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長野信用金庫　すかい
「すかい」は長野信用金庫のホームページでカラー
にてご覧いただけます

月例調査レポート

「謗る者は謗るままにしておこう…」幕末という国難の時代に、自信過剰で傲慢と謗ら
れても、国家の進むべき道を堂々の気概で論じた佐久間象山。彼の下には、吉田松陰
勝海舟、小林虎三郎、坂本龍馬ほか、数多くの幕末維新の志士達が集いました。
彼はまた電信実験、地震予知機、ガラス製造、カメラ自作、さらには天然痘ウイルス
の予防接種導入まで企画していたことには驚かされます。
今秋、この象山翁の銅像は川中島古戦場から、地元松代の地へ移設されるそうです。

■ 長野しんきん月例調査レポート
■ 企業アンケート 新型コロナウイルス感染症の影響 Ⅳ ③
■ インタビュー 変革期の経営ビジョン
■ 北信濃  江戸時代の風景 （85）下高井郡
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※複数回答につき合計は
　100％を超える
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　財政状況ひっ迫による影響　「大いにある」は13
％ですが、「多少ある｣が45％にのぼり、「影響はな
い｣は15％となりました。
　新型コロナ対策で一番必要なもの　「従業員の感
染防止策」が50％にのぼり、「売上の回復」は27％、
「顧客との取引関係維持」は９％、「原材料の調達先」
は５％となっています。

　「コロナ対策として国や自治体の支出が増大し、
財政状況がひっ迫することによる影響は想定され
るか」を聞いたところ、「大いにある」は13％です
が、「多少ある」が45％にのぼっています。「影響
はない」は15％、「わからない」は27％でした。

　従業員規模で比べると、30人未満は「多少ある」
が30人以上より11㌽高く、30人以上は「わからな
い」が30人未満より11㌽高くなっています。

　製造業　「わからない」（41％）は他業種に比べ最
も高いのですが、「多少ある」（34％）は他業種に比
べて最も低くなりました。
　建設業　「大いにある」（20％）は他業種に比べ最
も高く、反面「影響はない」（13％）は他業種に比べ
最も低くなっています。
　卸小売業　「多少ある」（61％）と「影響はない」（21
％）は他業種に比べ最も高く、「わからない」（９％）
は他業種に比べ最も低くなっています。

　サービス業　「大いにある」（７％）は他業種に比
べ最も低くなっています。

　「新型コロナ感染症対策として、一番必要なも

のは何か」を聞いたところ、５割の企業が「従業員
の感染防止策」（50％）、３割弱の企業が「売上の回
復」（27％）と答えました。ほかに「顧客との取引
関係維持」（９％）、「原材料の調達先」（５％）、｢運
転資金」（４％）、｢新たな事業分野の開拓」（１％）
が挙がっています。
　従業員規模で比べると、30人未満は「顧客との
取引関係維持」が９㌽、「原材料の調達先」が７㌽、
30人以上より高くなっています。30人以上は「従
業員の感染防止策」が15㌽、「売上の回復」が７㌽、
30人未満より高くなっています。

7

全産業 30人未満 30人以上 製造業 建設業 卸小売業 サービス業

企業アンケート「新型コロナウイルス感染症」の影響 Ⅳ ③　 2021年6月調査

｢大いにある」13％ ｢多少ある」45％ ｢影響はない」15％ ｢わからない」27％
財政状況ひっ迫による影響

新型コロナ対策で一番必要なもの

●コロナ対策として国や自治体の支出が増大し「、財政状況がひっ迫することによる影響」は想定されるか（％）

●新型コロナ感染症対策として、
　「一番必要なもの」は何か（％）
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　製造業　目立って高い項目はありませんが、｢従
業員の感染防止策」（55％）は平均よりやや高く、
｢売上の回復」（26％）は平均近くになっています。
　建設業　「従業員の感染防止策」（64％）と｢原材
料の調達先」（11％）は他業種に比べ最も高く、｢売
上の回復」（13％）と｢運転資金」（２％）、｢新たな事

業分野の開拓」（０％）は他業種に比べて最も低く
なりました。
　卸小売業　「顧客との取引関係維持」（19％）と｢運
転資金」（７％）、｢特になし」（12％）は他業種に比
べ最も高く、｢原材料の調達先」（２％）と｢新たな
事業分野の開拓」（０％）は他業種に比べて最も低
くなっています。
　サービス業　「売上の回復」（52％）と｢新たな事業
分野の開拓」（２％）は他業種に比べ最も高く、｢従
業員の感染防止策」（31％）と｢顧客との取引関係維
持」（２％）と｢特になし」（２％）は他業種に比べて
最も低くなりました。
◇次号は「環境に配慮した企業経営」を予定

