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はじめに

現代のグローバル・コミュニティ、ローカル・コミュニティにおいては、地球環境・途
上国支援・まちづくり・高齢化社会・青少年教育・障がい者雇用・ホームレス支援など社会
課題が多様化しており、政府や行政だけあるいは市場を中心とした経済システムだけでは対
応しきれなくなっています。これらの社会問題に対し、ＮＰＯ ・株式会社・共同組合・Ｌ
ＬＰなど様々な形態で、ビジネスの手法を以って新しいサービス・商品・しくみなどを提供
しているソーシャルビジネス・コミュニティビジネス（以下「ＳＢ / ＣＢ」とする）の役割
が期待されています。
しかしながら、ＳＢ / ＣＢの担い手は社会的認知度が低く、地域住民、金融機関、企業な
どから充分の理解も得られないなど、
経営資源なども限られており、
ＳＢ / ＣＢ振興にあたっ
ては、ＳＢ / ＣＢを取り巻く様々な関係者が、意見交換や交流を進め、相互に連携し、ネッ
トワークを構築することが必要と考え、近畿地域（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県）の自治体・事業者・支援機関・金融機関・企業・教育機関などと広域的
ネットワークを構築する場として、近畿経済産業局の下に「近畿ソーシャルビジネス・ネッ
トワーキング（以下「近畿ＳＢＮ」とする）
」が設立されました。
本報告書は、平成 20 年 11 月 20 日の「近畿ＳＢＮキックオフセミナー」をスタートに、
近畿ＳＢＮの自立化に向けて検討された５つの研究会、分野別セミナーや参加団体による全
体会の報告をはじめ、近畿２府５県の先進的な 12 のＳＢ / ＣＢ事業者の事例をまとめてい
ます。
近畿ＳＢＮでは、
この成果を土台として、
更にＳＢ / ＣＢ振興に向けて「近畿ＳＢＮビジョ
ン」を策定し、実践的な事業を通して将来的には「近畿ＳＢＮモデル」を提示していきたい
と考えております。
今後は、ＳＢ / ＣＢの推進に邁進されている全国各地の人々とも広域的に交流しながら、
新しい社会価値を実現していきたいと思っています。
最後になりましたが、本事業にご協力いただいた多くの関係者の方々に深く感謝を申し上
げます。

平成 21 年３月

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング
（特定非営利活動法人 大阪ＮＰＯセンター）
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第一部
第一章

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング
ビジョン
「近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキングの自立を目指して」
急速な世界経済悪化が日本にも大きな影響を与え始めている一方で、自らの手で山積する社会課題の解決に積
極的に取り組もうとする市民が出現してきている。それは、単にボランティアによる対処的な方法で解決するの
ではなく、ビジネス的な手法を駆使しながら、継続的に課題を解決するといった、まさに「志」と「ビジネス手法」
を兼ね合わせたソーシャルビジネス（以下「ＳＢ」とする）が注目されている。そのような状況の中で、近畿２
府５県内のＳＢを振興すべく平成20年11月20日（木）に「近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング」
（以下「近
畿ＳＢＮ」とする）が設立された。
近畿ＳＢＮでは、自立を目指して以下の研究会を実施した。
（研究内容については、次章参照）
ＳＢ／ＣＢにおける資金供給のあり方研究会
ＳＢ／ＣＢ経営コンサルティング・サポートのあり方研究会
ＳＢ／ＣＢと農商工連携のあり方研究会
ＳＢ／ＣＢ起業家、経営管理者育成のあり方研究会
ＳＢ／ＣＢのエンジェルのあり方研究会
研究内容から近畿ＳＢＮが自立するには、短期的視野と長期的視野の両面から検討する必要があると判断され
た。さらにはパイロット的に事業を試行し、その実践から問題点を抽出することによって、将来的には「近畿Ｓ
ＢＮモデル」を提示したいと考えている。その為には、まず近畿圏をベースとして、資源を補完しあう取り組み
が必要だと考えられる。本年度構築した支援者のネットワークとともに今後は、事業者とのネットワークの拡大
を図ることにより事業者と支援者の相乗効果による近畿ＳＢＮの自立に取り組むことが重要と考えられる。
（短期的事業）
１.ＳＢ評価指標（簡易版）
２.ＳＢを支援するコンサルタント養成講座
３.ＳＢを担う人材を育成
４.ＳＢ同志や市民とＳＢをつなげるツアー 等
上記事業を実施するために以下の４つの研究会を設置し、ＳＢ振興およびＳＢ振興による地域経済活性化に資
するアクションリサーチが必要と思われる。これにより、近畿ＳＢＮの早期自立化を具体的にするための事業計
画が策定されることとなる。



１．
「ＳＢを対象とした資金供給システムワーキング」
（１）近畿地域でＳＢが利用できる既存の助成、融資、投資制度は数多く存在することが確認された。そこでそれ
らの情報提供や資金調達事例の収集などを行い、関係者への情報提供が必要である。
（２）事業者が融資を受ける際に必要となる資金繰り表の策定など、融資に必要とされる精度の高い財務諸表、事
業計画書に対する要望が主に金融機関から出された。そこでそれらの作成に関する研修会を企画、実施す
ることが望ましい。
（３）ＳＢへの寄附者、ＳＢへの投融資者に参考となる、ＳＢの社会的評価指標などの非財務情報開示ガイドライ
ンの開発およびその普及を行う。そのことにより、ＳＢ関係者はもちろんのこと市民がＳＢに対する監査
の目の醸成が図られる。

２．
「ＳＢ経営コンサルティングワーキング」
ＳＢ支援者（近畿地域の中間支援団体、経営コンサルタント等）と事業者が連携し、
①ＳＢの起業、経営の維持拡大、
②ＳＢが生産・供給する財、サービスの質の向上
に対する支援が必要であることが、事業者・支援者双方から提案された。そこで、ＳＢを支援する経営コンサル
タント、アドバイザーを養成するための研修プログラムおよび教材（テキスト）を開発し、またプログラムおよ
び教材の評価を目的とした試行的な研修会を実施することが重要である。評価作業を経て、開発した教材の販売
および研修会を開催することも必要である。

３．
「ＳＢ起業育成・新事業創成ワーキング」
既存のＳＢ事業者のもつ実践知を起業家へ承継することの重要性と、他のＳＢ事業者の実践知との交流を通じ
て、ＳＢ起業家の育成、新たなＳＢ事業を創成する可能性について、研究の中から明らかにされた。
そこで、ＳＢ支援者とともに既存のＳＢ事業者を講師またはメンターとし、今後ＳＢ起業を希望する者を対象
としたＳＢ起業研修会を開催し、さらには、ＳＢ起業家の裾野を広げるべく、大学等の教育機関と連携し、イン
ターンシップなど現場を通じて学ぶカリキュラムの育成や、受け入れマニュアルの確立などを検討することが望
ましい。
また、既存のＳＢ事業者を対象として、連携による新たなＳＢ事業の創出のために、連携事業計画の策定、実
施に関する研修会を開催し、新規事業創出の試行が必要である。

４．
「ＳＢによる農商工連携事業ワーキング」
地域経済活性化を目的としたＳＢによる農商工連携事業については現場視察を通じて、事業を具体化できる可
能性について確認することができた。そこで、さらに先進事例の視察研修（ツアーなども含む）
、実践等を通じて、
地域間連携強化を図り、具体的な連携事業計画の策定、連携事業支援手法の開発をモデル地区などを設定して試
行・検証を行う。そして、企業等と連携した商品・サービスの開発も手掛けるべきと考えられる。
（長期的事業）
１. ＳＢの商品を流通させるためのシステム構築
２. 大学等と連携したＳＢ学のカリキュラムづくり
３. ＳＢ支援コンサルタント認定のシステムづくり
４. ＳＢのためのエンジェルグループの創設 等
このように近畿ＳＢＮが自立するためには数多くの課題をクリアしなければならないと考えられる。しかし、
その課題のクリアこそが、近畿ＳＢＮの自立さらには、ＳＢの振興につながると考えている。



近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング
全体会の報告

１．全体会の趣旨
近畿SBN全体会は、近畿SBNの趣旨に賛同したSB/CB事業者、支援者に対してSB/CB振興に資する近畿SBNの
事業企画、事業報告を通じて意見交換を行った。平成20年度は、準備会を含めて３回開催した。

日時

場所

参加人数

準備会

平成 20 年 10 月２日（木） 大阪 NPO プラザ３階 H 会議室
13：00 ～ 15：00

24 人

第２回

平成 21 年１月９日（金） 大阪 NPO プラザ３階 E 会議室
14：00 ～ 16：30

15 人

第３回

平成 21 年２月 10 日
（火） 大阪 NPO プラザ３階 E 会議室
14：00 ～ 16:30

17 人

２．議事概要
（１）近畿地域コミュニティビジネス推進協議会（仮称）準備会
近畿SBN設立に先立ち、近畿地域コミュニティビジネス推進協議会の仮称で準備会を開催した。主な議事内容
は、推進協議会の基本理念、平成20年度事業計画の説明である。また、近畿SBNの名称が正式決定された。

（２）近畿SBN全体会・第２回
本会では、SB/CB振興の全国規模組織であるソーシャルビジネス推進イニシアティブの第１回会議報告、近畿
SBNの各研究会の中間報告、近畿SBNの規約案の説明を行った。

（３）近畿SBN全体会・第３回
本会では、近畿SBNの各研究会の報告、分野別セミナーの実施報告、研究会全体の総括および平成21年度の方
針案の説明を行った。



第ニ章

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング
平成20年度研究会概要

平成20年度は、ＳＢの起業、経営の維持拡大にとって必要となる資金供給と、経営コンサルティング等の経営
支援の現状と課題を明らかにすることを目的として、４つの研究会を設置した。また、農商工連携による地域経
済活性化に着目した研究会も設置した。
資金供給に関しては、主に間接金融（融資）に着目した「SB/CBにおける資金供給のあり方研究会」、寄附や
直接金融（投資）に着目した「SB/CBのエンジェルのあり方研究会」の２つの研究会を設けた。研究会の結果と
して、ＳＢの経営ステージに応じた資金供給システム（寄附、融資、投資）のさらなる充実の必要性、ＳＢ事業
者には資金繰り計画の作成や中長期的な事業計画作成に関する実務能力の育成が必要であること、ＳＢの社会的
評価指標などの「非財務情報」の提供があれば融資審査、投資の参考となり、融資の拡大が期待できること等、
が明らかになった。
経営コンサルティング等の経営支援に関しては、主にＳＢの起業家、経営管理者の育成に着目した「SB/CB起
業家、経営管理者育成のあり方研究会」、主にＳＢに対する経営コンサルティングに着目した「SB/CB経営コン
サルティング、サポートのあり方研究会」の２つの研究会を設けた。
研究会の成果として、教育訓練の成果を実務に反映させるためのシステム構築、ＳＢの経営支援事業者を対象
とした教育訓練システムの構築の必要性が明らかとなった。
農商工連携に関しては、「SB/CBと農商工連携のあり方研究会」を設置し、研究会の成果として、都市と農村
との直接交流による事業化に可能性があるということが、明らかとなった。

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 研究会一覧
研究会名称

回数

日程

時間

第1回

平成 20 年 12 月 12 日 ( 金 )

15:30 ～ 17:30

第2回

平成 20 年 12 月 19 日 ( 金 )

15:30 ～ 17:30

第3回

平成 21 年 1 月 15 日 ( 木 )

13:00 ～ 15:00

第1回

平成 20 年 12 月 12 日 ( 金 )

10:00 ～ 12:00

第2回

平成 20 年 12 月 24 日 ( 水 )

13:30 ～ 15:30

第1回

平成 20 年 11 月 24 日 ( 月 )

13:00 ～ 17:00

第2回

平成 21 年 1 月 15 日 ( 木 )

10:00 ～ 12:00

第3回

平成 21 年 2 月 6 日 ( 金 )

16:00 ～ 18:00

4.SB/CB 起業家、経営管理
者育成のあり方研究会

第1回

平成 20 年 12 月 12 日 ( 金 )

13:00 ～ 15:00

第2回

平成 20 年 12 月 24 日 ( 水 )

15:30 ～ 17:30

5.SB/CB のエンジェルのあ
り方研究会

第1回

平成 20 年 12 月 19 日 ( 金 )

13:00 ～ 15:00

第2回

平成 21 年 1 月 15 日 ( 木 )

15:30 ～ 17:30

1.SB/CB における資金供給
のあり方研究会
2.SB/CB 経営コンサルティン
グ・サポートのあり方研究会
3.SB/CB と農商工連携のあ
り方研究会



近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング
研究会内容

Ⅰ「SB/CBにおける資金供給のあり方研究会」

１．研究会の趣旨
SB/CBが地域社会に一定水準の社会的、公共的な財、サービスを持続的に生産、供給していくための支援策の
１つとして資金供給があげられる。
たとえば「ソーシャルビジネス研究会報告書」（経済産業省

平成20年４月）によれば、SBは必ずしも事業性

の高くない領域で活動しており、起業時や事業運営時に金融機関から資金を確保することが容易でないこと、事
業を拡大していくために公的機関以外からの資金調達への移行を促進するような環境を整備することが重要であ
るとされている。
近畿地域においては、１）地方自治体、公益法人、中間支援を行う特定非営利活動法人による助成金、２）近
畿労働金庫などの協同組合金融による融資、３）
（財）大阪府地域支援人権金融公社による融資、４）日本政策金
融公庫による融資など、SB/CBを対象とした資金供給システムが存在する。
しかし、融資実績をみると、介護報酬など定期的な収入が確保できる福祉事業や、助成金や補助金が入金され
るまでの「つなぎ資金」に対する融資が中心であり、福祉分野以外の運転資金、設備資金に対する融資は必ずし
も多くない。
そこで、当研究会においては、近畿地域において、SB/CB振興に実効性のある資金供給システムのあり方、と
くに融資のあり方について検討した。

２．内容
（１）第１回「SB/CB事業者が望む融資のあり方、金融機関が考える融資のあり方」
SB/CBに対する融資が拡大しない要因の１つには、事業者が感じる融資に対する心理的障壁（利払いや返済の
不安等）
、取引費用の高さ（書類作成のコスト等）があげられる。本研究会では、SB/CB事業者である（特活）トゥ
ギャザー、
（特活）のあっく自然学校より、融資時の所感について報告していただいた。
短期の運転資金を調達した（特活）トゥギャザーの場合、過去３年間の財務諸表の提出、資金計画（資金繰り）
の提出など申請書類の作成の事務的負担が大きく、税理士など専門職のサポートが必要であるとした。
設備資金を調達した（特活）のあっく自然学校の場合も、担保物件の登記、保証人の依頼に苦労したほか、資
金繰表、財産目録、総会議案書、減価償却明細書、固定資産税評価証明書など、融資審査に必要な書類の準備が
大変であった。
以上の報告を受け、研究会に参加した金融機関融資担当者からは、融資審査は基本的には企業と同様であり、



近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 研究会内容

NPO法人といっても特別な配慮はしないこと、審査は財務諸表だけでなく社会的な評価など非財務情報も参考に
していること等のコメントがあった。
座長より、金融機関に対して、融資審査の際、SROI
（Social Return On Investment）などの 社会的投資
Index
（指標）を提示することで投融資に結び付けることができないかとの提案があり、金融機関側から、最終的
な融資可否の判断はあくまで金融機関側にあるが、そのような非財務データの提供も与信判断に役立つとの意見
があった。

（２）第２回「SB/CB事業者向け融資審査に必要な経営情報の収集のあり方」
今回は、金融機関（融資担当者）より、SB/CB事業者向け融資の現状と課題について報告していただいた。
日本政策金融公庫国民生活事業（大阪支店）より、平成19年度の融資実績のうち、30件（半分が大阪市）がSB/
CB向け融資であったとの報告がなされた。また、審査にあたっては、事業として成立しているのか、今後持続で
きるのかという観点を重視しており、事業収入が補助金、助成金、寄附金の依存度が高い場合、融資は困難である
との報告があった。
次に（財）大阪府地域支援人権公社事業部より、CB向け融資は６年目であること、近年はグループホーム建設
等に伴い福祉サービス事業者向けの融資が増加していること、融資審査は、財務諸表のほか地域との関わり方も
評価しているとの報告があった。具体的には会員数、商店街や地域活動への参加状況なども評価しているという
ことである。また、事業者に対し、申請書は「思い」優先ではなく、冷静に数字を積み上げて事業計画を策定し
てほしいこと、融資目的ではなくても、相談には来ていただいて金融機関との関係性を深めていくことが必要で
はないかという意見が寄せられた。
最後に近畿労働金庫地域共生推進センターより、2000年よりNPO事業サポートローンを立ち上げたこと、融資
審査に関しては「NPO向け融資」だからといって甘く見ることはなく、資金繰表、資金計画・返済計画などの財
務系の資料は一定の「質」を事業者に要求しているとの報告があった。
座長より、融資を希望する事業者をサポートする人材とSB/CBの融資審査ができる人材が必要であるとの意
見があり、これに対し研究会出席者より、事業者をサポートする経営指導員が介在するマル経融資制度の場合、
延滞・返済不能の割合が低い傾向があり、経営サポート付きのSB/CB 融資システムが考えられるとの意見が出
された。
また、事業者の成長ステージに応じた資金供給のしくみの必要性、融資を通じて、資金の供給側の「思い」が
事業者に伝わるような資金循環のあり方の重要性について意見が交わされた。

