
長野市信州新町地区について

4,125人 （参考）長野市全体
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２－３　地域の葬儀文化をこどもたちに伝えたい
　　   　～ＮＰＯ法人ふるさとの葬祭ビジネス（長野市信州新町地区）
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〇 取組の概要

地元商店街の商店主として、また、中山間地域に暮らすことに誇りを持つ地域住民として、自らの手に

よる冠婚葬祭事業や高齢者配食サービスを展開する「ＮＰＯ法人ふるさと」。長野市の中でも高齢化が著

しい地域の中において、ビジネスベースで持続可能な取組がどのように形成され、展開しているのか、時

代背景を重ねながら、活動のきっかけや転機を探りながら実現に至るプロセスを分析した。

〇 分析集における３つの視点

１ 住民がつくりだしたいと思う状態

高齢者が多い地域では知人の死は住民に身近なことで、住民の思いを地域で共有し、孤立すること

がない状態

専門業者に委託し地区外で葬儀を行うことも当たり前になってきたが、かつての自宅葬のような住

み慣れた愛着のある町で心に残る葬祭が執り行われる状態

人口減少で周辺部から中心部に人が流れ、あきらめざるを得ないものが増えてくる中、昔から地域

が育んできたアイデンティティは次の世代にも受け継がれていく状態

２ 地域にある物語

脈々と受け継がれてきた葬儀を地域の文化と捉え、その風習やしきたりを子どもたちにも伝えてい

こうとしている大人たちの物語

住民が求める足元の需要に気づき、一つの商店では提供できないものを、協力により供給体制を確

立した商店主たちの物語

３ 分岐点と判断

平成12年(2000年)

毎月１回の「朝市」スタート。商店街の活気を取り戻そうと、有志数人が集まり、できることから

始めることとし、組織を束ね大規模に実施しようとはしなかった。

平成14年(2002年)

葬祭請負スタート。大手専門業者のやり方をまねるのではなく、地域のお寺から仏事や作法を学び、

葬儀に関わる人の役割を、自分たちの葬儀の体験や記憶をもとに新町らしいやり方を考えていった。

平成23年(2011年)