｢従業員の感染防止策｣ 50％ ｢売上の回復｣ 27％ ｢顧客との取引関係維持｣ 9％
｢原材料の調達先｣５％  ｢運転資金｣４％  ｢新たな事業分野の開拓｣１％

新型コロナ対策で一番必要なもの
｢従業員の感染防止策｣ 50％
｢売上の回復｣ 27％
｢顧客との取引関係維持｣ 9％
｢原材料の調達先｣ 5％
｢運転資金｣ 4％
｢新たな事業分野の開拓｣ 1％

財政状況ひっ迫による影響
｢大いにある｣ 13％
｢多少ある｣ 45％
｢影響はない｣ 15％
｢わからない｣ 27％

業種別
｢大いにある｣…建築 20％～サービス 7％
｢多少ある｣…卸小売業 61％～製造 34％
｢影響はない｣…卸小売業 21％～建築 13％
｢わからない｣…製造 41％～卸小売業 9％

業種別

｢従業員の感染防止策｣…建設 64％～サービス 31％
｢売上の回復｣…サービス 52％～建設 13％
｢原材料の調達先｣…建設 11％～卸小売 2％
｢顧客との取引関係維持｣…卸小売 19％～サービス 2％
｢運転資金｣…卸小売 7％～建設 2％
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●設立の経緯をお聞かせください…
　スキー好きであった私は、学生時代から志賀高
原でアルバイトを続け、将来はスキーに携わる仕
事に就きたいと思っていました。学校を卒業後は
東京の旅行会社への就職が内定していましたが、
スキーへの夢は捨てがたく、また宿泊業にも興味
があったことから、内定をお断りして志賀高原丸
池のホテルにフロントマンとして入社しました。
大型ホテルであったため、個人客から修学旅行の
団体客まで、幅広い層のお客様に応対していて色
々と勉強になりました。しかしながら、日々の業
務に何か違和感を感じるようになり、自分が本
来やりたいと考えていた宿泊業のスタイルである
「小さくてもお客様との距離が近いペンションホテ
ル」という夢の実現を決意しました。この想いは
妻とも共通のものでした。
　昭和57年、私たち夫婦は埼玉県に住んでいまし
たが、ペンションを始めるなら自然の豊かな長野
県と最初から決め土地を探していました。そんな
時、母の知人のある経営者の方が志賀高原にホテ
ルを開業する計画があるという話を聞くにおよび
一度お会いしました。その際、その方のプランニ
ングと私の想いが同じ方向性にあることが判り、
「当社のホテル経営プロジェクトに参画してほし
い」と言われお世話になることを決めました。
　昭和58年、その会社のホテル経営プロジェク
トの第一弾として、北志賀高原夜間瀬にある別
荘をリニューアルしてロッヂに仕立て、私たち
夫婦がその経営をするという計画が立ち上がり
ました。順調に進展していましたが、様々な問
題が発生し途中で頓挫してしまいました。しか

し、すでに旅行会社のパンフレットにオープン
が掲載されてしまっていたため、ここで止めま
すとは言えず、資金面で様々な人に助けていた
だき、私たち夫婦だけで何とかペンションを立
ち上げることが出来ました。1984（昭和59）年12
月「パディントンハウス」の誕生です。
　「パディントンハウス」という名称は、イギリ
ス・ロンドンにある駅名から付けました。この駅
は上野駅のようなターミナル駅で、どこへ旅して
も必ずこの駅に帰ってきます。お客様がいろんな
場所に旅をしても必ず前に泊まった「パディント
ンハウス」を思い出してまた泊まりに来てくれる
との願いを込めて命名しました。また「くまのパ
ディントン」も有名です。
●事業の概要をお聞かせください…
　開業から10年ほどは、夏の大学生のテニス合宿
と、冬のスキーヤーがメインでした。また、周辺
には毎年のように宿泊施設が誕生していきまし
た。夏の観光客誘致のために、リフト会社と旅館
組合が出資してテニスコートも造りました。
　学生の合宿がない時期には、一般のお客様も受
け入れていましたが、私たち夫婦が犬好きなこと