（３）第３回「事例発表：株式会社 愛知コミュニティ資源バンクによる融資の現状と課題」
全国的に NPOバンクなど事業者自らが金融事業を起業する事例がみられ、新たな融資チャネルとして、その動
向が注目されている。しかし、貸金業登録など設立や融資原資の調達、案件発掘、審査などの運営に様々な課題
がみられる。



今回は、愛知県の中小企業経営者が設立、審査など直接運営に関与する（株）愛知コミュニティ資源バンクの設
立の背景、融資の現状と課題、将来展望について報告をいただいた。
設立の背景としては金融機関の貸し渋りの問題から、
「コミュニティバンク研究会」を立ち上げ、全国のコミュ
ニティバンクを調査し、自ら設立しようと考えたとのことであった。2006年に設立し、融資原資は月１万円の継
続出資によって調達している。融資対象は新商品開発、新規創業、共同事業、障がい者等の環境整備の設備資金、
第２創業資金、つなぎ資金等であり中小企業は運転資金の相談が多い。課題としては、貸金業法改正に伴う影響、
出資金以外の収入源の確保等があげられるとした。
研究会参加者との質疑が活発になされ、優良な融資案件の発掘に関する議論では、アイデアをプランにする支
援など、融資する側がある程度「借り手」を育てることが重要である等の意見が出された。

３．まとめ
現状では、資金の供給側（金融機関）と需要側（事業者）間に、融資判断に必要となる情報（信用情報）に「ギャッ
プ」があることが明らかとなった。この「ギャップ」を埋めるために、１）事業者を対象とした精度の高い財務
情報の開示、申請書類作成に関する研修の企画、実施 ２）金融機関の融資判断に資するSB/CBの社会的評価指
標など非財務情報開示のガイドラインの開発等が考えられる。
また、事業者に対して １）近畿地区でSB/CBに利用できる資金供給機関に関する情報提供、２）融資事例集
による融資審査等に関する情報提供も考えられる。



近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 研究会内容

Ⅱ「SB/CB経営コンサルティング、サポートのあり方研究会」

１．研究会の趣旨
SB/CBが、地域社会に一定水準の社会的、公共的な財、サービスを持続的に生産、供給していくための支援策
として事業計画の策定、会計、税務、法務などの専門的な知識の提供などの経営コンサルティング、サポートが
あげられる。
マーケティングや人的資源管理手法などの経営手法については一般企業と共通であることが多い。しかし、社
会性を重視するSB/CBについては、収益性を重視する企業とは異なる、SB/CB特有の経営コンサルティング技法
が必要であると考えられる。
そこで、当研究会においては、SB/CBを対象とした実効性の高い経営コンサルティングサポートのあり方につ
いて検討した。

２．内容
（１）第１回
経営診断、経営指導など経営コンサルティングを受けたSB/CB事業者から、コンサルティングの印象、意義な
どを報告していただいた。次にSB/CB事業者を対象とした経営コンサルタントよりコンサルティングの意義、コ
ンサルティング技法における一般企業との共通点、相違点について報告していただいた。
経営コンサルティングを受けた（有）
officeぱれっとより、１）最初は、事業者自身が「何を支援してほしいか、
がわかっていない状態」であったこと、２）実際のコンサルティングで、マーケティング手法の見直しの必要性
が明らかになり、その見直しにより、会員増加そして収益増加につなげることができた、との報告があった。
当該団体を担当した経営コンサルタントである
（有）
マーケティング研究所 代表取締役 赤部佳夫氏より、１）
コンサルタント側も、最初は事業者に対し、どのような経営支援ができるのかわからなかった
用者を対象とした意向調査を実施し、事業者の良さ、強みを把握した

２）まずは、利

３）そして、その強みをパンフレットな

どの広報媒体にとりいれ、利用者数については、具体的な目標を設定して勧誘活動を行い、これが利用者数の増
加など好実績に結びついたものと思われる、との報告がなされた。
研究会参加者との議論では、１）SB/CB事業者に多く見られる、創業者の「思い」が強すぎ、これが事業性、
社会性にマイナスの影響を与えることがあり、ミッションを重視しながらも、世間・利用者の満足度にも配慮す
ることが必要である ２）経営支援に果たす中間支援団体の役割として、アイデアから事業化（起業）に至るまで、
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起業家には「覚悟」が必要であり、この覚悟（意志決定）を支援することが考えられる

３）経営コンサルタン

トの役割は、事業化（起業）から持続的な事業展開が可能となるビジネスモデルを構築する際の支援が考えられ
る等の意見があった。

（２）第２回
SB/CBの創業に関するコンサルティング、サポートの経験者より、SB/CB創業者の印象、事業計画の特徴、事
業計画策定のコンサルティング内容等について報告していただき、SB/CBの創業期、特に事業計画策定に関する
汎用性の高い経営コンサルティング、サポート手法のあり方について検討した。
パーソナルアシスタントギャラリー・LEE'S

代表

リー・ヤマネ・清実氏より、１）1995年事務所開設以来、

12団体に関与した ２）営利、非営利、SB/CBとも「ミッション」の違いはあっても、経営を持続するためには
共通の経営スキルが必要であると考えている

３）経営コンサルティングの手法として、第一に、創業者より徹

底的に「過去、現在、未来」の話をよく聴くこと。創業時の「志」は何か、それをどう将来につなげていくのか。
これが明確でないと、戦略は立たない

４）次に、ヒアリング内容を「視覚化・見える化」し、再度、創業者か

ら内容を確認する。このような作業の後で、具体的なコンサルティングメニューを考えている

５）市民活動を

担ってきた世代によるSB/CB創業から高度な企画能力、一定のビジネススキル、経営能力をもつ世代がSB/CBを
創業しつつあり、このような「新世代」を支援しうる能力をもった経営コンサルタント、サポートを担う人材を
早急に育成する必要がある との報告があった。 研究会参加者との議論では、１）コンサルティング、サポート
する側にとって、起業を希望しながらも本人にそのスキルが乏しいと判断される場合には、勧めないことが重要
である

２）事業者、支援者とも、クリエィテイブな意識をもって、日々これまでとは違う、新たなビジネス手

法を開発、実施していくことが事業を持続する上でも必須となるとの意見があった。

３．まとめ
融資と同様、経営コンサルティング、サポートを担う支援者と事業者間に経営情報のギャップが存在すること
が明らかとなった。そのためには、１）事業者から創業・起業時の「思い」
、将来のビジョン等を十分ヒアリング
すること、あるいは、２）事業利用者から事業者、事業内容等に関する情報を収集し、ここから事業者の「強さ」
「良さ」
「弱さ」
「悪さ」等を明らかにする調査が必要となる。
また、高度の企画能力、一定のビジネススキル、経営能力等をもつSB/CB創業者、事業者が出現しつつあるこ
とから、満足度、実効性の高いコンサルティング、サポートを実施するためには、従来以上の支援技術、経営知
識、事業者の扱う事業分野に関する知識を習得することが重要である。このような事業者と連携して、SB/CBを
支援する人材を養成する研修の企画および教材の開発等が考えられる。
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Ⅲ 「SB/CBと農商工連携のあり方研究会」

１．研究会の趣旨
農業、商業と工業の連携による地域経済の活性化が注目されている。SB/CB のなかには、農業生産はもとよ
り、農産物の加工、食品販売、農家民宿、グリーン・ツーリズムなど農業関連ビジネスを展開するものがあり、
より高品質の商品の製造、販売や広域流通等による事業拡大を展望するためには、商業、工業との連携が重要で
ある。またSB/CBの特徴として、最終消費者もしくはそれに近い立場で農業、農村をとらえ起業しているケース
が多く、生産者とは違った観点から農商工連携のあり方について検討することができる。
当研究会においては、SB/CBによる農業関連ビジネスの現状と課題、農商工連携の支援のあり方、農商工連携
のモデルについて検討した。

２．内容
（１）第１回
丹波市において農業関連ビジネスを展開する事業者より、現状報告をいただいた。
農地保全を目的として、農的生活に関心がある都市住民による農地オーナー制度をビジネス化した「借る田」
を展開している平野智照氏は

１）人気は高い週末滞在型農業（クラインガルテンは、相当の設備投資が必要、

利用可能者が限られる等の課題がある

２）「丹波カルデン（借る田）システム」は、丹波市の遊休農地を使い、

農地所有はそのままで利用（耕作）のみ可能であり、投資額が少なくて済む

３）個人だけでなく企業（福利厚

生等として）へも利用勧誘を検討中、との報告があった。また、丹波市の丹波市有機農業研究会

橋本慎司氏、

大名草庵 西岡芳和氏より農業生産、農産物加工販売等について報告をいただいた。
研究会参加者との議論では、１）農業関連ビジネスを起業する際に丹波市を選択した理由

２）都市部と現地

での生活条件の違い等について意見が交わされた。

（２）第２回
今回は、国の農商工連携施策の概要説明と、
（株）農協観光よりグリーン・ツーリズムからみた農商工連携事業
について報告をいただいた。
農商工連携施策の概要については、近畿経済産業局
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産業部創業経営支援課

調査官より、１）農商工連携促

進法の概要

２）農商工連携事業と農商工連携支援事業の概要

３）地域活性化事務局（中小企業基盤整備機構

近畿支部内）による農商工連携支援スキーム等について報告をいただいた。
（株）農協観光 西日本グリーン・ツーリズム支店 チームリーダー 久藤健司氏より、１）交通網や通信網の
整備・発達により、定住人口の増加よりも交流人口の増大を目指した方が、農山漁村の活性化にとって、より現
実的であるという考え方が一般的になってきている

２）グリーン・ツーリズム実施可能な地域条件として、農

林漁業が活発である（産業的条件）
、景観が優れ、伝統文化が豊かである（自然的・歴史的・文化的条件）
、住民、
行政、企業の一体的な取り組みができること（社会的条件）
、そしてビジネスセンスにたけた人材がいること（人
的条件）があげられる ３）さらに、
「地域資源活用」
、
「人的交流」
、
「決して大きくしない」
、
「地域住民合意によ
る主体的実践」が持続的なグリーン・ツーリズム実施にとって重要な要件である、との報告がなされた。
研究会参加者との議論では、１）農商工連携による事業企画は生産者視点ではなく、消費者視点（
「売れるもの
づくり」
「利用していただけるサービス提供」）で考えることが重要

２）生産の現場、販売の現場など現状をよ

く見て考えることが重要である等、意見があった。

（３）第３回
地域の農的資源（景観、古民家、耕作体験、自然観察、地域の食など）を活かしたSB/CBの現状と課題につい
て、福井県内のSB/CB事業者へ訪問、ヒアリングを実施した。さらにSB/CB事業者をパネリストとして「民の力
で、
“ヒト・モノ・カネ”を動かすネットワークとは」と題するパネルディスカッションを実施した。
訪問先は

１）
（有）ファームビレッジさんさん、２）（特活）田舎のヒロインわくわくネットワーク、（特活）

三国湊魅力づくりプロジェクト、 ３）環境パートナー池田、 ４）ロハス越前、 ５）こっぽい屋である。
現地ヒアリング、パネルディスカッションでは
今後経済的自立が課題であること

１）現在は公的助成により事業が継続されている面があり、

２）農業生産物、加工品の地域内流通には限界があり、経営の持続性を高め

るためには地域外への流通チャネル開拓が必要であること等、の意見があった。

３．まとめ
SB/CBによる農商工連携のあり方については、生産、加工、販売（流通）、ツーリズムなど多様なパターンが
考えられ、実際この分野のSB/CBも多様である。今後は同分野のSB/CB間の交流を通じて経営の維持向上を図る
ことが考えられる。また生産の担い手の地域内調達、生産加工物の地域内流通には限界があることから、地域外
のSB/CBとの事業連携による経営の維持向上も考えられる。
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Ⅳ「SB/CB起業家、経営管理者育成のあり方研究会」

１．研究会の趣旨
SB/CBの起業、経営の持続的発展のためには、収益性とともに社会性が要求されることから、高度の専門性と
経営管理能力が求められる。このような能力をもつ起業家や起業家とともに経営を担う経営管理者の育成を目的
として、大学等の教育機関、中間支援機関が教育、訓練の機会を提供している。
本研究会においては、近畿地域におけるSB/CBを対象とした起業家、経営管理者育成の現状と課題を明らかに
した。

２．内容
（１）第１回
SB/CBの起業、経営管理者育成を目的とした教育、訓練の現状と課題について、（特活）のあっく自然学校
理事長 高井啓大郎氏より、龍谷大学大学院 NPO地方行政研究コース 修士課程受講の経験から、教育の成果
等について報告をいただいた。
高井氏は、１）本人がNPOを深く理解しようと考えて進学した
家族、職場の理解がないと就学継続が困難と思われる
リカのNPO運営のキャンプ場を調査した

２）仕事との両立は想像以上に大変であり

３）「NPOの持続的経営」をテーマにしてカナダ、アメ

４）教育から得た成果として、経営を持続させるために専門分野は

当然のこととして、会計やリスクマネジメント等、経営に関する知識習得が必須であることを理解したこと、調
査研究を通じて大学教員等との人的ネットワークが構築でき、これらが現在の経営に役立っていることである、
と報告した。
研究会参加者との議論では、１）大学、大学院教育で得られる成果が学生、院生以外には伝わりにくいこと、
また職場で活かすためには工夫がいること

２）事業を持続的に経営するという意識が乏しい事業者の場合、活

動分野以外の教育訓練に関心を持たない傾向があり、教育訓練投資の必要性を説く必要性があること等の意見が
あった。

（２）第２回
教育訓練のうちインターンシップを中心に、アメリカのNPOでインターンシップ経験のある藤原

航氏より、

１）
NPO、SB/CB実務者には、組織ミッションへの共感、事務処理能力、対人交渉能力、企画力などの基礎能力
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と実務上必要とされる専門知識、技術、社会的常識などの個別能力の２つの能力を陶冶する必要があること ２）
大学生時代の企業へのインターンシップで時間および予算制約条件のもとに事業を遂行することを学び、これが
現在まで役立っていること ３）アメリカのNPOでのインターンシップでは、組織のミッションをスタッフ全員
が理解していること、ワークフローが明確化されており、自分がすべき仕事が明確化されていること、しかも要
求される仕事の水準が高いこと等を学んだとしている。さらに、インターンシップに関して

１）受け入れ団体

は、受け入れガイドライン（仕事の段取り、コスト負担）の策定や実際インターンを受け入れる担当者への事前
指導ないし研修が必要であり、これによりインターン希望者、受け入れ側双方の満足度を高めることができる
２）インターンを仲介する側、派遣側は、希望者および受け入れ団体と事前調整が必要であり、双方のニーズを
把握し、事前、事後を含めたインターンシッププログラムの設計が必要となる、との意見が出された。
研究会参加者との議論では、インターン受け入れの現状について意見交換がなされ、１）インターン希望者の
意志、属性等によって受け入れ側のメリットが大きく異なること、２）受け入れ側の負担は大きいので、無償で
は受け入れ難い等の意見があった。

３．まとめ
SB/CBの起業、経営管理者育成を目的とした教育、訓練に関しては、事業者側がその必要性を認識することが
必要であると思われるが、教育訓練投資の効果測定がなされていないこともあり、今後は教育訓練の成果事例等
の情報提供が必要である。
教育訓練のうち、インターンシップについては、本人、受け入れ側、仲介者がそれぞれガイドラインの設定、
ニーズ把握など、インターンシップ終了後の成果をも考慮して制度設計することが、必要とされているものと思
われる。
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近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 研究会内容

Ⅴ「SB/CBの対象としたエンジェルのあり方研究会」

１．研究会の趣旨
SB/CBが地域社会に一定水準の社会的、公共的な財、サービスを持続的に生産、供給していくための支援策の
１つとして資金供給があげられる。資金供給の１つである金融機関等による融資については、前掲「SB/CBにお
ける資金供給のあり方研究会」にて検討した。
本研究会においては、社会投資家による寄附や投資という社会投資、さらに寄附や投資とともに実践知に基づ
く経営へのアドバイスを行うエンジェルによる社会投資に着目し、近畿地域の社会投資システムの現状と課題に
ついて検討した。

２．内容
（１）第１回
（財）コミュニティ財団研究所

所長

堀川浩介氏（前（財）大阪コミュニティ財団

専務理事）より、（財）

大阪コミュニティ財団の寄附の受け入れ状況、基金運営状況等について報告をいただいた。
堀川氏より１）毎年１億円以上、寄附が集まる

２）寄附者からその使途について十分ヒアリングをし、寄附

者の希望に沿う対応をすることが必要である ３）
寄附者に対しては、お礼状
（手書きが基本。必要に応じて訪問）
の送付、助成先の事業実施報告を実施

４）財団の運営管理費は利子から得ており、寄付金は助成金以外には使

わない。つまり、寄附金がすべて寄附に使われており、このことが寄附者への信頼感醸成に資する等の報告がな
された。
研究会参加者との議論では、１）寄附文化の拡大には、一時的な募金ではなく、継続的、世代を超えた寄附に
つながる永続基金の設立が重要であること