高齢者宅配スタート。コミュニティの強化のため見守りも兼ねた新たなサービスを展開。収支的に

厳しくなることは覚悟の上、「ふるさと」の事業をトータルで考えた。

平成29年（2017年）

地域おこし協力隊をアルバイト雇用。隊員の活動の合間に、月４回程度の現金収入を得られる機会

として雇用の場を提供している。
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Ⅰ 背景 

 長野市信州新町は長野駅から国道 19号を車で約 40分、

犀川の中流、谷あいに広がる中山間地域で、いわゆる「平

成の大合併」で長野市に編入した旧町村のひとつです

（図１）。昭和 40年代の高度成長期に１万人を超えた人

口も、平成 30年(2018年)３月時点では約４千人、高齢

化率 49.4％（長野市全体 28.8％）で長野市の中でも高

齢化が著しい地域です。 

 信州新町中心部には、長野市の支所（旧役場）、病院、

銀行、小学校、中学校、コンビニ、商店などが徒歩圏内 

にあって住みやすい町ですが、かつて 160あった商店も 

平成 30年(2018年)１月時点では 50店舗程度で、商店主達は「この町から商店が無くなったらこ

の町は終わる」という強い危機感を抱いています。 

 商店街の活気を取り戻すため、平成 12年(2000年)１月から有志数人で、毎月１回、地元のス

ーパーの駐車場で朝市を始めました。平成の大合併の真っ只中、ＮＰＯ法人制度や介護保険制度

が始まった頃のことです。その時の有志の一人が地元で衣料品店を営む黒岩伸
のぶ

雄
お

さん（写真１）

で、ＮＰＯ法人ふるさとの理事長も務められ、平成 30年(2018年)１月 18日に県庁で事例発表を

していただきました。（写真２） 

空き店舗が増加し、町の活気が失われつつある状

況を前に、どうすればよいか仲間で意見を出し合う

中、「地域のセレモニー支援事業」というアイデア

が出たのが、平成 13年(2001年)頃のことでした。 

 この地域においても、かつて葬儀は自宅（写真３）

や菩提寺で家族や親戚が主体となって執り行われ

ることが一般的でしたが、葬儀を支える家族の高齢

化や核家族化、生活様式の変化により専門業者に依

頼することが主流となり、長野市中心部のセレモニ

ーホールで行われることが多くなっていました。 

菩提寺の側でも、遺族や参列者への負担の配慮か

ら、葬儀と同じ日に初七日の法要を行うなど、現代

の生活に合わせた変化もありました。 

 

葬儀は突然の出来事で、喪主や喪主をサポートす

る亭主役は、数日という短期間に非日常的で多忙な

スケジュールをこなさなければなりません。準備の

時間も限られる中、行政機関、医療機関、菩提寺の

住職、親戚や故人の関係者、ご近所の方々、遠方か

らの参列者など様々な関係者と調整しながら、目の 

前のことに迅速に対応しなければなりません。葬儀の簡素化、簡略化も自然な流れで、喪主が専

門業者に発注するというやり方も私たちの生活に定着しています。 

（写真２ 事例発表の様子） 

（写真１ ＮＰＯ法人ふるさとの皆さん。      

前列右から 3番目が黒岩さん。） 

（写真３ 自宅での葬儀の様子） 
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 その一方で、地域の個性や風習、昔からの所作や作法も、葬儀の中から姿を消していきました。

新町の商店主たちは、葬儀を地域の文化と捉え、地域のしきたりを子どもたちに伝えようと、葬

祭ビジネスに向き合いました。 

「葬儀の司会進行、仏事も知らないことばかり。宗派によってやり方も違うので、各宗派のお

寺に出向き、一から教えてもらいました。」と、黒岩さん。地元の葬儀に関しては、これまでの

経験や知識はあったことと思いますが、あらためて学んでみると奥が深く、得られた知識はその

後の葬祭ビジネスにも活かされていくことになりました。 

 