から、犬連れのお客様にもお泊り頂いていたと
ころ、その評判が口コミで広がり“犬の同伴客”
が徐々に増えていきました。そこで、スキーシ
ーズン以外は“犬と同伴の旅館”を前面に打ち出
すことを決め、客室の床を絨毯張りからフロー
リングにする等の改装を行いました。また、夜
間瀬にも温泉が出たため、「犬の露天風呂」をは
じめ、「芝生敷きのドッグラン」を併設したりし
て、“ペットと泊まれる温泉宿”へと変遷してい
きました。当時はこの転換は懐疑的な所もあり
ましたが、今になって思えば、この決断は正解
だったと自負しています。開業の翌年から家族
となった、初代看板犬「クリ」から２代目「太郎
丸」３代目「リノ」４代目「権八」５代目「麟太郎」
そして６代目「ナナ」と、当ホテルの歴代の優秀
な看板犬が、ホスピタリテイー溢れるお迎えを
してきたのも人気だったのかもしれません。
●同業者との差別化についてお聞きします…
　北志賀夜間瀬周辺にもペットホテルはあります
が、軽井沢や那須、伊豆に比べれば数は少なく、
“小型から大型犬”まで引き受け可能で、ドッグラ
ンや温泉がある施設となると非常に絞られてきま
す。また、デメリットとされる首都圏からのアク
セスの悪さも、逆に考えれば宿泊を必要とする状
況を作り出し、軽井沢等の日帰り圏内とは違った
需要が生まれるメリットとも考えられます。
　最近ではネットでの宿泊予約がメインとなっ

ています。「夜間瀬」はまだまだ知名度が低いの
で、ネット予約の際に検索して辿り着くまでが
大変です。しかし、実際に夜間瀬に来たお客様
は、北信濃を眼下に一望する絶景に感動してリ
ピーターになられる方が多くいらっしゃいます。
また提供するお料理も味、品数ともに高評価を
頂いております。
●コロナ禍の影響や対応をお聞きします…
　昨年のGWは予約で満室でしたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大に伴い、キャンセルが相次ぎ、
５月は壊滅的で、その影響が６月にもおよびまし
た。本来ならば繁忙期の８月も例年の半分以下で
した。９～10月で多少もり返し、11月はGo Toト
ラベルキャンペーンのおかげで、開業以来、最高
の売上になりましたが、稼ぎ時の８月の落ち込み
をカバーするまでには至りませんでした。今年の
１月以降はGo Toトラベルの一時休止により売上
の大幅な回復には至っていません。コロナ禍にな
り、客層も少し変わりました。コロナ前は７割方
が関東方面でしたが、昨年後半からは北陸方面の
お客様が増えています。
●今後の夢や方針などをお聞かせください…
　私も65歳になり、今後10年～15年の間で“事業
継承”は一番の課題です。宿泊業だけでは次世代
の担い手は見つかりません。事業転換も考えたこ
ともありましたが、今ある事業を基本に置いて付
加価値を付けていくことを考えています。当社の
基本事業としての“ペットと泊まれる温泉宿”に
犬に関連する様々な新サービスを追加し、「人と
犬」が、ともに、再び訪れたいと思ってもらえる
ホテルを作っていきたいと考えています。

大好きな愛犬と一緒に過ごす
楽しいひとときを提供したい

三代目と四代目の愛犬と一緒に…

パディントンハウス全景

●企業の概要
設　立　1984（昭和59）年
資本金　800万円
代表者　河西正一
従業員　８名（男１・女７）パート含む
業　務　宿泊業
事業所　下高井郡山ノ内町大字夜間瀬7083-3
U R L　https://paddington-house. com/sp/
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よませ温泉「ワンワン露天風呂」
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　今年度は、江戸時代に善光寺門前で売られてい
た観光案内図「信州川中嶋古跡順道手引草之図」
を、少しずつ切り取って紹介します。今回は下高
井郡の部分で、左が北、右が南です。
千曲川
　図の中央を南北に千曲川が流れています。左端
の両岸に「高井郡」「水内郡」と記されていて、北
信濃では千曲川が両郡の境になっていることを示
しています。
　高井郡が上高井郡と下高井郡に、水内郡が上水
内郡と下水内郡に分割されたのは、明治12年（1879）
のことです。この図の千曲川の右岸（上部）は下高
井郡です。下高井郡を南（右）から順に見ていきま
しょう。
中野
　右端の千曲川右岸に、「中野」「御陣ヤ」「善光寺」

（85）下高井郡

と書いてあります。ここは現在の中野市の中心部
で、北信濃の天領（幕府領）を管轄する「御陣ヤ」（御
陣屋）（代官所）が置かれていました。またここは、
川東善光寺と呼ばれる南照寺があることで知られ
ています。
　その左には、「高ナシ□跡」と書いてあります。
この図は原図を写したものらしく、判読できなか
った文字があったようです。□は「城」らしく、山
の上に小さな建物が描かれているのが、この「高
梨城跡」でしょう。
　室町時代に中野を本拠にしていたのは、高梨氏
です。中野市小舘にあるその館跡は、「高梨氏館
跡」として国の史跡に指定されています。しかし
この図に描かれているのはそれではなく、館の背
後の鴨ケ嶽（688m）にある高梨氏城跡（鴨ケ嶽城跡）
でしょう。