２）アメリカの場合、寄附税制（制度設計）がしっかりしており、

寄附文化を支えている。しかし、特定公益増進法人でもない大阪コミュニティ財団に寄附が集まることから考え
ると、税制だけでは十分ではないと思われる

３）大阪府内で小さな基金をたくさん設立するよりも、基金は１

か所にして地域指定で助成するようにした方が資金運用の面からも、効率が良い ４） SB/CBの場合、特定非営
利活動法人で設立して寄附を集め、事業化が進展した段階で法人格を株式会社などに変え、出資金を集めること
が考えられる等の意見があった。
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（２）第２回
近畿地域におけるベンチャー企業育成支援を目的としたエンジェルのネットワーク組織の１つである I A G 運
営事務局 事務局長 角谷禎和氏より、I A G の概要等について報告をいただいた。
角谷氏より １） I A G（Incubation Angel Group）は、販路拡大、技術提携、出資など企業経営者がボラン
ティアで集まってアドバイスをしている

２）特徴として、オーナー経営者が直接プランを聞き、経営者が経営

者を応援すること、しかもオーナー経営者のためスピーディに判断できることがあげられる

３）投資について

は、I A G ベンチャー応援投資事業有限責任組合にて実施し、現在６社、4540万円の投資実績がある ４）I A G
に参加する企業経営者は、紹介で増やしている。５）I A G は社会が求めるビジネスを応援している等の報告がな
された。

さきがけ

研究会参加者との議論では、近畿地域には京都市目利き委員会、神戸商工会議所「魁ファンド」
、大阪商工会議
かけはし

所「桟ファンド」などベンチャー支援ファンドがあり、このような既存のファンドをSB/CB振興に有効活用して
いくことが考えられる等の意見があった。

３．まとめ
SB/CB振興には、SB/CBの法人格、経営ステージ毎に、既存の寄附市場、直接金融市場（投資）
、間接金融市
場を充実していくことが考えられる。寄附市場に関しては（財）大阪コミュニティ財団を参考として、寄附者と
助成先をつなぐコミュニティ財団の設立が考えられる。投資に関しては、SB/CBの場合、キャピタルゲインを目
的とした投資は困難であり、IAG委員会のように販路紹介や人材紹介を含む投資のしくみが適切であること、さ
らに投資を呼び込むためには、融資と同様、投資家への質の高い投資情報（財務、非財務）提供のしくみづくり
が必要であると思われる。
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第三章
近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング設立記念
キックオフセミナー
日      時 平成20年11月20日（木） 14：00～17：00
場      所 ホテルグリーンプラザ大阪 ６階「エメラルド」
参加人数 105名

1. 基調講演

「社会変革の担い手としてのソーシャルビジネスとは」
～近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキングに期待すること～
一橋大学大学院

商学研究科

教授

谷本

寛治氏

■ソーシャルビジネスの可能性
ＳＢの動きがいよいよ全国で出てきました。しかし、課題や期待もあります。本日は、まず、ＳＢがなぜ出て
きたのか、なぜ、人々に求められるようになったのか、その背景をお話したいと思います。そして、後段では、
近畿地方に限らず、全国の各地域にＳＢを展開していく際に必要と思われる政策的な課題等について触れたいと
思います。

■社会的課題に誰がどう取り組む？
まず最初に社会的課題について考えてみると、これには地域レベルにおける社会的課題とグローバルなレベル
での社会的問題があります。例えば、環境問題についてみると、川や池、湖
などの地域住民が共有している自然環境や、ふるさとの景観などがあり、地
域住民等によってそれらを守っていく活動が展開されています。グローバル
レベルでは、いわゆる地球環境問題があり、一国では解決しにくいような、
国境を越えて広がっていくような環境問題があります。
また、ホームレスの問題や地域の再開発の課題についてみると、日本にお
けるこの問題の背景は、ヨーロッパ、アメリカとは違う背景があります。さ
て、これらの社会的課題については、従来は、政府が一元的に税金を集めて
これを再配当するという権限を持っていることから、政府は「大きな政府」
として全体の方向を示しながら、社会的なサービスを提供してきました。し
かし時代と共に、民間のセクターと協力しながらでないと対処できないよう
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な様々な社会的課題が出現しています。現実には、
「大きな政府」の存在が段々と難しくなっていっています。
日本社会の中では、社会的課題やその対応・解決というと、どうしても政府に頼る傾向があります。それが地
方自治体でも中央政府でも、社会的な課題は政府・行政部門がきちんとやれば、ＮＰＯがなくても対応できるん
だという考えがあるように思います。しかし、本当にそんなことが可能なのかという疑問もあります。
政府・行政部門が社会的課題の対応なり解決をすべて実施するとなれば、逆に全ての問題が法律で拘束される
ことになりがちです。例えば近年企業の社会的責任（ＣＳＲ）が議論されています。中にはＣＳＲを規定する法
律がきちんと整備されれば良いという意見がありますが、本当にそんなことができるのかというのは疑問ですし、
果たしてそんな拘束的な社会を私たちは望むのでしょうか。
かつて1970年代終わりから1980年代頃にかけて高度経済成長が終わり、「豊かさ」というものが問い直された
時期がありました。
『豊かさとは何か』
（岩波書店）という新書が流行った時代だったと思いますが、ただ単にブー
ムというよりも「本当に日本人って豊かなのか」という疑問を感じたということですね。そして自分達が本当に
地域の問題に向き合っていたのかを反省し始めたのがこの時代以降だと思います。1995年の阪神淡路大震災は、
本当に１つの悲しい出来事ではありますが、この年はボランティア元年と言われ、ある意味、分岐点になったと
言えます。これを境にしてボランティアが増えたという人がいますが、実は1980年代後半から、少しずつ、ボラ
ンティアに参加する人が現れたり、ボランティア組織ができていました。その流れの中で大きな災害があって、
その後市民の力を形にしていかないといけないということでＮＰＯ法ができたのです。
ＮＰＯ法が施行され、ちょうど10年経ちました。10年経ってＮＰＯ法人の問題を考えるときに、課題が解決で
きた部分と、逆にまだまだクリアしていかないといけない課題、例えば、ＮＰＯ法人はサードセクターというほ
ど、セクターとして成長しているのかという課題があります。
しかし、公共性や社会性のある問題に、ある意味、自分たちが責任を持って、地域の中で色々な工夫をして考
え直してみましょうと提案するのは、日本の長い歴史の中で必ずしもそんなにあったことではないと思います。
政府に一方的に頼るわけでもなく、批判するだけでもない。自分達も地域やグローバルな課題に向き合い、行動
することに抵抗感が少なくなった。そして、このような時代背景の中から、社会的課題に取り組むビジネス、Ｓ
Ｂが出現したのだと思います。
ただし、中には打出の小槌みたいに、ＳＢさえやれば社会的課題が解決されるといったような誤解をされる方
もいますが、それは違うと思っています。当たり前のことですが、ビジネスでできないものはＳＢではできない
のです。社会的課題について、どのようなミッションを担い、組織をつくり関わっていくのかということに関し
ては、その問題や関わり方に応じて、ベストの組織形態を選択していくことがとても重要であると思います。ビ
ジネスだからできる可能性がある。しかし、何でもビジネスで対処できるわけではない、ということをここで述
べておきたいと思います。
さて、ビジネスによる社会的課題への対応には、「ソーシャル・プロデューサー」や、「ソーシャル・アントレ
プレナー」という人材が必要になると考えています。日本語では「社会的企業家」と書きます。あえて「起業」
ではなく「企業」という文字にしているのは、経済学者シュンペーターのいうアントレプレナーシップを意味す
る「企業家精神」から取っているからです。シュンペーターは、イノベーションを起こす「企業家精神」が経済
発展を起こすと述べており、ビジネスによる社会的課題への対応にもアントレプレナーシップが重要であると考
えるので、この言葉を使いたいのです。
ビジネスによる社会的課題の解決には、色々な批判、壁も制約もあります。でも、リスクを全く負担せずして
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素晴らしいことができるかといったら、そんなことはできない。リスクを色々な意味で持ちながらも、果敢に
チャレンジしていくという意味で、アントレプレナーシップ、企業家精神という言葉を大事にしたいと思います。
ＳＢに関して偏見もありました。以前であれば高齢者や障害者相手にビジネス（商売）するのかという批判もあ
ることも聞きました。ビジネスといっても、儲かるということではなく、そこに関わっている人たちが最低限、
生活していって、最低限、事業が回していけるようにきちんとして、しかも透明性を持ってやる。ボランティア、
寄附をベースにしてやっているのではなく、ちゃんと有料、有償でサービスを提供する。そういうものをビジネ
スと捉えています。
さてＳＢでは、事業を起こすことが得意な人もいます。しかし、事業を５年、10年、15年とずっと継続して
やっていこうとするには、また違う力がいると思います。それは、企業家精神がないとできないと思います。最
初の思いをずっと持ち続けられ、仲間も同じ思いであるのは、ある意味幸せですが、当然色々な人の力を借りな
いといけない。１つの事業だけでずっと続けていければそれでいいのですが、地域の課題も変化していきますの
で、これに対応するのであれば、また新たな事業展開を考えないといけません。すると、これまでとは異なる仲
間と連携することもあるでしょう。
新たに事業を展開していく力というものは、起業するときとは違う力がいると思います。継続して事業をする、
資金を得るなどの事業展開の中でのことです。こういったことのできる人たちは最初から企業家精神を持ってい
て、すごい能力があるのではありません。結果として、そういう事業を展開している人たちは、周りにいる人た
ちに、
「あいつにだまされた」（笑）などと思いながらも一緒にやってみようと思わせる、そういう思いを相手に
伝える力を持っているのだと思います。
「この人だから、皆が協力しよう」と思わせる力、そして周りにいる人た
ちの力が集まって、それが１つのうねりとなって形になっていく。いろんな人と出会い、力やアイデアをもらい
ながらＳＢは成りたつと思います。

■社会は変わるか？
次に、「世の中変わるのか」という問題ですが、非常に悩ましい問題であります。1997年に総理府が行った青
少年対象のアンケートをみますと、
「社会に不満を持っているときにあなたは積極的に行動しますか」という問い
に「はい」と答えた人は24％、
「個人の力では及ばない」と思った人が67.5％で、こちらの方が多かった。OECD
でも、同じような調査をしているのですが、日本はロシアよりも低かった。なお当時のロシアは社会主義から市
場経済への移行に伴う大きな反動で、非常に社会が不安定な状況にありました。もちろん新しい可能性がそこに
見られるというような時代でもあった、と今なら言えるのですが、その当時のロシアは厳しい経済・社会状況が
あったと思います。
また、2 0 0 2年の東京都の少年の調査をみてみましょう。「自分が頑張っても社会はよくならない」と思ってい
る人が6 1 .3％でした。この背景には、様々な「格差」が広がってきている可能性があると思います。都市と地方
都市、所得の高い人、低い人、健常者、障害者、若い人、高齢者など、様々な格差が現実にあるので格差のない
社会がほしい、平等の社会が望ましいとは単純には言えないのだと思います。
一方、内閣府の調査をみると、2 0 0 0年くらいから、「何らかの形で社会に貢献したい」という人も60％ほどに
なっています。年齢が10～60歳代の平均した数値です。全く将来の可能性が見えないと思ってしまう若い世代が
確かにいると思います。しかし、逆に色々な可能性があると考える人たちもいるのです。将来の見通しについて
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不安を感じながらも、先輩たちの面白い取り組みを見て、あれなら自分も少し関わってみたいと思う人がいるか
もしれません。また、そのように思わない人を支援していく活動もあるかもしれません。
私は、社会というシステムは一人ひとりの行為が連鎖してできあがっていくものである、と考えています。一
人の人間が社会を全て変える、そんな革命的なことはできないわけですが、自分の住んでいる地域、あるいは発
展途上国に対して色々な思いを持ち、その思いを届けようとしている人たちの行為が、少しずつでも広がりなが
ら、社会を変えるということがあると思うのです。現実に社会の構造を変えようとしても、社会主義革命の可能
性など、今やないわけです。確かに、そういう社会的実験は20世紀にあって、結果として、一党独裁での社会主
義というのは成り立たず、
「難しかった」ということで終わった。むしろ、色々な思いを持っている人たちの行為
が少しずつ社会を変えてきたのです。
例えば、言葉も時代と共に様々な要素を組み込みながら変わっているし、日本人の生活スタイルや食文化も変
わっています。市場や企業に期待される役割、市場のルール等も、少しずつ変わっているわけです。こういった
ものは外からの色々な要素があって、刺激を受けながら、既存のものが変わっていくのですけれども、大事なの
は、
「変わった」というより「変えようとする思い」です。これまでとは違う発想とか、色々な問いかけで受けと
める。今日、後でパネルディスカッションに出ていただく方々は皆、地域あるいは社会の問題に対して自分たち
なりの事業をやる中で、結果として、ＳＢになっていったのだと思います。
このことはＳＢに関わっていく人から見たときには、生き方や働き方に関わってくることであると思います。
実際問題、学生たちにも、社会に貢献したくないと思う学生は少なく皆、何らかの形で社会に貢献したいと思っ
ています。しかし、どうしていいかわからない。ボランティアなどで関わりを持つ学生もいれば、その一歩がな
かなか踏み出せない学生もいます。ボランティアを偽善と思わないけれど、もっと何か違うことで関わりをもつ
ことができるのではないかと思う学生たちもいます。もちろん、すぐに新しい社会的なビジネス、ＳＢを起こす
人ばかりではないですが。
一方、一度企業の中に入って、仕事を覚えて十年、二十年経って、新しい試みをする、ベンチャーをしていこ
うとする人たちがいます。そういう人たちの思いをどうつなげていくか、支援していくかというのが、大きな課
題だと思うのです。
現実には、
「思いがあるから、すぐできる」
、
「思いがあったら何でもできる」というようにはならない。彼らを
どう支援するか。さらに色々な旧来の壁、法律の壁や地域の様々な障害などがあり、それをどう克服していくか
が大きな課題であると思います。

■これまでの企業社会の構図
これまでの日本の企業社会というのは、個人が会社という組織に非常に強くコミットメント（関与）していま
した。会社が成長すれば、自分たちも豊かになれるし、もっと自分が頑張れば国も豊かになれると思っていまし
た。その一方、社会的課題には関心が低かった。それらは政府に依存したり、逆に政府を批判したりするだけで
した。批判された政府側は、例えば何らかの問題が起きたら、そういう問題が二度と起こらないように、逆に規
制を強めるということもあったりするわけです。規制緩和といいながら、違う面では規制が強くなっている部分
もあります。これまでの日本社会において、政府には、経済学的に見れば、資源の最適配分を行う、規制あるい
は規制緩和をしたりして経済成長を高める、広い意味での公共サービスを管理し提供していくという基本的な役
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割があったと思います。その結果、国が豊かになっていく構図があったと思います。

■これからの企業社会の構図
第３のセクターとしてのＮＰＯには、いわゆる慈善型ＮＰＯのことばかりではなく、事業型のＮＰＯも出現し
ています。
企業が社会に対して、社会的役割を図っていくものもあれば、大企業が社会的なビジネスを行って、社会的課
題をビジネスを通して知らしめていくということもあると思います。会社が「こういう問題がある」と提示して
いくことは、会社にとっては宣伝と言われるかもしれません。が、その問題を会社が何らかのサービスや商品を
通して知らしめるということもあると思います。そういう双方向の動きの中で私たちはちょうど1980、1990年代
以降の大きな社会変革の中で、豊かさについて考え、グローバルやローカルな地域の社会的な問題に関心を持つ
ようになっていきました。こういう時代の中で政府の役割は、やはり少しずつ変わってきていると思います。
政府の役割として、規制を設けるとか緩和するとか、資源を最適配分する。公共サービスを提供するというこ
とのみならず、政府の役割の重点が少しずつ変化してきていると思います。具体的には、地域における、様々な
民間レベルの動きを支援するという役割です。あるいは同じ社会サービスを提供する場合でも、その政策形成の
プロセスから地域社会の人たちも参加しながらつくっていったり、また、実際にサービスを提供する場合でも、
会社やＮＰＯとコラボレーションしながら行っていく、このように変化してきています。

