るさが確保できる

記述します。先日10人以内のテーブルによる懇談会で、

と考えられます。厚いアクリル板では高価すぎる場合、

山古志のことを話していた時でしたが、地震前に何度

これを嵌め込んだパネルの利用も考えられます。

か訪問しているという方がいました。奥さんの関係で
ルートがあったとのことでした。なにげなくの会話の
なかで発見されたことでしたが、初夏のころ再度訪問
したいとのことでした。当方からもパンフレット等を
送信することを伝えましたが、数は多くないものの、
地震後再度訪問したいという方がいることも事実でし
た、新発見でした。
建物の小修繕・改修に関していえば、当地域におい
ては雪対策と物置・作業場を設ける関係上、ひとつの
棟にまとめた３階建が多数見られます。この場合２階
レベルに玄関等の出入口がある場合、地盤との間のレ
ベル差はかなりの高さです。雪対策を重視した３階建
と考えられますが、事情によって車椅子利用対応が必
要となった場合、上下交通の為に、エレベータの設置
等の対応を求められることが考えられますが、かなり
大規模な改修が発生すると思われます。改修計画上さ
まざまな場合が想定されることと、予算上の事があり
ますので、その対応は多種類になると想定されます。
筆者にとっても対応方法に妙案が、浮かんではいませ
んが、今後考慮する必要のある事項であると考えられ
ます。また特に冬季においての洗濯物の乾燥には、い
わゆる「室内干し」で対応されている模様で、屋外の
物干し場は観察されません。この室内干しに対応する
（乾燥室）を建築計画上必要と考えられます。余裕があ

166

山古志地域の農家民宿などの特徴について／仁瓶俊介

４．報告のむすび

＊ アクセス道路の状況写真
山古志地域へのアクセス道路は、長岡市市街地・同

筆者は、2007年２月頃から、当地の「集落及び住宅

郊外・小千谷市・魚沼市などから、約６ルート程度が

の外観調査」をさせてもらっていましたが、テーマは

考えられますが、そのうちで筆者が通過した３ルート、

違うものの、このたび漸く報告書をまとめることがで

すなわち長岡市市街地からのもの（写真15）、小千谷市

きました。単なる観察では事情がつかみきれないこと

からのもの（写真16）、魚沼市からのもの（写真17）を

も判明しました。時間的な制約もありまして、関連事

参考のために添付しました。

業に携わるわけにもいきませんでしたが、そうこうし
ている間に震災３周年行事、帰村式行事を終了し、さ

PROJECT 2

らに4周年をむかえるほどに経過しました。今年度にな
り漸く時間的制約も少なくなり、研究会への出席も軌
道に乗ってきました。そのなかで提出することができ
ましたので安堵しています。今回の報告書は「農家民
宿等」に関するものですが、対応してくださった方々
にお礼を申しあげると共に、単身での宿泊に応じてく
ださった方々に感謝しています。またそこへ至るまで
に様々な情報を提供してくださった方々にも感謝して
（ 写真15：虫亀の入り口 ）

います。
ところで農家民宿の経営者の３人を含む「畑の学校」
のメンバー５人が、2008年12月13日に、新発田市男女
共同参画社会推進団体懇談会及び新発田市主催の市民
講座４での：講演「気付き」のすすめ－やまこし道楽
村の「道楽道」－：（講師：丸山結香さん）の：イベン
ト部門「やまこし鍋」及び特産品即売で、新発田市に
来られました。「やまこし鍋の調理とふるまい」を行う
為でした。筆者も聴講して、鍋もご馳走になりました
が、鍋を食べた市民の方々を中心とした交流を強く願っ
ています。またこのメンバー方々の、春・夏・秋の栽培・

（ 写真16：間内平の入口 ）

収穫・調理実演等の諸活動を観察していますと、実に
バイタリティーがあると実感しました。
本稿の終了にあたりまして付記させていただきます
が、記述及びその内容には充分留意をしたつもりです
が、誤記あるいは見当違いのところ等があった場合は、
ご指摘をお願いすると共にご容赦くださるようお願い
いたします。

（ 写真17：小松倉の入口 ）

167

東洋大学／福祉社会開発研究

2号（2009年3月）

PROJECT 2

【参考図書等】
・山古志住民会議編（2008）『山古志ありがとう月間』同会議
・山古志住民会議編（2008）『旧山古志村散策絵図』同会議
・長岡市山古志支所編（2008）
『山古志の被害状況と歩み』同所
・松井克浩（2008）
『中越地震の記憶－人の絆と復興への道』高志書院
・㈱エコロジーサイエンス編（2008）（ながおか文の林:別冊）
『越後 牛の角突街道をゆく』新潟県長岡地域振興局
・池田哲夫，飯嶋康夫，新潟県立歴史博物館 編（2008）
『山古志ふたたび』㈳中越防災安全推進機構
・大野 晃著（2008）『限界集落と地域再生』新潟日報事業社
・（中越地震特別取材班＋北陸地域づくり研究所）著（2007）
『やまこし復興』㈱小学館ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
・塩崎賢明・西川榮一・出口俊一・兵庫県震災復興研究センター
『災害復興ガイド』編集委員会編著（2007）
『災害復興ガイド』㈱クリエイツかもがわ
・岡田知弘・にいがた自治体研究所編（2007）『山村集落再生
の可能性-山古志･小国法末･上越市の取り組みに学ぶ-』自治
体研究社
・山古志村写真集制作委員会編著（2007）『ふるさと山古志に
生きる－村の財産を生かす宮本常一の提案－』㈳農山漁村文
化協会
・新潟日報社編（2006）『中越地震復興公論』新潟日報社
・新潟日報社編（2006）『復興へ 中越地震』新潟日報社
・里村洋子著，中條均紀写真『動き出す山古志の衆』（2006）
アートヴィレッジ
・
（よしたー山古志）編（2006）
『帰ろう山古志へ－旧山古志村
民の体験－』新潟日報事業社
・須藤 功著（2005『「写真集 山古志村－宮元常一と見た昭
和46（1976）年の暮らし』㈳農山漁村文化協会
・桑原眞二，大野一興著（2005）
『山古志村のマリと三匹の子犬』
㈱文芸春秋
・㈳新潟県農林公社（2008）「ふるさと民宿」
（http://www.niigata-kosha.or.jp,2008.12.29）
・地域復興支援センター 山古志サテライト（2008）「山古志サ
テライト」
（http://www.yamanokurashi.jp/shien/yamakoshi,2008.12.29）
・㈶山の暮らし再生機構（2008）「事業の紹介」
（http://www.yamanokurashi.jp/,2008.12.29）

168