湯田中温泉
　「中野」の山を隔てた東に
ある「田中湯」は、山ノ内町
の湯田中温泉です。正式に
は湯田中村ですが、一般に
は田中村と呼ばれることが多
く、訪れた小林一茶も、「田
中」「田中河原」と記していま
す。夜間瀬川の河原から温
泉が湧き出ていたのです。
高社山
　中央の高山には、「高ヤシ
ロ」と書いてあります。これ
は高井富士として知られる高
社山（1351m）で、現在も「た
かやしろ」と呼ばれています。
　高社山の東麓に、「菅川」
があります。これは山ノ内町夜間瀬の須賀川です。
江戸時代は夜間瀬村の一部で、須賀川大組と須賀
川小組に分かれていました。
　この地区の伝統的な蕎麦の食べ方「早蕎麦」は、
県の選択無形民俗文化財に指定されています。大
正時代からは根曲がり竹を使った竹細工が盛んに
なり、現在も特産品として知られています。
　高社山の北側には「木島平」があります。現在も
木島平村がありますが、これは昭和30年（1955）に
穂高村・往郷村・上木島村が合併した時に付けら
れた、新しい村名です。この地域を古くから通称
で「木島平」と呼んでいたので、村名に用いられた
のです。
小菅村
　「木島平」の北に「小菅村」（飯山市瑞穂）があり、
「八将大権現」と書いてあります。鳥居と社殿も描
かれています。これは正しくは八所大権現で、現
在の小菅神社です。小菅は戸隠と並ぶ北信濃の修
験の霊場でしたが、明治時代の神仏分離によって
衰えました。現在もこの地区には、たくさんの文
化財が残されています。
千曲川に沿って
　中野から千曲川に沿って下ると、「赤岩村」があ
ります。ここは現在の中野市赤岩で、高社山の西
麓の村です。
　「安田村」（飯山市安田）には千曲川の「渡」があり

ます。これは綱切の渡しで、現在は綱切橋となっ
ています。永禄４年（1561）の川中島合戦の後、越
後に退却する上杉謙信軍が渡しの綱を切ったとい
う伝説があります。
　「御蔵サキ」にも「渡」があります。「御蔵サキ」は
現在の飯山市常盤大倉崎で、実際には千曲川左岸
の地名です。この「渡」は、現在は大関橋となって
います。この橋名は、大倉崎と対岸の関沢から、
１字ずつを取ったものです。
千曲川の左岸
　千曲川の左岸にも、地名が連なっています。こ
れは飯山街道沿いの地名です。まず上流（右）に
「渡」があり、「浅野」（長野市豊野町浅野）がありま
す。これが浅野の渡しです。「今井」は、現在の中
野市上今井です。飯山藩領には今井村が２村ある
ので、こちらを上今井と称したといいます。
　「替佐」は、現在の中野市豊津替佐です。その先
に「坂」があり、「渡」があって、「静間」（飯山市静
間）があります。この「渡」は腰巻の渡しで、現在
は中野市と飯山市を結ぶ古牧橋となっています。

10月号は「善光寺の西方」の予定です。

川東善光寺と呼ばれる中野市の南照寺
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ります。ここは現在の中野市赤岩で、高社山の西
麓の村です。
　「安田村」（飯山市安田）には千曲川の「渡」があり

ます。これは綱切の渡しで、現在は綱切橋となっ
ています。永禄４年（1561）の川中島合戦の後、越
後に退却する上杉謙信軍が渡しの綱を切ったとい
う伝説があります。
　「御蔵サキ」にも「渡」があります。「御蔵サキ」は
現在の飯山市常盤大倉崎で、実際には千曲川左岸
の地名です。この「渡」は、現在は大関橋となって
います。この橋名は、大倉崎と対岸の関沢から、
１字ずつを取ったものです。
千曲川の左岸
　千曲川の左岸にも、地名が連なっています。こ
れは飯山街道沿いの地名です。まず上流（右）に
「渡」があり、「浅野」（長野市豊野町浅野）がありま
す。これが浅野の渡しです。「今井」は、現在の中
野市上今井です。飯山藩領には今井村が２村ある
ので、こちらを上今井と称したといいます。
　「替佐」は、現在の中野市豊津替佐です。その先
に「坂」があり、「渡」があって、「静間」（飯山市静
間）があります。この「渡」は腰巻の渡しで、現在
は中野市と飯山市を結ぶ古牧橋となっています。

10月号は「善光寺の西方」の予定です。

川東善光寺と呼ばれる中野市の南照寺

長野信用金庫　すかい
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