■ソーシャル・アントレプレナーシップ（社会的企業家精神）
以上述べたような社会背景の中で、ＳＢやアントレプレナーについてお話をしたいと思います。企業家精神は
会社を起こすという局面ばかりではなく、また株式会社を起こす人だけが企業家精神を持った人である、という
ことではありません。行政の中にも、役場の中や地域起こしに一生懸命関わって、地域の人たちと共に汗をかい
ている人たちがいますが、その人たちが、色々な力のある人たちをつなぎながら新しい発想を取り入れていくと
いうのも、企業家精神です。もちろん、大企業の中で新しいビジネス、新しい事業を提案している人も企業家精
神を持っているという理解です。つまり、新しい試みにリスクを負っても果敢に取り組んでいこうと思っている
人が「企業家精神を持った人」と言えましょう。
また、すべての人が事業を起こす人になるとは限りません。支援する側に回る人もいるでしょう。あるいは消
費者として、顧客として関わる人もいるでしょう。例えば同じサービスなら、こっちの人たちの思いを、商品を
通して買うという消費行為もあると思います。そういう意味で何らかの形で、社会に貢献したいと思う、その思
いを形にしたい。そうすることで、
「そんなことできない」と思っている人たちに、刺激や勇気を与えることにも
なるし、一つの可能性を示していくことになると思います。
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■ソーシャルビジネスの特徴
ＳＢというのは、実はある意味で、とても難しい事業だと思うのです。社会的な課題は、そんなに簡単に対応、
解決できるものではないかもしれないけれども、非常に重い課題でも、わかりやすく示す、また明るく示してい
けるような取り組みをすることがＳＢの１つの特徴だと思います。
そのＳＢが新しい可能性を地域社会に示したり、事業を展開していくプロセスにおいて地域の人と色々なネッ
トワークをつくることで地域のそれまでのネットワークが変わっていく。これは１つの理想形なのですが、ＳＢ
の特徴としてあると思うのです。
ＳＢには、社会的な課題に取り組むという最大のミッションがあります。そして、これを事業に落としこむ。
これをつなぐには何らかのイノベーションが必要となります。
「社会的なミッション」
、何らかの「事業性」
、それ
をつなぐユニークな仕組み「イノベーション」がＳＢの要素だと考えています。研究者の間では、ＳＢの特徴が
色々議論されています。イニシアティブが必要だとか、リーダーシップが必要だとか、色々な要素をあげる人が
います。現場のことに精通することが重要だという人もいる。しかし、最低限おさえるべき要素は何なのかとい
えば、
「社会性」
、
「事業性」
、
「革新性（イノベーション）
」の３つだと思います。
ＳＢは、ボランティアや寄附で成り立っているわけではなく、サービスを有償で提供することを通して、また
次の事業ができるような仕組みをつくっていくことが必要です。そして、マネジメントがきちんとできないとい
けない。ＳＢはビジネスですから、きちんと必要な資源を集めて、それを管理して、何らかのサービスや商品を
提供していく。そのためにはきちんとした設備投資や人材管理もしないといけないし、情報管理についても透明
性が要請されます。これらは、
「ソーシャル」という文字が付かないビジネスと同様に必要なことだと思います。
また、イノベーションの意味について、やや誤解があるのかもしれないことを指摘しておきます。イノベー
ションというと、新技術の開発や、新素材の開発などと思われがちですが、そうではなく、主に「仕組み」につ
いてのことなのです。
例えば、今から20年ほど前にロンドンで「ビッグイシュー」という会社ができました。このビジネスのポイン
トは、ホームレスが雑誌を路上で販売し、その売り上げの半分がホームレスの収入になるという仕組みです。現
在の大阪では何ら珍しいことでもなくなってきました。だんだん定着していったと思うのですが、最初はその仕
組みそのものがイノベーションでした。収益の何パーセントかをホームレス支援の団体に寄附するということ
は昔からあるパターンです。もちろんそれは今でもありうるパターンです。そのスタイルではなく、ビッグイ
シューの場合、ホームレスがその場で雑誌を売ることでただお金が入るだけではなく、彼らが社会との接点を取
り戻すきっかけになるような仕組みとなっていること、このことがイノベーションなのです。
ソーシャル・イノベーションという言葉は、そんなに歴史がある言葉ではないので、誤解や思い込みで語られ
ることが多いのですが、ここで言うのは仕組みという意味でのイノベーションです。実は、ビッグイシューのイ
ノベーションもまったくゼロからあみ出されたというものではないのです。それ以前に、ニューヨークでフリー
ペーパーでの事例があったのです。それをホームレスが売ってという仕組みがありましたが、あまりうまくいか
なかった。先行事例があったので、それをどうにか、ホームレスの仕事になるように、お金がうまくまわってい
くようにならないかと考え、きちんと仕組みをつくっていったのです。ある地域で新しく出てきたイノベーショ
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ンをこっちで移入する。これもイノベーションです。もちろん、それも簡単なことではありません。
例えば、Ａという地域でうまくいった仕組みを、Ｂという地域に移入してうまくいくかといったら、結構失敗
することも多いのです。何故かといったら、地域における人のネットワークや資源は違うからです。同じ仕組み
であってもＢという地域で花を咲かせようとすると、やはり大変な努力が必要なのです。同じような事業をやっ
ているのに、何故かこっちではうまくいかない。それを理論的に説明するために「ソーシャル・キャピタル」と
いう言葉を使って、そんなに簡単にイノベーションは移入できるというものでもないという議論があります。

■社会的企業の形態
市場性の高低をタテ軸にとり、社会性をヨコ軸にとると、「市場性が高く」「社会性が高い」というエリアに社
会志向型企業などが位置づけられます。社会的企業は、領域や規模だけでは区分できません。環境を事業にして
いるからといって、単純に社会的企業と言えるわけではないし、従業員が何人以上いれば市場性が高いと言える
わけでもありません。イギリスでも、ソーシャル・エンタープライズを識別する際には非常に悩ましい問題があ
ります。イギリスには社会的企業にぴったり合うような、チャリティーと株式会社の間に位置する法人格（ＣＩ
Ｃ）があるのですが、これらの法人格を持った組織だけがＳＢをしているというものではなく、株式会社でＳＢ
をしている組織もあります。

■ソーシャル・イノベーションのプロセス
地域やグローバルにはどういう問題があるか知る。そして何らかのイノベーションをもって、これまでにない
ような取り組み、事業を進めていく。サービスが何らかの形で市場に供給される。それが売れ、お金が入ってく
るということは、もちろんそのサービスや商品への対価になるのですが、それが一円で売れたとすれば、それは、
その事業に対しての顧客からの一票だという言い方を、昔、ボディーショップを立ち上げたデイム・アニータ・
ロディックはしていました。１ポンドが私たちの事業に対する支援の１票になるというのです。
ＳＢが生産、販売するサービスや商品は社会的なメッセージが込められたものです。顧客には、そのサービス
を受けたり、商品を購入することで、直接的なメリットはあるのですが、それだけではなく、そのサービスや商
品を通して、社会的な課題を知ったり、あるいは自分達の支援者になったり、あるいはＳＢをしている人たちの
支持者になるとか、そういった思いのある事業になっていくものです。

■組織ポートフォリオ戦略（組織の組み合わせを考える）
ＳＢを行うに際して、組織形態には色々なスタイルがあります。どの組織形態が適切なのかについては、その
事業に相応しい組織形態を選択していくことが重要なのであって、初めから、ＮＰＯだけがいいとか、会社では
だめだということにはなりません。複数の法人格を組み合わせている組織も現実に存在します。例えば環境問題
に関与するある事業者は、風力発電所を建設するために寄せられた出資金に基づいて発電所を建設する株式会社
と、環境問題のアドボカシー活動を行うＮＰＯ法人の２つの法人格を持って活動しています。
アメリカでは、フランチャイズ展開で事業を行っている事例があります。例えば、ベン＆ジェリーというアイ
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スクリーム会社のフランチャイズ店では、ＮＰＯがフランチャイズ契約し、ホームレスやストリートチルドレン
を雇用しています。これまで社会的な接点を持てなかったストリートチルドレンは仕事を通して社会に復帰する
ことができ、また社会のルールを学ぶチャンスが与えられます。

■ソーシャル・イノベーション・クラスター
世の中には「社会的企業家」に関する本がたくさん出ています。その大半が事業を立ち上げた人、カリスマに
スポットを当て、その人のストーリーを描くという内容です。その方が読み手としてはわかりやすいし、メディ
アでもそれを追っていくのが一般的です。非常にわかりやすいので、ついヒーローにしてしまうことがあると思
います。
しかし実際には一人でできるわけがありません。事業の立ち上げ前後は、様々な壁があります。そのために、
事業を展開していくには、その地域の中間支援団体だったり、地元の会社や、地域で活動しているＮＰＯ、地域
の経済団体、資金供給する機関などの支援が重要です。思いを持った人が一人いるだけでその事業が展開するの
かといえば、それは本当に難しいと思います。様々な役割をサポートしてくれる人たちや組織が周りにあって、
初めて事業を展開することができるのです。
産業クラスターとはまた性格の違うものですが、ソーシャル・イノベーション・クラスターとでも言えるネッ
トワークが存在する。そこでＳＢが生み出され、支援する多様な主体（ステークホルダー）が地域に存在し、そ
こが刺激を与えたり支援をしていく。このような関係を育てていくことがＳＢ振興には重要です。

■ソーシャル・イノベーション・クラスターを育む
こうしたクラスターとの今までの弱いつながりが次第に太くなったり、クラスターをサポート、支援していく
ことがうまくできるようになれば、地域の中の社会的な課題にビジネスとして取り組める土壌が広がっていくと
思います。小さな成功事例がまた次の小さな成功事例を生む。それが一気に地域を変えるということではないで
すが、小さな成功がまた次の成功を生む勇気になります。ＳＢの企業家は、社会的事業に関わるステークホル
ダー
（利害関係者）
から資源や支持を得、巻き込みながらアイデアを形にし、事業活動に取り組むことができます。
このようなソーシャル・イノベーション・クラスターを育むことも重要であり、本日設立された
「近畿SBN」
にも、
期待したいと思います。

■経済産業省「ソーシャルビジネス研究会」２００７年度
さて、私が今までＳＢについて考えてきたことを、2007年度より経済産業省 政策局地域経済産業グループで
「ソーシャルビジネス研究会」として、じっくり考えていこうということになり、色々なメンバーが集まり、報告
書をまとめました。報告書のアイデアは本日、今までお話してきたことなどが下地になっており、政策につなげ
ていくような内容となっています。これを受けて、経済産業政策局地域経済産業グループが実際にどのような施
策につなげていくかということは今後の課題となります。
まだまだＳＢ振興にあたっては課題がたくさんあり、これからそれらを克服していかないといけません。少な

25

基調講演 「社会変革の担い手としてのソーシャルビジネスとは」

くとも限られた予算の中で、本当に地域の草の根的なものを支援していくことが必要だと考えています。特に
「ソーシャル・イノベーション・クラスター」の構築は重要です。
ここで各地域の経済産業局、中央省庁の方にお話したいのは、できるだけ細かい指図はしない。その地域の
ネットワークの中心になって活動している人たちに任せていく。それでも限られた時間の中でどこまで成果が出
せるかを言うのはそんなに簡単なことではないです。けれども、これまでにＳＢについて予算をつけて取り組ん
でいくことはなかったことですから、一つの大きな成果だと思います。また、産業構造審議会で地域イノベー
ションについて議論してきたのですが、地域イノベーション政策とＳＢが別々に考えられています。が、本来切
り離されることではなく、地域の活性化、地域の産業活性化という視点でみれば同じなのです。
地域イノベーションや産業クラスターと言えば、どうしてもモノづくりというところに特化してしまいますが、
地域活性化には、社会サービスの提供が入っています。今すぐは難しいと思いますが、ＳＢはまだよちよち歩き
ですから、少しずつ育てていきながら、方向性では同じようにみていかないといけないのではないかと思います。
もうひとつは社会的な課題の中味です。「ＳＢ研究会」は地域活性化という切り口で入りました。それはそれ
で構わないですが、しかしＳＢには、発展途上国支援のフェアトレード、少子高齢化支援、環境問題など多様な
課題があり、これらは各省庁をまたがる問題です。できれば３年間の協議会において、次のステップで内閣府が
行っている既存の地域活性化施策とも連携することを視野に入れていってほしいと本当に思います。
最近できた、日本政策金融公庫の中でも新しい資金提供の流れを考えようという動きは出ていますし、中小機
構においても事業型ＮＰＯを対象にした資金提供のしくみについて考えています。中小企業を対象とした融資の
仕組みは、独立行政法人

中小企業基盤整備機構や都道府県ではなく各経済産業局にもありますが、ＮＰＯにな

ると法律の対象外という扱いになってしまいます。新しい仕組みをつくるということではなくても、既存の仕組
みの間口を広げることも考えられるのではないかと思います。
もちろん、事業者側も、例えば事業型ＮＰＯをやっていれば、きちんと資金繰り表を描けなくてはいけません。
「ＮＰＯだから良いことしています」ということだけでは通じません。また、信用保証をどうするかという問題も
あります。中小企業の信用保証の仕組みに社会的企業も包含するような仕組みができないかと思います。
近畿SBNに期待するものは、今、ネットワークに参加されている地域の団体を理解し、支援していく仕組みを
つくることです。研究会や、出会いの場をつくる、ネットワークを広げるなどの支援をする。その活動を近畿経
済産業局の方はあまり細かなことを言わずにサポートしていくことを期待したいと思います。

■「ソーシャルビジネス研究会」での政策提言
政策提言は６つにまとまっており、それぞれに役割があります。

①ＳＢ事業者が生まれ、育つための土壌の創出、意識の改革
最終的にどのような方向で支援していくのか見極めるときに、直接事業者だけをみているのではなく、地域の
商工会や経済団体、中間支援団体、金融機関、大学、地域住民などと議論をしたり、こんな仕事の仕方もある、
こんな生き方もあるということを語っていくことが重要です。
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②社会的課題を、関係者全員で共有し、解決する場づくり
積極的な意味や可能性、問題を知ってもらうために地域ごとの啓蒙活動を行い、そのような「場」をつくって
いくこと。地域の活動の成功事例やうまくいった仕組みを全国協議会で報告していただき、違う地域の人たちが
可能性を学び、上手く取り入れれば成功していくのではないかと思います。

③既存の中小企業施策のＳＢ振興への活用
既存の中小企業関連施策や地域振興策とつなげていき、地域活性に広がりを持たせるのが一つの理想です。

④資金調達の円滑化に向けた環境整備
金融機関、一般企業、国、自治体、地域住民も参加するＳＢ支援ファンドの構築が望まれます。

⑤ＳＢ等を担う人材育成の強化
最近では、日本でもキャリア教育のインターシップが定着しました。環境問題を取り入れた事業を通して事業
への理解や将来性を学ぶ機会を提供すること、また地域の事業者やネットワークによる人材の流動化を促進する
ことを通じて、人材育成を強化することが望まれます。

⑥ＳＢの事業基盤強化に向けた仕組みづくり
事業の社会性を評価する指標の開発、新しい法人格の検討も今後していく必要があるでしょう。
以上をもちまして「むすび」といたします。拝聴ありがとうございました。

■講師 プロフィール
たにもと

かん

じ

【谷本 寛治】 一橋大学大学院商学研究科教授
1955年 大阪市生まれ
1979年

大阪市立大学商学部卒業

1984年

神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了

1989年

経営学博士（神戸大学）
、和歌山大学経済学部教授などを歴任

1997年

一橋大学商学部教授

2005年 （特活）ソーシャル・イノベーション・ジャパン代表理事
＜主要著作・論文＞
「CSR経営」
（編著）中央経済社，2004年。
「ソーシャル・エンタープライズ―社会的企業の台頭」
（編著）中央経済社，2006年。
「CSR―企業と社会を考える」
NTT出版，2006年。
「ソーシャル・アントレプレナーシップ―思いが社会を変える」
（共編著）
NTT出版，2007年。
「SRIと新しい企業・金融」
（編著）東洋経済新報社，2007年。
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2. パネルディスカッション

「先進ソーシャルビジネスの紹介」

■コーディネーター

大阪商業大学 総合経営学部 教授 初谷 勇氏

初谷：「ものづくり」のまち・東大阪にある「商業」と名前のついた大学で、NPOについて研究しております。
本日は、地域社会の様々な公共的な課題を解決するための、ＳＢのあり方を探り、これからのネットワー
クの発展に役立てようというキックオフセミナーとなっております。
先ほど、谷本先生のお話の中で、ＳＢの特徴について「事業性」
、
「社会性」
、
「革新性」という重要なキー
ワードのご指摘がありました。今日はこの３つの点において非常に傑出した取り組みをされているお三方
をパネリストにお迎えしております。ご経験の数々をお伺いしまして、ぜひ参考にしていく点を探ってま
いりたいと思います。

■パネリスト 自己紹介・事業紹介
・特定非営利活動法人 わははネット 理事長 中橋 恵美子氏
【特定非営利活動法人 わははネット】
●事業所概要
設立：平成14年
代表者：理事長 中橋 恵美子
所在地：〒760-0042 香川県高松市大工町1-4
ＵＲＬ：http://www.npo-wahaha.net/
事業内容：子育て情報誌発行、子育て広場の運営、携帯を活用した子育て情報配信サービスの展開
食育事業等の運営の他、全国子育てタクシー協会事務局も受託。企業とのコラボ事業として子育て
タクシーを運営、子育てマンション等、行政からの受託事業なども多数。

・農業法人 株式会社 秋津野 代表取締役副社長 玉井 常貴氏
あき

づ

の

【農業法人 株式会社 秋津野】
●事業所概要
設立：平成19年
資本金：41,800,000円（出資者488名）
代表者：代表取締役社長 楠本 健治
所在地：〒646-0001 和歌山県田辺市上秋津4558-8
ＵＲＬ：http://agarten.jp/
農業法人：株主の1/2以上、役員の2/3以上が農業者
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事業内容：食育・農業体験事業、市民農園（貸し農園）事業、オーナー樹（園）事業、農家レストラン事業、田
舎暮らし支援事業、地域づくり研修受け入れ事業等。
農とグリーンツーリズムを活かした地域づくりを行う。体験型交流施設「秋津野ガルテン」を舞台に、
宿泊施設や農家レストラン、秋津野地域づくり学校などの事業を展開。