Ⅱ 葬祭ビジネスの始まり 

 平成 14年(2002年)５月、９人の商店主で任意団体「セレモニーふるさと」を立ち上げ、「商店

街の復活」、「コミュニティの強化」、「文化、しきたりを子どもたちに継承する」の３つを柱に活

動を開始し、初めて受託した業務は小中学校の歓送迎会でした。一つの商店では提供できないサ

ービスを、各商店で持ち寄り、協力することで今まで地域になかったサービスの提供を実現しま

した。「ふるさと」は商店主の集まりなので、何が足りていて、何が不足しているかは、経営者

としての経験や感覚が活かされたので、全く経験や知識のない人が一から計算するよりも短期間

で地域の供給力の現状を把握することができました。 

 歓送迎会は、あらかじめ日程や参加者が決まっ

ているのである程度余裕をもって準備できますが、

葬儀はある日突然、依頼を受けた瞬間から慌ただ

しく準備が始まります。お斎
とき

（精進落とし）のお

膳にしても、複数の商店で調達した料理や商品を、

会場で素早く一つのお膳にセットしなければなり

ません。いつでも滞りなく対応できるよう事前に

段取りを何度も確認し、初めて葬儀を受託したの

は、平成 14年(2002年)９月、メンバーの家族の葬

儀でした（写真４）。 

 平成 29年（2017年）は年間 50件程度の依頼がありました。季節変動の影響はほとんどないと

考えられるので、計算上１週間あたり１件程度の請負になりますが、「不思議なもので、葬儀は

しばらくないな、と思っていると立て続けに依頼がきます。１週間に複数の葬儀も珍しくないで

す。」と、黒岩さん。 

葬儀の依頼はメンバー９人の誰にしてもよく、依頼を受けた人が家族との打ち合わせ、会場の

準備、お膳や引き物の手配など一切を取り仕切り、急な 200膳にも対応できるようになりました。

メンバーだけでは人手が足りないので、近所のおばちゃんにもあらかじめ手伝いの声を掛けてお

き、その時になれば手伝ってもらいます。おばちゃんにとっては突然の仕事になりますが、１週

間に１回程度、友引の日に葬儀が行われることはないと思えば、協力しやすい業務でもあります。 

 また、「ふるさと」自体に事務所はないので、依頼を受けたメンバーの商店が「ふるさと」の

葬儀の事務所として機能します。遠方の喪主ともあらかじめ連絡をとっておき、突然都会から来

た喪主と、近所の人たちとの間で摩擦が起きないよう丁寧に地域のしきたりや伝統を伝えていく

という配慮をしています。 

 「ふるさと」は文化、しきたりを子どもたちに継承することを活動の３本柱の一つに掲げてい

（写真４ 葬儀の段取りの確認の様子） 
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るので、子どもたち一人一人に旅支度の役割を与えたり、参列者の見送りをする中で一言でも会

話が生まれたりすることを大切にし、世代を繋ぐ文化やしきたりに関わる部分を省略することは

ありません。「住職によっては、子どもたちにご遺体に触れさせることもある。人の死がどうい

うことか感じ、命を大切にする子どもたちになってもらいたい。」と、黒岩さん。 

 

Ⅲ ＮＰＯ法人化 

 平成 16年(2004年)１月、ＮＰＯの法人格を取得

したことで、葬祭事業の拠点となる水防会館（写真

５）の指定管理事業者となりました。１階の商工会

会議室で葬儀・儀式を行い、２階のアクアホールで

お斎の席を設けるというスタイルを確立させまし

た。 

なお、この地域の葬儀はお骨を搬入して行う「骨

葬」が一般的で、公共施設や民間の貸しホールでは、

遺体の安置ができない所が多くありますが、骨葬と

いう慣習が公共施設での葬儀を可能にし、「ふるさと」が関わることができるケースを多くして

います。 

 また、この頃主要メンバー全員が、厚生労働省認定の民間資格である葬祭ディレクター技能審

査２級の資格を取得しました。夜、仕事が終わってから水防会館に集まり、皆で一緒に勉強し、

技能向上に努め、質の高いサービスの提供を目指しました。同業他社には負けられないという商

店主の誇りや気概が感じられます。「地元の業者だからと言って料金が高いと皆さんに怒られま

す。冠婚葬祭事業者はセット料金とは言っているが、払ってみると結構高いことに気付く。価格

面でもなんとかなる。」と、黒岩さん。 

 あるテレビ番組の取材中、「ふるさと」を視察に訪れた県内の町役場職員からの「自分達の地

域にも同業者がいるが、その辺はどう考えたらよいか教えていただきたい。」との質問に、「それ

を考えたら話はそこで終わり。その先には進まない。」と即答した黒岩さん。遺族を中心に地域

の人たちが加わって故人とお別れができるように、「ふるさと」はあくまでサポートする立場を

貫きつつも、これまでに培われた商店の経営者としての厳しさもあります。  

 

Ⅳ 活動の発展 

 「ふるさと」は、葬祭事業を継続することを活動の柱にし

ているわけではなく、「商店街の復活」や「コミュニティの

強化」を目指しているので、葬祭ビジネスを軌道に乗せたら

終わりということにはなら

ず、様々な取組に展開して

いきます。平成 22年(2010

年)から始めた高齢者向け

宅配サービスもその一つで

す。（写真６）昔ながらの御用聞きをしてまわり、依頼のあった

商品を地元の商店街から調達して届けます。 

（写真６ 宅配弁当） 

（写真７ 宅配の様子） 

（写真５ 水防会館の外観） 
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高齢者の二人世帯や一人世帯が多く、65歳以上の高齢者が過半数を占める集落となっている地