・株式会社 兵左衛門 代表取締役社長 浦谷 兵剛氏
ひょう ざ

え も ん

【株式会社 兵 左衛門】
●事業所概要
設立：昭和45年
資本金：60,000,000円
代表者：代表取締役社長 浦谷 兵剛
所在地：〒917-0001 福井県小浜市新小松原3－45（本社）
   〒101-0031 東京都千代田区東神田1-10-4（東京支店）
ＵＲＬ：http://www.hyozaemon.co.jp/
事業内容：文化事業部を持ち「お箸知育教室」
「国際箸文化研究所」
「日本漆文化研究所」と文化事業にボランティ
アとして取り組んでいる。

■パネルディスカッション
【注】以下、紙幅の関係上、当日の議論を、主な質疑、回答内容とそれらに対するコメントの順に配列・整理して
掲げています（文中敬称略）
。

＜主な質疑項目＞
Ｑ１：事業（子育て、グリーンツーリズム、お箸等に関わるＳＢ）を取巻く時代や社会経済、業界等の環境変化
をどのように観察しているか。
Ｑ２：事業主体の経営資源のうち、ＳＢとしての事業展開に特に役立っている点、優れた点は何か。
Ｑ３：事業主体について、今の組織形態（NPO法人、農業法人、株式会社）を選択した理由は何か。
Ｑ４：ＳＢとして今後事業を発展させていく上で、特に重要と考える課題は何か。
Ｑ５：ＳＢの事業を展開していく上で、特に支援が必要と考えるポイントは何か。

≪回答≫
特定非営利活動法人 わははネット 理事長 中橋 恵美子氏
農業法人 株式会社 秋津野 代表取締役副社長 玉井 常貴氏
株式会社 兵左衛門 代表取締役社長 浦谷 兵剛氏
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パネルディスカッション「先進ソーシャルビジネスの紹介」

Ｑ１： 事業（子育て、グリーンツーリズム、お箸に関わるＳＢ）を取巻く時代や社会経済、業界等の環境
変化をどのように観察しているか。
： 地域を取り巻く環境は、中山間地の農業の後継者不足。農林水産省の中山間地域等直接支払い制度
Ａ１
（玉井）
の補助金があり、平成12年のアンケート調査では、専業・兼業を含め330件。平成17年には中山間
地域等直接支払い制度に参加の農業者は280件となり、約５年間で50件減少していました。来年（平
成21年）の二期目の中山間地域等直接支払い制度が終了する際には、高齢化で50件以上、もしくは
もっと大幅に減少すると予測しています。今までの農業経営は、農地面積を広く作り共同出荷すれ
ば、お金が入りましたが、今後は、結局は消費者に対し生産者として、どういうものを作り、どう
販売していけば良いかをトータルに考えないといけない状況となっています。販売経路が大きく変
化し、生計が立たず後継者もいない農家が増えてきた問題があります。
：30歳頃に事業を父親より譲り受けたのですが、売れば売るほど赤字になる状態で、あるセミナーで
Ａ１
（浦谷）
の講師の「赤字の人は明るい道を歩くな」という言葉にショックを受け、「モノをつくって、売っ
て、経営が成り立つとはどういうことなのか」を勉強しました。さまざまな経験をし、失敗の連続
でしたが、モノというものは売るモノではないという事を感じ、買ってもらえる努力と仕組み、高
収益型の事業構造づくりとのバランスを考え事業に取り組んでいます。商品というものは作り、販
売する中で人に買ってもらうためには、人に認めてもらう努力を自らすべきものとの結論に至りま
した。昔は、体力がある者が長時間働くフットワークの時代でした。それからハンドワークにな
り、次は頭を使うヘッドワークになり、感性の時代となり、バブルが崩壊し、そしてハートワーク
の時代になりました。さらに、これからはヒューマンワークなんだといわれます。商品を身近に感
じていただく接点、買っていただいたお客様と結びつくようなことを工夫し、次の商品の発想や作
る努力ができるかということが必要だと思います。
： 少子化に歯止めがきかない、大きな問題と言われたのが約10年前、当時ちょうど組織を立ち上げた
Ａ１
（中橋）
時で、逆に追い風となりました。ただ、少子化対策と育児支援は福祉分野ということで、ビジネス
としてなかなか見てもらえない状況があります。政府は保育施策だけで、他に具体的な施策はなさ
れておらず隙間だらけということもあり、まだまだ子育てしづらい社会であることから、柔軟に動
ける私たちの所へのニーズがあったと思います。

コメント（初谷）
：
浦谷さんのお話では、事業を取り巻く環境の変化や時代をつぶさに捉え、その中で外向きの展開に転じられた
とのことですが、経営資源としては、組織の仕組みづくりに重きを置いた活動をされていることがよく分かりま
した。
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Ｑ２：事業主体の経営資源のうち、ＳＢとしての事業展開に特に役立っている点、優れた点は何か。
： 地域全部の生産量を販売することはできないですが、少しでも「経済効果を生み出す」
、
「考える農
Ａ２
（玉井）
家を作る」という２つの思いから、われわれは直売所をつくりました。また、品種改良など経験を
活かしたネットワーク化や、ＪＡに安価で販売するしかなかったジュースに付加価値をつけ、事業
化できるまでになったジュース（俺ん家ジュース倶楽部）など。１つ１つ考えながらステップアッ
プしていきました。田舎の農業を知ってもらい、食の安全・安心を消費者に知ってもらうには『今
度は対面だ』とガルテン構想はできました。一人でも多くの人に地域を理解してもらい、人、地域
の自然や風景、文化をトータルでアピールする地域ブランド“秋津野”を作り、地域全体に経済効
果が出るように積み重ねています。今では東京にまで出荷するなど秋津野みかんも知られるように
なりつつあります。
：箸は内で使う以外に外へという発想を提唱し「ｍｙ箸」が大ヒットしました。このブームを本物と
Ａ２
（浦谷）
するためには、「箸は食べるものである」と安全宣言を行い、お客様との接点を強化するように努
めています。箸は、単に食べる道具であるだけではなく、人間形成にも大きな役割を果たしている
はしいく

と考え、食育の原点や、文化、躾を教える「箸育」
（商標登録）を提唱し、
「お箸知育教室」を学校、
幼稚園、保育園、ＮＨＫ等で開催しています。箸育のことを、当初、行政に話しても取り扱っても
らえないことがありました。
：雇用者16名、有償・無償ボランティアを含め約40名がいますが、非常に能力の高い女性の人材です。
Ａ２
（中橋）
彼女たちは転勤や出産・子育てでキャリアを中断した方も多く、家庭の中に能力が埋もれていたの
を掘り起こし、３人で一人前の仕事というチーム方式やシフト制等のマネジメントをうまく活用し
たことで、短時間で非常に効果のいい仕事をこなしてくれています。働くことを諦めていた人が、
自分の能力を発揮できる場所をN P O で持てることに自信をもち、責任感をもって働いてくれてい
ます。また配置や運営を工夫し、異動や退職があっても常に現役の親のニーズを取り入れられるよ
うにするなど、人材の力に救われています。

コメント（初谷）
：
中橋さんは、家庭の中に高学歴で優れた女性が眠っていることを掘り起こし、人材を組み合わせ、グループと
して活動できる仕組みをつくっておられます。また、ＳＢに向かい合う行政に、省庁間の縦割りや連携がうまく
いっていないという指摘が複数ありました。課題の１つかと思われます。
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Ｑ３：事業主体について、今の組織形態（NPO法人、農業法人、株式会社）を選択した理由は何か。
：直売所「きてら」の立上げの際、みなし法人で農家の皆様に10万円ずつの出資をいただき運営し
Ａ３（玉井）
ましたが、きちんとした法人格を持つことにより事がスムーズに進み、同時に責任の所在が明
確化されると考え、株式会社化しました。また、この経験から、農林水産省の補助事業に際し、
１億１千万円の事業はＮＰＯ法人では得られないと思い、農事組合法人がいいのか、運営できるか
と議論を重ね、出資方式の株式会社を最適と選択し、交付金に該当するように農業者が１／２、他
の方が１／２の農業法人株式会社秋津野を設立しました。農業関係者だけで形成するだけでなく新
しい考えを入れようと一般の出資者も入れた全地域1100戸に対し、約300戸の方より２～50万円の
出資を集めました。自分たちの地域振興だけでなく、地域のフィールドが向上するよう外部の風を
入れる多角的な考えが必要だと思い、資金も出していただく応援団をつくり、不足分は、議決権の
ない株式を２～100万円までで公募し、約200名の参加を得ました。地域づくりの中で地域にどう貢
献し地域再生とコミュニティをどう守っていくかを考える会社です。

コメント（初谷）
：
玉井さんのお話では、選択の結果、
「組織の併用」として、株式会社、社団法人等がそれぞれ役割を持ち、うま
く組合せながら「秋津野」を盛りたてていく仕組みを採られています。株式会社を選択された理由は、資金を受
け入れ、非農業者の参入を図る受け皿づくりということが選択動機になっています。ＳＢの組織のあり様につい
ては、経済産業省の研究会でも大きな論点の１つとなっています。会場の皆様も、組織運営をされていて、組織
形態にはそれぞれ一長一短があり悩ましいところかと思いますが、今の秋津野の例は大変参考になるのではない
かと思います。

Ｑ４：ＳＢとして今後事業を発展させていく上で、特に重要と考える課題は何か。
：子育て中の母親のニーズを考え、携帯電話を活用した情報発信事業をはじめる際に行政からはなか
Ａ４
（中橋）
なか理解を得られない状況から、自主活動でスポンサーをつけ事業を行い、のちに事業がうまくい
くと行政からの支援も得られるようになりました。いくつかのＮＰＯが同じような委託事業を単年
度の補助金を100％もらいながら事業をはじめても、経済的に自立出来る運営の仕方を省庁は教え
てくれていないので、補助期間が切れた際にニーズや顧客確保はできているにもかかわらず、やめ
ざるを得ない状況も生まれ、相談も多くなっています。今年度は経産省から地域のモデル移転事業
として委託事業を行っていますが、省庁間で中途半端な連携となっています。子育て支援事業は福
祉分野の扱いで企業とつながることを良しとしないケースが多く、そういう相談もあります。今
後、行政と企業・ＮＰＯとをどううまくつなげていくかが課題です。
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：ある調査結果によると、中高生の公共の場における社会規範意識が大きく変わっており、私たちの
Ａ４
（浦谷）
頃に比べて随分乱れていると思います。自社が取り組んでいる社会文化活動も、本来、国が文化と
して取り組むべきことではないかと思って行っています。箸という字もようやく常用漢字の候補に
なりました。躾の問題が崩れている現在、日本のＤＮＡについて思いのある人たちが集まり、輪を
広げていくことがないと、いつか滅んでしまうのではないでしょうか。
：各事業、地域トータルの中でマネジメントできる人材の育成・創出が課題です。地域再生は人材に
Ａ４
（玉井）
かかっています。今まで培った各事業から成長するものをどう育てていくか。農業の後継者不足に
ついても、外部からの人材雇用も含め、受け皿を整理し、また成長産業の中へ組み入れていくこと
も検討中です。援農や支援を受ける体制の組織づくりを含めた、農商工連携の人材育成をテーマと
して取組んでいます。

コメント（初谷）
：
浦谷さんのご指摘に関しまして、政府の機能を縮小して「小さな政府」にするとよく言いますが、どんどん無
くしていって全部無くなってしまうようなことでは、政府機能の空洞化です。何が政府の手元に残り、政府は何
をしないといけないのかという議論が必要です。教育的、根幹的な部分を国家が預かるべきではないかというご
提言ではないかと思いました。

Ｑ５：ＳＢの事業を展開していく上で、特に支援が必要と考えるポイントは何か。
：ＮＰＯも自立していかなければならない。そのため勉強する必要がありますが、こうしたセミナー
Ａ５
（中橋）
や勉強会などの情報が必要とするところに行き届いていない。キャッチする側の感度の問題もある
でしょうが、ほしい情報がなかなか入ってこない、届いてほしい情報が届かない等、連携したい組
織や企業とつながる接点を持つことが難しいので、その部分のパイプの作り方が問題です。勢いだ
けでなく、事業化を行う上での経営的なマネジメント力が必要です。
：再生がきかないくらい高齢化が進んでいく中で、中山間地、地域コミュニティをどう維持していく
Ａ５
（玉井）
か。ある人材がいなくなったら停滞してしまうということのないよう、きちんとした組織力が必要
です。お金の問題や行政との調整は社会性の問題です。地域に経済効果を生み、経済移転をもたら
すのは、人的支援なのか、財政的支援なのか、活動しているいろいろな地域と議論する場があるこ
とが大事だと思います。
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パネルディスカッション「先進ソーシャルビジネスの紹介」

■総括
初谷：
本日は、
「先進のＳＢを紹介する」と題して、キックオフセミナーにふさわしい、大変、独創的で、革新的なパ
ネリストの皆様にお集まりいただけたと思います。
それぞれにご自身の置かれている環境を丁寧に分析され、自らの体験と照らし合わせ、保有する経営資源の中
で強みを活かしながら、足らざるものについては無理してそろえるのではなく、資源を持っているところといか
に連携していくかと工夫されている様が伺えます。また、１つの組織では経営資源に制約がある場合、経営資源
を持てるような組織形態を選択し、併用していくという工夫もみられました。
この近畿ＳＢネットワークの役割は、社会企業家と支援者の双方が質・量ともに増え、元気になる事を目指し
て立ち上げるものです。今日のお三方からは、マネジメントの各レベルに応じ、ニーズに合った支援情報をいか
にタイムリーに提供していけるか、また、規範というものについてはどこまで官と民とで周知徹底（教育）を分
担していくのかといった議論もありました。コミュニティ再生や、人材育成の話もありました。これらの点は、
必ずしも経済産業省の研究会が示されたように今後必要なメニュー全体を網羅したものにはなってはいません
が、今日のパネリストの方々が、長年の経験で「ここは大事だ」と指摘されたポイントですので、キックオフセ
ミナーに相応しく、これからどこに重点をおいていくかという議論の中で、大いに参考になるご意見であったと
思います。
何よりも関西というのは、すでにこういうネットワークもたくさんあり、近畿ＳＢＮ自体が、その競合環境の
中で、何をもって比較優位を訴えていくのかということが問われています。そういう意味で、他のネットワーク
では模倣できないこの近畿ＳＢＮならではの独自のサービス・魅力というものの創造や提供が求められていると
思います。それには、谷本先生がおっしゃられていたソーシャル・イノベーションのクラスターにどういう方が
あず

集っていただけるかに与かるところが大きいわけです。今日、お集まりの皆様を中心に、ぜひ多くの方々がＳＢ
の支援者側、事業者側に関心を深めていただいて、この試みに参加していただけることを期待したいと思います。
その際、今日のお話の中には、長い風雪を踏まえた苦言というものもありましたが、その底流には、いずれも
アイデアの面白さや楽しさという流れがありました。
わははの雑誌も、かっと箸も、秋津野ガルテンも、
「この本を媒介としていっぱいサービスを受けてみた
いな」「使ってみたいな」「行ってみたいな」と思わ
せる力がそれぞれにあると思います。北風ではなく、
太陽の暖かな誘引力のようなものをこのネットワー
クが培っていければ、大きく発展するのではないか
と、お三方のお話をお伺いして痛感いたしました。
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近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング設立記念
「キックオフセミナー」アンケート調査

■開催日：2008年11月20日

参加人数：105名

■開催場所：ホテルグリーンプラザ大阪（大阪市北区中崎西2-5-12）

１．参加者業態について
合計
順位

個人
13 名
3位

NPO
15 名
1位

行政
15 名
1位

●参加者業態

その他
（学生、団体
財団法人）
16％

  アンケート回収人数：64名

２．内容について、満足するものでしたか？
企業
9名
5位

その他 無回答 回答人数
10 名
2名
64 名
4位
6位

合計
順位

イ．とても満足

ロ．満足

ハ．ふつう

二．不満

ホ．とても不満

無回答

回答人数

7名
3位

36 名
1位

13 名
2位

2名
5位

0名
6位

6名
4位

64 名

●セミナー満足度

内訳
無回答
３％

二．不満 イ．とても満足
11％
3％
無回答
10％
個人
20％

企業
14％

ハ．ふつう
20％

NPO
24％

行政
23％

ロ．満足
56％

回答数 64 名
（参加 105 名中）

回答数 64 名
（参加 105 名中）

３．近畿ＳＢＮについてお伺いします。				
（１）本日参加して、近畿ＳＢＮについて理解できましたか？

			
イ . 理解できた
ロ . できなかった
合計
順位

41 名
1位

ハ . どちらでもいえない

無回答

回答人数

18 名
2位

1名
4位

64 名

4名
3位

●近畿 SNB の理解度

		
（２）今後、近畿ＳＢＮに参加したいとおもいますか？
イ . ぜひ参加したい ロ . 参加したいと思わない ハ . わからない

合計
順位

38 名
1位

1名
4位

ロ . できなかった
6％

無回答

回答人数

4名
3位

64 名

●近畿 SNB への参加について
無回答
6％

無回答
2％

ハ . どちらでも
いえない
28％

21 名
2位

イ . 理解できた
64％

回答数 64 名
（参加 105 名中）

ハ . わからない
33％

ロ . 参加したいと思わない
2％

イ . ぜひ参加
したい
59％

回答数 64 名
（参加 105 名中）
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第四章
分野別セミナー概要
～
「食」と「農」をテーマとしたソーシャルビジネスの現場を視察～

地域経済の活性化のための農業、商業と工業の連携が注目され、ＳＢ／ＣＢのなかには農業生産はもとより、
農産物の加工、食品販売、農家民宿グリーン・ツーリズムなど農業関連ビジネスを展開するものがあり、より高
品質の商品の製造、販売や広域流通等による事業拡大を展望するためには、商業、工業との連携が重要である。
またＳＢ／ＣＢの特徴として、最終消費者もしくは近い立場で農業、農村をとらえ、起業しているケースが多く、
生産者とは違った観点から農商工連携のあり方について検討する。
今回は「分野別セミナー」として、地域の農的資源（景観、古民家、耕作体験、自然観察、地域の食など）を
活かしたＳＢ／ＣＢの現状と課題を分析する研究会を２日間の日程で開催した。

■日程：平成21年２月６日（金）
～２月７日（土）
■視察地域：福井県（福井市・三国町・池田町）
■行程
＜２月６日（金）＞
1.有限会社 ファームビレッジさんさん

13：00～14：30

2.特定非営利活動法人 田舎のヒロインわくわくネットワーク

15：00～16：00

3.パネルディスカッション

16：00～18：30

＜２月７日（土）＞
4.福井県池田町役場

10：00～12：00

5.ロハス越前

13：00～15：00

6.こっぽい屋

15：30～16：00

■団体概要
●有限会社 ファームビレッジさんさん URL：http://www.fv-sansan.com/
●特定非営利活動法人 田舎のヒロインわくわくネットワーク URL：http://inakano-heroine.jp/net/
●環境パートナー池田 URL：http://ecoikeda.jp/ecopoint/index.html
●福井県池田町役場 総務政策課 URL：http://www.town.ikeda.fukui.jp/
●ロハス越前 URL：http://www.lohas-echizen.org/
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内 容
近畿ＳＢＮでは、第１回分野別テーマセミナーとして「食」と「農」をテーマに先進事例が豊富にある福井県
のＳＢの現場を視察することとした。２月という年度末で多忙な時期に関わらず、近畿圏内はもちろんのこと東
京や佐賀、愛知など多方面から参加者がいたことは、いかにこのテーマに興味・関心が高いかが伺える。また、
視察先の福井県からも積極的に参加いただけたことは、県内にあってもなかなかその現場を見る機会が乏しいと
いうことも課題として浮き彫りになった。
（有）ファームビレッジさんさんは、農業者を中心に結成された団体である。直売所とレストランを併設すると
いう全国でも珍しい形態で運営しており、現在は役員７名、従業員・パートをあわせて16名で経営している。代
表の安実氏によれば、現在は何とか損益分岐点を保っているが、周知不足の問題を指摘されていた。しかし、
「ウ
ソをつかない」をモットーに、生産者自ら商品説明するためのポップを作成するように促し、生産者の意識変革
にも取り組んでいることは、着実に実を結びつつある。実際にファームビレッジさんさんで購入した消費者が、
直接生産者に注文するような動きも出てきており、ケータリングサービスを始めている。
ところが、近年の温暖化による影響がここでも出てきている。特に冬場の厳しい寒さが、野菜の生育に欠かせ
ない部分もあるのだが、ここ最近は雪が積もることすら珍しくなってきたため、作物の品種を見直さざるをえな
いという状況になってきている。そのような中、米の販売量増加が不可欠となっている。
以上のようなさまざまな課題を抱えてはいるが、安実氏が最後に「地産地消」ではなく、これからは「知産知消」
というように、知っているもの同士が直接流通しあう、顔の見える関係づくりが必要不可欠であるということが
参加者とも一致した意見であった。
（特活）田舎ヒロインわくわくネットワークでは、山崎一之氏によるまちづく
りの活動をご紹介いただいた。北前船が往来した三国湊の町並みを保存しつつ、
新たな産業創出に取り組むことの難しさを訴えられた。しかし、豆腐やジェラー
ド等の商品は着実に消費者から支持され、売上を伸ばしていることから今後の発
展に期待される。また、山崎洋子氏は、農業に従事する女性のネットワークを全
国レベルで展開しており、会員は1000名以上を数える。また、酪農の保護のため
に行った雪印の100株運動も紹介された。不祥事を起こした企業を単に批判する
のではなく、その企業をどのように公正な目を通じて再生させるかという点は、ＣＳＲ活動の新たな展開として
示唆された。また、ご自身の経験を通じて、市民社会をつくる必要があると自然体で訴えられたことが、参加者
の共感を呼んだ。２人が農業に果敢に取り組む姿勢は、学ぶべき点である。
福井県池田町役場では、長谷川氏、溝口氏の説明により、あぐりパワーアップセンターを中心に視察をした。
単なる牛フン堆肥場ではなく、そこに生ゴミを回収する仕組みも併せることにより住民のごみ削減および分別の
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分野別セミナー概要

大切を伝える点がユニークである。また、回収する仕組みにも工夫が施さ
れ、回収は無作為で選ばれたメンバーが２人１組でまち中をまわることによ
り、メンバー同士がコミュニケーションを取りやすい環境づくりを行ってい
る。
「ゆうき・げんき・正直農業」をモットーに循環型社会を構築している。
その起爆剤となったこっぽい屋は、福井市内にある池田町のアンテナショップであるが、市民から非常に好評
を得ている。このこっぽい屋の存在が、池田町の循環型社会を形成させた中核である。こっぽい屋を通じて、生
産者と消費者が直接交流することによってお互いの意識変革が生み出された。このことは、単にそのショップを
視察するだけでは理解できない。やはり、現場である池田町を視察したことにより、その原因を参加者が容易に
理解できたことは、改めて現場視察の大切さを実感した点である。
高齢化率38％と福井県内でもトップクラスの同町であるが、医療費は低水準を維持している。そこには、高齢
者が活躍する場（こっぽい屋、エコキャンドルなど）が数多く設けられている点が大きいようである。今後の日
本の過疎地域における課題解決の試金石となるのではないだろうか。
ロハス越前では、特区申請により旧今立市で行われていたグリーンツーリ
ズムが、合併後も民の力で維持されている。事務局長の田中氏によれば、年
間約1400人が訪れ近畿圏はもとより関東圏からも多くの人が訪れている。そ
の内宿泊者は227人で、７件の農家が受け入れしている。ある受け入れ先で
は、７回もリピートしている人もおり、これまでのツーリズムとは、違う魅
力を感じている人が多いようである。「金儲けではなくひと儲け」という発
想から、数多くのメニューを用意し、日帰り客からアジアからの来訪まで訪
問者は多種多様である。今後は、収益性をどう向上させるかが課題となって
おり、近畿ＳＢＮとしても支援する必要があると感じられた。
以上のように２日間かなり過密なスケジュールにも関わらず、アンケート結果からは満足度が高かったことか
ら、今回のプログラムはかなり有意義だったと思われる。また、受け入れ側も意識の高い参加者と議論したこと
が、大いに参考になったとのお声をいただいた。今後、近畿ＳＢＮとしてどのように事業化していくのかが、課
題はあるが直接顔が見える関係づくりが事業化の第一歩であるということは、参加者、受け入れ者双方が共通し
て認識した点である。
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分野別セミナー
～「食」と「農」をテーマとしたソーシャルビジネスの現場を視察～

アンケート調査

■開催日：2009年2月6日(1日目）

□参加人数：24名

１．参加理由 （複数回答）

□アンケート回収人数：19名

２．プログラムについて				

イ . プログラムの内容（視察先）に関心
ロ . 近畿 SBN に興味があった。
ハ . 知人に誘われた。
ニ . 視察先や他の参加者とのネットワークをつくりたかった。
ホ . その他

（１）
（有）ファームビレッジさんさんの視察について

		

（複数回答）
イ．プログラムに関心 ロ．近畿 SBN 興味 ハ．知人より紹介 二．ネットワーク作り

合計
順位

16 名
1位

2名
4位

7名
2位

6名
3位

ホ．その他

回答人数

0名
5位

31 名

イ．とても満足

ロ．満足

ハ．ふつう

二．不満

ホ．とても不満

回答人数

12 名
1位

5名
2位

2名
3位

0名
4位

0名
4位

19 名

●ファームビレッジさんさんの視察

●参加理由

満足度

ハ . ふつう
2名
11％

ニ . ネットワーク作り
6名
19％

ハ . 知人より紹介
7名
23％

ロ . 満足
5名
26％

イ . プログラムに関心
16 名
52％

イ . とても満足
11 名
61％

複数回答数 31 名
（回答 19 名／参加 24 名）

ロ . 近畿 SBN 興味
2名
6％

（２）（特活）田舎のヒロインわくわくネットワークの視察について

合計
順位

合計
順位

イ . とても満足

ロ . 満足

ハ . ふつう

ニ . 不満

ホ . とても不満

回答人数

16 名
1位

1名
3位

2名
2位

0名
4位

0名
4位

19 名

●
（特活）田舎のヒロインわくわくネットワークの
視察 満足度
ハ . ふつう
2名
11％
ロ . 満足
1名
5％
イ . とても満足
15 名
83％

回答数 19 名
（参加 24 名中）

回答数 19 名
（参加 24 名中）

（３）パネルディスカッションについて
イ . とても満足

ロ . 満足

ハ . ふつう

ニ . 不満

ホ . とても不満

回答人数

5名
2位

7名
1位

4名
3位

2名
4位

0名
5位

18 名
欠席 1 名

●パネルディスカッション

満足度

合計
順位

ニ . 不満
2名
11％

ハ . ふつう
4名
22％

イ . とても満足
5名
28％

ロ . 満足
7名
39％
回答数 19 名
（参加 24 名中）
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■開催日：2009年2月7日(2日目）

□参加人数：25名

１．参加理由 （複数回答）

□アンケート回収人数：14名

２．プログラムについて				

イ . プログラムの内容（視察先）に関心
ロ . 近畿 SBN に興味があった。
ハ . 知人に誘われた。
ニ . 視察先や他の参加者とのネットワークをつくりたかった。
ホ . その他

		

（１）池田町の視察について

（複数回答）
イ . プログラムに関心 ロ . 近畿 SBN 興味

合計
順位

9名
1位

ハ . 知人より

ニ . ネットワーク作り

ホ . その他

回答人数

4名
3位

6名
2位

0名
5位

22 名

3名
4位

合計
順位

イ . とても満足

ロ . 満足

ハ . ふつう

ニ . 不満

ホ . とても不満

回答人数

11 名
1位

3名
2位

0名
3位

0名
3位

0名
3位

14 名

●池田町の視察

●参加理由

満足度

ロ . 満足
3名
21％

ニ.
イ.
ネットワーク作り プログラムに関心
6名
9名
32％
41％

イ . とても満足
8名
73％
ハ . 知人より紹介
4名
18％

複数回答数 22 名
ロ . 近畿 SBN 興味 （回答 14 名／参加 25 名）
3名
16％

（２）ロハス越前の視察について
合計
順位

（３）こっぽい屋について

イ . とても満足

ロ . 満足

ハ . ふつう

ニ . 不満

ホ . とても不満

回答人数

6名
1位

6名
1位

2名
3位

0名
4位

0名
4位

14 名

●ロハス越前の視察

回答数 14 名
（参加 25 名中）

合計
順位

満足度

イ . とても満足

ロ . 満足

ハ . ふつう

ニ . 不満

ホ . とても不満

回答人数

4名
2位

3名
3位

7名
1位

0名
4位

0名
4位

14 名

●こっぽい屋の視察

満足度

ハ . ふつう
2名
14％

ロ . 満足
6名
43％

イ . とても満足
5名
50％

ハ . ふつう
7名
50％

回答数 14 名
（参加 25 名中）

イ . とても満足
3名
27％
ロ . 満足
3名
21％
回答数 14 名
（参加 25 名中）

３．最後に、全体を通じてご意見、ご感想などあればお聞かせください。
【参加者の意見・感想】
								
大変充実した内容で勉強になりました。普段は域外に住んでいるので、参加は難しい 長い目で多角的な視点から、池田町をモデルケースとする町が増えていけばと思いま
ですが、良い企画があればまたぜひ参加させていただきます。

した。

ぜひ、一度イベントを一緒にやってみたいです。

今回のスタディ・ツアーのフォローアップがまず最重要に大事！

我々の活動に若い人を呼び込むための方法や人材育成についてのテーマで講座を企画 見学をして終りというだけではなく、今回の事例をどのように連携して取り入れてい
してほしい。

けるかを考えていきたい。

この２日間は充実したものであった。みなさんの前向きな姿勢と POWER、明るさ、それぞれ地域の事情・特色はあるものの課題は（全国的に）共通しているように思いました。気楽に
工夫、また一社会人としての社会への活動の影響を考えている事など、学ぶものが多 参加させていただきましたがこれまで自分が携わってきたことの有意性や先見性を改めて実感する機
かった。この様な具体的な事例研究等はまた計画して頂きたいと思う。

会となりました。お忙しい中視察を受入れてくださった福井の皆様と事務局の皆様に感謝いたします。

２日間、中間支援組織としての課題を沢山もらったので、帰ったらスタッフに報告することで、現地でしか感じることができない、人の熱気、におい、感覚など「現場視察」の深さ
自分の中で整理をしようと思います。今後もこのような現地の活動家との触れ合いや一歩進 を感じました。
めたコラボレーションなどの可能性を探り、マッチングできるような研究会を望みます。
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第ニ部

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング
事例集

福井県
特定非営利活動法人 子育てサポートセンター きらきらくらぶ

京都府

兵庫県

油藤商事 株式会社

滋賀県

特定非営利活動法人 京都伝統工芸活動支援会「京都匠塾」
特定非営利活動法人 京都フィルハーモニー室内合奏団

株式会社 マイファーム

特定非営利活動法人 長尾すぎの子クラブ
多文化プロキューブ・グループ

特定非営利活動法人 びぃめ〜る企画室

特定非営利活動法人 住まいみまもりたい
近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング
（特定非営利活動法人 大阪NPOセンター）

大阪府
手造りハム・ソーセージ工房 ばあく

奈良県

和歌山県
有限会社 熊野鼓動
農事組合法人 古座川ゆず平井の里
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よろず相談もOK！
母親をリラックスさせる子育て広場
特定非営利活動法人 子育てサポートセンターきらきらくらぶ

１ 事業所の概要
代表者：理事長

林

恵子

所在地：〒914 -0125
福井県敦賀市若葉町１丁目1610ハーツ別棟
ＵＲＬ：http://www1 .rcn.ne.jp/~kirakira/

主な活動
きらきらくらぶは子育ての支援を「保育事業」と「２つ
の支援事業」により支援しています。
①保育事業
・２・３歳児の保育事業（会員制）

沿 革
平成３年
平成４年

・一時保育事業
福井市内のショッピングセンター内に「母と

・幼稚園・小学校低学年長期休業中

３歳児を受け入れ、翌年には２歳児を受け入

プログラム「わんぱくキッズ」

市内の幼稚園の空き教室にて２・３歳児の保
育を開始。

平成14年

すみずみサポート事業）

子のプレイルーム」を自主事業として開始。
れ開始。
平成５年

（敦賀市委託

福井県の指導により「特定非営利活動法人
子育てサポートセンターきらきらくらぶ」を
設立、保育のみならず子育て支援事業を開始。

・親子保育（０～３歳児）
②支援事業１
・つどいのひろば事業（敦賀市委託事業）
③支援事業２
・子育て相談

情報誌発行

親子イベントの開催

・父・母のネットワーク作り

小さく生まれた子育て

サークルの立ち上げ支援
小・中・高・大学生のボランティア受け入れなど

2 事業の展開
（1）
「保育」から「子育て支援」へ
代表者である林氏の事業開始の動機は、自分に子どもが生まれた時に１人でどう子育てをしていけばよいのか
が分からず、周囲に相談する相手もおらず、不安な気持ちになったため、こうした母親の不安を和らげてくれる
様な環境を作りたいという思いが強く芽生えたことがきっかけになったとのことです。また、林氏は保育士の経
験を有していましたが、保育と子育ての違いを学び直そうと「主婦の友社」の通信教育を受け、1991年に敦賀市
内で、親子保育の教室「ミニ・プレイルーム」を開設しました。
その後、２年保育を予定している母親から、親子ではなく、子どもだけを預かってほしいとの要望があり、
1992年に３歳児の90分保育を開始したことが、後の定曜日保育につながることになり、翌年には２歳児も受け入
れを開始しました。
次に1996年、企業内幼稚園の空き教室を使った就園前保育事業を依頼され、５年契約で受託しました。そして
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５年後に幼稚園の傘下に入る誘いを受けましたが、自分達の目的は収益ではなく、
「自分達の子育ての考え方の追
求」にあったため、ここを出て、2001年に津内町に移転することになりました。
一方、事業を継続する中で、民間団体では信用も高いとはいえず、制約もあり、どうしたらよいのかを市長に
相談したところ、ＮＰＯ法人の設立を勧められ、県民活動センターの指導の下、１年間勉強し、2002年にＮＰＯ
法人の設立に至りました。
さらに2003年、生協が子育てを支援できるスーパーマーケットを展開したいとの方針を発表、協議の上、
「ハー
ツ」の出店に合わせて、きらきらくらぶの開設が決定し、施設の設計もきらきらくらぶの要望に合わせて行われ
ました。2004年、津内町の建物に消防法上の問題があることが判明、閉鎖することになりました。
同年、福井県より「集いの広場事業」を受託、2006年には拠点を若葉町に移すとともに、福井県より「すみず
みサポート事業」を受託、親の子育て力向上推進事業として展開することになりました。また、同年、敦賀駅前
の商店街と共同で「ハロウィン」のイベントを実施、商店街から翌年には菓子が提供され、翌々年にはポスター
の提示や敦賀駅からも協力が受けられるようになり、現在は商店街内の空き店舗を活用して、
「授乳室」や「休憩
スペース」を運営しています。