域もあり、信州新町地域や近隣の高齢者世帯にお弁当を宅配し、それに合わせて安否確認も行い

ます。お弁当は必ず手渡し（写真７）とし、会話をすることで状況を確認し、前日のお弁当の残

り具合を見ることで健康状態や異変も把握します。お弁当の内容にも気を配り、1週間ごとに信

州新町地域内で業者を替え、毎日違うメニューで届けられ

ます。作り手側も、どうしたら喜んでもらえるか、一生懸

命考えて１週間のメニューを作ります（写真８）。 

 １日あたりの走行距離は 130㎞、４時間もかかり、ガソ

リン代が赤字の要因になっていますが、「高齢者にとって

日々の食事は健康に直結。やり出したらやめられなくなっ

た。」と、黒岩さん（写真９）。ガソリン代を商品の代金に

転嫁し、利用者に負

担を求めることができないことは、恐らくサービスを始め

る前から分かっていて、黒字部門も含めトータルで事業を

考えていたことと思われます。 

また、宅配に従事しているのは障がい者で、「活動の場を

作ることで生きがいにもなる。少しでも生活の糧になれば

と、短時間ですが毎日働いてもらっています。」と、黒岩さ

ん。「ふるさと」のメンバーは、高齢者や障がい者などの生

活が困難な方々を地域で見守り、支え続けています。 

 更に、最近は、地域おこし協力隊など移住した若者を夏祭りをはじめ、地域の活動にも積極的

に誘い、時にはお酒を酌み交わすなど本音で語り合いながら、地域への若者の溶け込みも自然な

形でサポートする人間関係を築いています。「せっかく来てもらったのだから、隊員の婚活も考

えないといけないな。」と、笑顔で話す黒岩さん。「ふるさと」の取組は、これからも多面的に展

開します。 

 

【ヒアリング実施日：平成 30 年(2018 年)１月 18 日、場所：長野県庁】 

（写真８ 弁当作りの様子） 

（写真９ 宅配用の車両） 
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長野市「ＮＰＯ法人 ふるさと」の取組のポイント 

 

 

 

 

 

○ 自らの体験をもとに、自分達が暮らす地域で自分達の手で冠婚葬祭を行いたいと考えた地元

商店主達の着眼点と実施までにこぎつける行動力 

○ 次世代まで地域や文化をつなぐという明確なビジョンや地域に対する思いのもと、昔からあ

るものでできなくなっているものがないかを考え直し、事業を実施した点 

○ 事業の実施にあたり、商店主同士のつながりや、地域の強い結びつきを活かし、一人ひとり

の特技を掛け合わせて事業を実施した点 

 

 

 

○ 地域に密着した身近な需要に気付き、商店が連携し必要な物を地域内で調達することで、総

合的な地域事業を実施している点 

○ 事業実施に当たり、十分な準備期間を設け、ビジネスの視点からシミュレーションを繰り返

し、持続可能性を追求した点 

○ その結果、地域経済の循環や商店街の活性化に繋がり、ボランティアベースではなく、ビジ

ネスベースで持続可能な一石十鳥と言える取組を実施している点 

 

 

 

○ 地域に根付く濃いつながりを強みとして、総合的な見守りを実施している点 

（葬儀の際の域外にいる喪主と予め連絡を取り、円滑な葬儀を実施している点や配食サービス

による見守りを実施している点） 

○ 活動を行う際には、地域の文化やしきたりを大事にすることで、次世代への継承を促す役割

を果たしている点 

○ 冠婚葬祭や弁当の配達等、地域の人に見える取組を着実に実施することで、活動に対する地

域の信頼感を獲得している点 

○ 地元の人達が互いの顔の見える関係の中で、それぞれの役割を果たし、地域を支えている実

感や、地域から必要とされている自信を付け、それをもとに活動がより活発化している点 

 

 

 

【ポイント１】 地元商店主の着眼点・行動力・団結力 

【ポイント３】 地域のつながりから生まれる信頼感 

【ポイント２】 地域経済の循環、一石十鳥の取組 
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長野市信州新町地区 NPO法人ふるさと 関係図（活動展開図）

長野市信州新町地区 NPO法人ふるさとのこれまでの歩み
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