(2)事業の展開
①保育事業
・敦賀市は幼稚園や保育所の施設数が充実しており、それぞ
れ、待機児童数はゼロの状態であることから、２・３歳児
の子どもを持つ母親にとって施設の選択肢は多くなってい
ます。
・その様な環境の下、きらきらクラブでは親子保育と子ども
のみのクラスを定曜日保育として、きらりんルームでは一
時預かり保育が実施されていますが、地域において多くの
母親の支持を獲得し、毎年、入園者数が増加しています。
・林氏は保育事業とは、単に子どもを預かる場所であるだけ
でなく、２・３歳児の子ども達が色々な物を教室内で作ったり、外へ出て触ったりすることにより、自分で考
える力やたくましく生きる力を伸ばしていく場でもあると考えています。具体的には、教室の近くにある広場
や田んぼに出かけていくなど、子ども達が自然に自ら触れ合える外遊びを積極的に取り入れ、夏にはプールや
水遊びも実施されています。

②支援事業
・敦賀市の委託事業（集いの広場事業）として、おやこきらりんひろばが月曜日から金曜日まで開設されています。
基本的にはノンプログラムですが、２名の保育士が子ども達のリクエストに応えて歌を歌ったり、手遊びをし
たりしています。また、この事業の目的は子ども達を遊ばせる場所づくりと同時に、お母さん達がイキイキ過
ごせる場所づくりでもあるとの事。子育てにおいて、誰にも相談できないなど、苦しい時には、同事業所を気
軽に利用してもらえれば、他のみんなはどうしているのかがわかるし、子育て経験の豊富なスタッフが親身に
対応しています。
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3 事業所の今後の展望
●同事業所の運営体制は６名の理事と16名のパートスタッフ、これに無償ボランティアが加わって業務に当たっ
ています。そして、託児や集いの広場事業に取り組んでから、売上規模が拡大し、現在、3000万円を超え、そ
の８割以上が自主事業による財源で賄われ、財務基盤は安定しています。
●但し、林氏は「お母さんの口コミで、ここに預けたら子どもが伸びるという評価をいただいているが、今以上
に無理に園児数を増やそうとは思わない。人数を増やすことよりも、親にとって、子ども達にとってよい形で
あれば、園児数は減らしてもかまわない」と考えています。
●今後は、現在実施している父親向けの子育て支援プログラムや卒園したこども達のボランティア参加の推進、
地域の商店街や企業との連携によるイベント開催や子育て支援施設の展開、情報誌の発行等に一層注力し、さ
らに児童館の運営等に関しても研究していきたいと、多角的な取り組みに対する意欲的な姿勢がみられます。
●元来、共働きが普通であり、子育てや家事を女性にすべて押し付けるのではなく、家庭では祖父母や父親が協
力するという意識が、昔から醸成されてきた福井県ですが、今回の取材を通して、子育てにおいて、行政は
何ができるのか、地域住民は何ができるのか、家族は何ができるのかをみんなで考え、今できることを実行
してきたその積み重ねが、全国平均を大きく上回る高い出生率に結びついていることを実感しました。そし
て、その中で同事業所の組織としての今後の役割は、強力なリーダーというよりも、子育て支援の各関係者
の活動を有機的且つ効果的に結びつけていくための、扇の要の様な機能を果たしていくことではないかと考
えられます。

団体からのコメント

やりたい事業が決まったら、共に歩む仲間を見つけることが重要と思います。そして、身近な仲間だけでなく、
全国の仲間から情報を得ることが大事です。今後も子育て支援に、保育事業を基盤とした様々な方法で取り組ん
で行きたいと考えています。そのためにはフットワーク軽く、色々な場所に出向き、たくさんの人に会って、貪
欲に学びたいと思います。
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バイオディーゼルは通過点？！
「捨てるものからエネルギー」をめざす
油藤商事 株式会社

１ 事業所の概要
設立：昭和43年

沿 革

資本金：50 ,000,000円

明治30年

代表者：代表取締役社長 青山金吾
＊バイオディーゼル担当

初代青山藤八（当時15歳）
屋号を油藤商店として創業

昭和33年

LPガス販売

昭和34年

ガソリン販売

昭和43年

法人化

昭和47年

株式会社江洲石油買収

ＵＲＬ：http://www.aburatou.co.jp/

平成 5年

年間2,000キロリットルのガソリン販売量突破

人

平成14年

軽油代替燃料

平成15年

バイオディーゼル精製プラントの建設完成（4

専務取締役

青山裕史

所在地： 〒529 -1173
滋賀県犬上郡豊郷町高野瀬645
員：油藤商事株式会社10名
株式会社江洲石油 4名
（平成13年現在）

バイオディーゼルを一般販売

月末）

事業内容： ガソリンスタンド、バイオ
ディーゼル販売給油所、
設備工事・ 住宅リフォーム工事

2 事業の展開と特色
(1)
“バイオディーゼル”へのきっかけ
同社は創業112年。創業者から４代目にあたる専務・青山
裕史さんがコミュニティビジネスを指揮しています。バイオ
ディーゼル精製・販売です。そのきっかけは、生き方の葛藤
の先にあったようです。大学卒業後、３年のサラリーマン生
活を経験して、家業を手伝うことにしたものの、ガソリンス
タンドが嫌で、仲間に誘われたまちづくり活動に執心。ＮＰ
Ｏ法人の発足にも関るほどになり、家業とＮＰＯの活動に葛
藤を感じだすのです。
その頃、人に誘われていった講演会で格好の概念に出会い
ます。
“スロービジネス”です。家業の営利ビジネスとＮＰＯ
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の非営利ビジネスを分けて考えるのではなく、融合して考えればいい、そう思考が転換し、新しい価値観を得た
のは大きな転機でした。
とたんに本業の潜在的な可能性が見えてきたからです。ガソリンスタンドは町なかにある。一定の広さがある。
生活者がむこうからやってくる。ここで何かできるはずだ、そう思うとアイデアはどんどん広がり、まずは空き
缶の回収を始めたのが1997年。
その頃、天ぷら油で車が走るという話を聞いたそうです。東京の廃油回収業者がバイオディーゼルの事業を始
めたということでしたが、まだまだ試験的なものと知り、同社の方が事業化に長けていると直感、1998年研究を
スタートさせたのです。

(2)事業のスタイルとビジョン
それから10年。原油、食糧の高騰で資源問題を
目の当たりにした2008年、バイオディーゼル燃
料は、資料２で紹介しているスキームを基本に、
専務と従業員との２人体制で、月に７～８百万円
を売上げる事業になりました。今となっては、
「捨
てるものからエネルギーをとる」が、同社の事業
領域として認識されるまでになっています。何で
も買いやすい世の中になったけど、いざ捨てると
なると捨てにくい。そういった問題意識から、捨
てやすくして、さらに使えるものにするといった
テーマ性を見出したのが専務の真骨頂です。事業
に独自性が生まれる所以です。同業他社からさん
ざん言われながらも続けてきて、
“時代が追いつ

油藤商事株式会社提供資料２

いてきた”と面目躍如。これからも、時代を先
読みし、事業の新しい芽を見つけ、
“三方よし”の精神をベースに、油屋・ガソリンスタントの業を進化させてい
く。そういった自負が言葉の端々に感じられます。21世紀は環境の世紀、
「捨てるものからエネルギーをとる」に
はたくさんの可能性が埋もれていそうです。

3 当所の課題
どの事業や企業も成長を続けるには課題はつきものです。専務もそのことはよく了解されています。バイオ
ディーゼル燃料そのものの品質の課題、仕組みの課題。そのいずれも、同社単体の取り組みで事足りるものでな
く、生活者と企業と行政も含めた協力、協調、協働が欠かせないわけですから、むしろ課題は外にあると言える
かもしれません。
他に先んじて専務が取り組んだバイオディーゼルの事業、
「持続可能な社会を目指そう」と言われて久しいです
が、わたしたち生活者自身の役割が問われていそうです。安価で良いものを簡単に手に入れようとする消費スタ
イルは、ややもすれば、企業の偽装を誘引しました。何を信じていいのかわからないという声をたくさん聞きま
したが、考えてみれば、
“安くて良いものを大量に”を実現できる企業は限られます。
「バイオディーゼルの事業を10倍にするつもりはない。この事業の仕組みや培ったノウハウを他に応用する」と
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いった専務のセンスは、時代をしっかり読める経営者を感じさせます。では、
“他に”の他は何なのか。いろいろ
アイデアはあるようですが、まだ固まっていません。専務は当社の次代の社長です。
“油屋”をどう次代に進化さ
せていくか。今からその姿を描く、それが同社の究極の課題です。

4 今後の展望
同社のバイオディーゼル事業は、地域の産学官もかかわ
り、一定の広がりをみせています。和菓子の「たねや」の配
送車、滋賀大学のシャトルバス、彦根市の清掃車、etc。
同社の事業コンセプトは今、
「まちのエコロジーステーショ
ン」をうたっています。空き缶などのエコ回収をスタートさ
せ、バイオディーゼル燃料に取り組み、10年余り。環境問題
の一つの象徴、ガソリンを“エコで相殺”するといった、あ
る種、商人的良心の働き。そこから端を発したコンセプト
も、いずれ刷新することになりそうです。ガソリンスタンド
という空間は、単にエコロジーに留まらない潜在性を備えて

油藤商事株式会社提供資料 3

いると、当の専務が考えているからです。
何より町なかにある。地域の生活者の拠点になりえる。阪神大震災の時に言われた“ライフライン”の一拠点
とも考えられるわけです。
“油屋”として「捨てるものからエネルギーをつくる」
、そして「
“暖をとる”ためのエ
ネルギーなら何でも」という発想には、実質的な“暖”ばかりでなく、意味的な“暖”も含んでいるようです。
例えば、家庭の問題に一役買い、家庭に暖かさを少しとり戻すといったこと。
実際、人に頼まれ、不登校の生徒を同社に受け入れたらしい。たんに居場所を与えただけでしたが、簡単な仕事
をたのむと真面目にこなし、生徒もいきいきとしてきたのを目の当たりにするのです。この経験は専務に新しい
認識を生んだようです。自分の会社にはもっとさまざまな可能性がある。同社の存在意義をさらに広げて考えるに
至ったとみえます。
時代は、営利と非営利をわけて考えることを拒んでいます。若い起業家は、あたり前のように、社会貢献的な
メニューを事業の中にあらかじめ織り込んでいます。いずれ“コミュニティビジネス”という言葉も、ビジネス
という一言の中に融合していくことでしょう。同社はそのさきがけとなっているわけですが、世の中の流れを先
んじた今後の新しい事業コンセプトに期待したいと思います。

団体からのコメント

私のまちは生粋の近江商人のふるさとです。近江商人の道しるべ「三方よし」の精神を、これからの時代にマッ
チし、さらにアレンジしつつ、スロービジネスの魅力ある可能性を追求していきたいと思います。
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女性に役立つ情報発信を通じて
女性の自立支援をめざす
特定非営利活動法人 びぃめ～る企画室

１ 事業所の概要
設

立：平成14年

代表者：理事長

沿 革

小川泰江

平成 9年 「びぃめ～る」を創刊

所在地： 〒520 -3031
滋賀県栗東市臍2-4-5

ウイングプラザ2Ｆ

ＵＲＬ：http://www.bmail.gr.jp/
人

員：登録スタッフ

70名（平成21年現在）

事業内容：フリーペーパー、出版物、Web、i-mode、
テレビ、ラジオ等での情報発信事業、
コミュニティ・カフェ運営事業

平成10年

出版事業を始める

FM滋賀E-Radio
「びぃめ～るからの耳寄り情報」スタート

平成12年

事務所移転

常勤体制を確立

平成14年

NPO法人格取得

平成17年

栗東駅前に「Be-cafe」を出店

平成20年

近江富士花緑公園に出店

2 事業の展開と特色
(1)“情報紙の発刊が第一歩に”創設のきっかけ
平成９年10月に発足、10月に創刊号を発刊した契機について、小川理事長に
お聴きしました。理事長は、アパレルメーカーで販促企画を担当後、夫の転勤で
大阪、京都、千葉そして滋賀へ引っ越してこられましたが、当時、子どもが１歳
と２歳の子育てをしていて必要な地域情報紙が無かったので、所属していたイン
ターネットのママサークル内で呼びかけて「びぃめ～る企画室」を立ち上げまし
た。その頃から、色々なセミナーを自主企画として展開しています。初めは、拠
点が無くて自宅を事務所として活動しましたが、やがて、栗東駅前の第三セクターのテナントビルにコミュニティ
カフェをオープンさせたのを機に事務所を併設しました。起業時には、グラフィックデザインやプログラミングの
スキルを持った女性が主力で活動してきましたが、やがて各自のやりたいことや、家庭の事情でパートに専念した
りする中で、入れ替わりがありました。今は70名ほどのメンバーが参画しています。

(2)事業のスタイルと特色
地域情報の発信が評価されると、ビジネスのオファーが増えてきました。目標を立てて活動したと言うよりも、
オファーに対応するなかで、ビジネス領域を拡大してきました。平成11年に「滋賀でステキに暮らす本」を出版し
たことは大きな転機となりました。現在も２カ月に１回の情報紙として「びぃめ～る」を発刊しています。その配
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布は、500ヶ所の設置先（図書館、公共ホール、スーパー等の施設）の留置きと遠隔地への郵送で滋賀県全域への
配布体制を整えています。
（滋賀県文化振興財団との提携で、その情報を紙面に折込む代わりに、郵送料を負担し
て頂いています）また採算面では、事業収入が430万円に対し、レイアウトや校正等の紙面編集は、ボランティア
で賄っているため印刷費等の物件費のみ370万円の負担で黒字となっています。他方、コミュニティカフェの事業
は、793万円の収益に対して、経費が833万円で差し引きすると40万円の赤字となっています。これは、時給での
人件費を計上していることによるものです。20年度からは、滋賀県の森林政策課の要請で、近江富士花緑公園（野
洲市三上）のカフェに応募し、落札しました。指定管理者の近江鉄道ゆうグループからの助言を得て市民むけのレ
ストランの土日営業を始めています。桜のシーズンには溢れる人出がありますが、冬には閑散となる集客数の落差
に戸惑いながらマネジメントに取り組んでいます。

3 当所の課題
「地域情報の発信が評価されると、ビジネスのオファーが増えてきました。目標を立てて活動したと言うよりも、
オファーに対応するなかで、ビジネス領域を拡大してきました。
」という事業領域の拡大と沿革についてくわしく
みていきましょう。

(1)情報発信事業
「びぃめ～る企画室」としての基盤となる事業で、年６
回の定期発刊とそれを補完する意味でのウェブサイトから
の情報発信を継続されています。ＮＰＯとしてのレーゾ
ン・デートル（存在理由）を代表する事業で、「滋賀県の
女性に役立つ情報を提供して、女性が自分らしく一歩を踏
み出すきっかけ」としての役割を担っています。しかし、
「子育て世代の女性」を標的として展開してきた事業の担
い手が、10年の年輪を加える中で、創業から支えてきたス
タッフのライフサイクル自体が、子育て時期を終えようとしています。もし、情報提供の対象を、これまでと同じ
「子育て世代の女性」に絞り込む場合には、編集スタッフの若返りを考慮する必要があります。逆に、スタッフを
そのままにして、
「子育てを終わった世代の女性」を標的とする情報紙に変えていくことも選択枝として考慮しな
いといけないでしょう。どちらかを選択すると言うよりも重点を移しながら、長期的なゴールを想定しつつ、試行
錯誤を繰り返すことが必要です。

(2)セミナー事業
(1)の「情報発信事業」と表裏一体の関係で展開されてきた事業です。一方的な情報発信だけでなく、メンバー
からの双方向の情報を交流することがこのセミナー事業の特徴で、情報紙を補完する役割を担ってきています。ま
た、セミナー事業の参加者がドリンクや軽食を利用することで、栗東のカフェの経営基盤の安定化にも貢献してい
ます。前記の「情報発信事業」の再検討と併せてこの事業の見直しをする必要がありそうです。
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(3)レストラン事業
森のＢｅ-ｃａｆｅでの「今週の森ランチ880円」などが好評です。これからの努力次第では、他との違いを明確
に発揮できる領域です。栗東駅前で蓄積された「カフェの運営ノウハウ」をさらに洗練させて、高度化することが
期待できます。特に食材を地元で採れる「こだわり食材」に限定して、地産地消を掲げて、明確なメッセージを発
信することで、広域の商圏からの集客を実現できる可能性があります。広報紙の読者層を固定客として集客できれ
ば、売上高の安定化にも寄与できるでしょう。

(4)その他事業
独自講座の開催や滋賀県文化振興財団からの委託事業を含む事業に取り組んでいる。
「びぃめ～る企画室」の事
業の認知度が高くなるなかで、地域資源の活用による、雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域コミュ
ニティの活性化に寄与する分野に進出する契機となっています。

4 今後の展望
(1)地域とのコラボレーションの強化
びぃめ～る企画室の強みを、
「明確なビジョンがあるので、取材で関わっ
た人たちを通じ、こんなお店で、こういう商品を、このくらいの値段で出
せるというものがハッキリしていること」と認識されています。テナントビルが第三セクター
（官民共同出資によ
る事業体）であるということで、イベント活動を通じた商業活性化委員会にも参加して、地元の商店街とも地域
マップ製作を通じて交流が進んでいます。ＮＰＯの認知度が向上したことも事務所を設置したことの成果です。野
洲の森カフェでは、定期的な手づくり市を開催して、参加者からの意見を反応させながら、地元の皆様方との交流
を深めています。

(2)カフェ事業の経営革新
栗東のカフェ、Ｂｅ-ｃａｆｅは、土日が休業、近江富士花緑公園は平日が休業なので、空いている営業日のカ
フェの有効活用を考えています。金曜日のオカリナ教室や今後は、ワン・デイ・シェフ（登録制で会費を納めて、
何回か補助として調理場を体験した後に一日のシェフを体験）の厨房としての貸与事業などを開発しようと思って
います。小川理事長の長期目標としては、子どもが、今、中学１年生なので、大学に入る頃に、郊外に土地を手配
して、そこで、カフェを大きくして、コミュニティを創りたいというプランを温めておられます。ゴールに向け
て、地域コミュニティの活性化が課題ですが、そのためには、
「びぃめ～る企画室」の事業構成についても、大胆
な転換を図っていくことが必要だと考えています。
団体からのコメント

活動をはじめて11年。継続の大変さを痛感してきた日々でもあります。でも、せっかくいろんな思いや志をもっ
てはじめたことなら、続けていかなくては意味がない。覚悟と思いをもってがんばれば必ず道は開けます。
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クオリティは高く、ステージは楽しく
特定非営利活動法人 京都フィルハーモニー室内合奏団

１ 事業所の概要
設

立：昭和47年

代表者：理事長

沿 革

小林 明

所在地： 〒604ー8135
京都市中京区東洞院通三条下ル三文字町200
ミックナカムラ301
ＵＲＬ：http://kyophil.com/
人

員：演奏者15名、事務局3名
（平成21年現在）

事業内容：定期公演、特別公演、室内楽コンサート、子ど
ものためのクラシック入門コンサート等を主催

昭和47年

京都市にて設立

平成2年度

藤堂音楽賞受賞

平成12年

ＮＰＯ法人格を取得

平成13年

イタリアツアーで好評を博す

平成14年

京都新聞大賞文化学術賞受賞

平成19年

文化庁芸術創造活動重点支援事業、
社団法人 日本オーケストラ連盟準会員となる

平成20年 「文化庁本物の舞台芸術体験事業」公演

すると同時に、テレビ・ラジオ・芸術祭等に多
数出演

2 事業の展開と特色
(1)一人一人がソリストの個性派揃いのプロの合奏団
創業の動機としては、自分達で自分達の職場を確保することが挙げられま
す。大学を卒業してから、音楽関係の道に進みたかったのですが、当時は全国
でオーケストラは25ぐらいで、就職することが困難だったので、演奏者がみ
ずから楽団を設立しました。そのためか、雇用関係の意識は希薄で、企業組合
のような楽団で、営業も自分達で行ってきました。日本で初めて楽団員が運営
の責任も持つ自主運営の新星日本交響楽団が1969年に設立されたことに触発
され、京フィルは、1972年に結成され、本年創立37年を迎えます。定期公演、
特別公演、室内楽コンサート、子どものためのクラシック入門コンサート等を主催すると同時に、各地ホール・
教育委員会・鑑賞団体・テレビ・ラジオ・芸術祭等に多数出演しています。

(2)事業のスタイルと特色
運営理念としては、
「クオリティは高く、ステージは楽しく」というポリシーを掲げ、1. 自分達の音楽をたく
さんの方に聴いて頂くこと、2 .
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自立した事業活動の継続、3 .

日本の新しい音楽を創造するという三つの柱を

立てて実践しています。当初は、京都府の助成制度があったので、京都府の学校を巡回して、演奏してきました。
その中で、子どもの前での演奏と、学生時代に身内ばかりの聴衆への演奏の違いを痛感しました。そこで、演目
にも子どもにも受け入れられるよう工夫をして、プログラムに改善を加えてきたことで、今があると思っていま
す。従って、特色として、お客さんの意見を取り入れて柔軟に対応できることを信条としています。さらに、既
成概念に縛られず、皆で議論を積み重ねて、知恵を出し合い、今の自分達ができる最良のものを提供してことが、
生き残りの要因だと考えています。

3 当所の課題
(1)市民が気軽に生演奏を聴く参加できる機会を増やしたい
クラシック音楽だけでなく、日本の狂言、文楽人形、津軽三味線、尺八等の日本の伝統芸能とのコラボレー
ションや、俳優、タレント、落語家、漫才師等の異分野との共演も積極的に行っています。演奏者がお客様のと
ころに飛び込んで、生の音楽を届けている中で、演者も変わってきますので、お客様の反応を感じることは、演
奏する人にとって大切です。アーティストが出かけて行って発信しないと、感性が失われてしまうのではないか
と思います。クラシック音楽は、ジャンルとして少数派ですので、根づかせるためには不断の努力が必要です。
また、日本の伝統芸能との協働活動をさらに進めるための活動を強化しようと考えています。しかし、営業活動
を通じて、演奏の機会を増やしつつ、受けたコンサートを効率よく消化していくという仕事のバランスを保つこ
とは、経営陣の役割として重要です。

(2)組織基盤の整備と営業体制の強化
過去の組織形態としては、財団法人になるには資金不足で、職員の社会保険加入問題もあり、有限会社の形を
とると「営利企業」だと思われるので、ＮＰＯ法人の方が良いだろうと法人格を取得しました。そのおかげで、
渉外活動でも、ＮＰＯ法人の認証を受けてからは、非営利の文化活動という立場を説明しやすくなったそうです。
しかし、公的な資金で運営されている楽団に比べると独立採算性を維持するには、営業単価を上げていくことが
必要ですので、その対策を講じないといけません。市民参加を促進するために自主公演を強化していますが、年
間140回の公演をしていますので、飽和状態です。練習時間を確保すると休みが取れないので、公演を増やしな
がら、楽団員の労働環境も改善しつつ収入を上げるという、両方の問題を一度に解決しなければなりません。そ
れが、楽団の経営基盤の強化のために、時間をかけてでも、取り組むべき大きな課題です。また、楽団員同士の
コミュニケーションや運営への参画などが、不可欠な要素となっています。

(3)存在感が持てる楽団になるために
関西にはすでに６つの交響楽団があり演奏会も沢山あります。海外
の著名な楽団公演の機会も多く、それらとの違いをどうするかが問題
です。
「挑戦する室内オーケストラ」としての、存在理由をどこに見出
すかが課題です。また創立以来、得意分野としている学校音楽観賞会
では37年間に延べ2500校、100万人以上の子どもたちに楽しい音楽を
届け続けています。平成16年度より６年間で京都府内の小学校約260
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校すべての学校を訪問し、生の音楽を届ける事業を実施しています。前述したように、若い世代の中に積極的に
聴衆を育成することは、楽団にとっての大きな役割です。

4 今後の展望
(1)顧客志向に徹した楽団運営のスタイルを確立
事業の特色･スタイルの項でも述べたように、お客さんの意見を取り入れた柔軟な対応
を心がけるとともに、既成概念に縛られない発想で取り組む中で、演奏活動のなかで洗
練してきたものが、演奏メニューとして、ホームページに紹介されています。例えば、
京フィル名曲コンサートとして、「室内オーケストラで聴く名曲クラシックコンサート」
も好評ですが、
「０歳児から聴けるコンサート」も各地ホールで大好評です。
「京フィルファ
ミリーコンサート」と銘打った、地元コーラスとの共演は感動を呼んでいます。文楽人形
と京フィル「曾根崎心中」
、狂言師茂山千之丞と京フィル「京・狂・響」
、宮川大助・花子と京フィル「よーしもっ
とクラシック」等の他の楽団には、まねできないアイデアで、常にお客様のニーズに合うよう工夫されています。

(2)京フィルを支える、協力会員・定期会員制度の取り組み
入会随時の協力会員として、①フラット（♭）会員〔5 ,000円／年〕、②シャープ（♯）会員〔10 ,000円／年〕、
③コンチェルト会員〔8 ,000円／年〕、④シンフォニー会員〔15 ,000円／年〕、⑤団体会員〔一口50 ,000円〕、⑥特
別会員（個人）
〔50,000円以上〕で構成されており、それぞれに対して、コンサ－ト案内や案内誌の送付や定期公
演の招待券プレゼントや主催公演チケットの割引等をサービスしています。このような会員を組織することで、
財政基盤を強化する試みにも力を傾注されています。

(3) 地域活性化のための活動
CBという意味での活動は、楽団としては難しいのですが、地域の活性化にも、文化で得られる感動を普及する
なかで、地元の三条通りの活性化イベントなどにも係っています。夢は、フランスのナントで開催される「ラ・
フォル・ジュルネ（La Folle Journee、熱狂の日）」のような、ロックコンサートのように、気取らずに楽しめ
るクラシック音楽祭の開催です。日本でも、ラ・フォル・ジュルネは、東京のJR有楽町駅に隣接する東京国際
フォーラムで開催されています。演奏者も楽しめ、生き生きした演奏を通じて、クラシック音楽に馴染みの薄い
人々も参加できるイベントなので、京都での開催を期待しています。12月には、歴史的建物「京都文化博物館別
館ホール」のモダンな空間で室内楽を楽しむ演奏会芸術創造活動重点支援事業（文化芸術振興費補助金）を開催
して、団員自らが曲の解説をして、お客様との距離を近づけるよう努力をしています。
団体からのコメント

京フィルの活動はビジネスではありません。お金では買えない感動を体験してもらいたいと考えます。そのた
めに生きていくのであり、継続していくのです。目的を持ってお金を獲得する方法を必死で考えるのです。
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京都伝統工芸の継承と
活性化をめざして
特定非営利活動法人

京都伝統工芸活動支援会「京都匠塾」

１ 事業所の概要
設立：平成18年9月11日

ＮＰＯ法人認証

代表者：高橋博樹

代表である高橋博樹氏が32歳で京都伝統工芸専門学校

所在地：〒622 -0041
京都府南丹市園部町小山東町二本松1番地１
URL ：http://www.takumijuku.org/
事業項目：①京都伝統工芸の継承、後継者の独立支援事業
②伝統工芸業界の情報の活用・活性化事業
③若手職人の雇用創出事業
④伝統工芸産業を活かしたまちづくりの研究・
企画事業

創業の経緯

ほか

に入学、2年生のときに自治会長となる。校内のタテ割り
だけの専攻コースからヨコの横断的な連携を作り出すなど
活性化の取り組みをおこなう。生徒の7割は関東圏から。
後継者不足の業界にあって、将来を担う人材がわずか2
年でまた全国に戻ってしまうことを残念に思い、2年生の
卒業間近に呼びかけを開始。その結果80人の賛同者が集
まって匠塾を結成。卒業した平成18年の6月にNPO法人
を申請し、京都伝統工芸活動支援会「京都匠塾」が、業界
を活性化することを目的に設立される。

2 事業の展開と特色
(1)卒業生を中心に安定した会員確保のフィールドを有す。
同団体の強みの一つは京都伝統工芸大学校との連携体制にあると考えられます。法人設立時にも亀岡市の京都学
園大学の学園長をはじめ、地元で力のある人が理事に名を連ね協力してくれています。同団体は京都伝統工芸大学
校のＯＢ会としての機能も有していると考えられますが、毎年この大学校から卒業して行く200～300人の職人の
卵を会員の予備軍と考えることができます。このことはＮＰＯにとって大変強固な基盤であるといえます。また、
平成20年度から「こたくみ」という名称で70人ぐらいの在校生からなるサークルを結成し、子ども陶芸教室など
さまざまなイベントや体験教室など連携した活動を展開しており在校中から卒業後の会員へと連続性が築かれてい
ます。在校生の６割は社会人経験者で、通常の大学を卒業してすぐ当校へ入学した人数を含めると７割になり、人
材の層は豊富です。たとえば現在、活躍しているメンバーのひとりはリクルート出身者でチラシのデザインや企画
の能力が大変高い。こういった人材がほかにも多くいるという強みがあります。このように京都伝統工芸大学校と
の連携が同団体の大きな特色となっています。

(2)直販ルートの構築
もうひとつの特色は伝統工芸品の直販ルートを構築しようとしている点です。現在３つの直販ルートがありま

55

す。まず、展示販売会。亀岡祭りでの展示販売会
や京都駅前お祭りイベントでの展示販売会をはじ
め数多く開催してきています。次に平成19年7月
に京都市東山区にオープンしたアンテナショップ
「いぶき東山」があります。若手職人の「技の実演」
や作品コンペを実施しています。そしてインター
ネットでの通信販売サイトとして「匠コレクショ
ン」を運営しています。

京都伝統工芸大学校 TASK 祭の様子

3 当所の課題
(1)後継者問題の背景に高い流通マージン
伝統工芸の伝承にとって後継者の確保と育成は大変重要な問題ですが、その背景にある構造的な要因として高
い流通マージン率の問題があります。高橋代表は言います。
「伝統工芸品の業界は商部と工部に分かれるのですが、
職人は工部であり、表に出たがらない職人気質の人が多い」ようです。商部とは問屋のことです。実は主導権を
持っているのは問屋であり、
「流通マージンが75％を占めます。工部はわずか25％です。１万円の商品が売れたと
すると職人には2,500円しか入らないという訳です。
」つまり技術はあっても売る力のない職人は、わずかの果実に
甘んじているというのが、この業界の構造なのです。これでは人も集まらず、後継者も育たないでしょう。良いも
のを作るだけでなく、自らマーケティング力を持つことが大切な段階に来ています。

(2)直販機能の強化
すなわち、伝統工芸品の伝承力の弱体化は、需要があるけれど供給の源である職人が不足しているという構図で
はなく、職人が経済的観点においては必ずしも魅力のある存在といえない現状があること。その原因は需要も大き
いとは言えないことに加え、付加価値を取り込めない工部（職人部門）の現状があります。これを打開するには伝
統工芸品の直販機能を強化、高度化すべきであると認識されています。

4 今後の展望
(1)先行業界に学べ
ではどのように、直販機能を強化、高度化していけばいいのでしょうか？ こうしたことを考える際に先行業界
に学べ！ という言葉があります。すなわち、同じような構造的問題を抱えていた業界はどこか？ その業界ではど
のような革新が起こり、変化していったか？ を探し、参考になる点を考えてみよう、ということです。その答え
のひとつに農業、食品加工の業界があるのではないでしょうか。
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農産物の生産、流通では流通、特に大手食品スーパー、量販店に代表される流通業者に主導権を握られていま
す。消費者は色や形の良い果物、野菜を好み、新鮮でも色や形が悪ければ売れない、それが消費者志向だという流
通業者の話を真に受け、生産者は低い付加価値に甘んじてきました。しかしそれは消費者の本当の声ではなく流通
業者のニーズだったのです。先見性のある生産者は直売所に出荷することでそれに気づきました。朝市であっとい
う間に売り切れる商品がそれを物語っています。消費者の望んでいたのは安心で新鮮、そして本当においしい農産
物だったのです。あの生産者のトマトはおいしい、このおばあちゃんの漬物は絶品…などなど、生産者と消費者が
直接結びついていきました。消費者は神様でなく、消費者も生産者を選ぶけれど生産者も消費者を選ぶこともある
という対等な関係が築かれていきました。消費者の満足な声を直接聞いた生産者は、誇りをもって良いものを作
り、消費者のもとに届け始めたのです。

(2)農業の６次産業展開を参考に、
「職人の顔が見える」販売を
農業の６次産業展開とは、例えば牧場が乳製品を作るだけでなく、直営店を出したり、観光客を集めて牧場作業
体験をしてもらったりして、生産（１次）
、加工（２次）
、販売・サービス（３次）を総合的に展開する多角経営の
ことです。観光的視点も組み合わせ、牧場、観光農園、観光果樹園、そしてレストランをも経営することを指しま
す。あるいは、酒造りの蔵元が酒米の田植え、稲刈り、酒の仕込み、酒の完成のプロセスに消費者を参加させファ
ン作りを行い、頒布会方式で直販する手法も６次産業展開といえます。顔の見える販売、ものづくりに対するこだ
わりと熱き思い、本物に対する情熱を消費者に伝えていくのです。
伝統工芸の業界活性化のヒントも、素材の吟味から始まる６次産業展開、ものづくりの情熱を伝える「職人の顔
が見える販売」にあるのではないでしょうか。
団体からのコメント

ＮＰＯ法人京都伝統工芸活動支援会「京都匠塾」は、今後も伝統工芸業界全体の根底からの活性化を目指すとと
もに、子どもたちにはものづくりの楽しさを体験してもらいながら、日本の文化・感性のすばらしさを伝えていき
たいと考えています。
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暮らしについての
“困った”を解決する
特定非営利活動法人 住まいみまもりたい

１ 事業所の概要
設立認証：平成16年

事業内容：戸建住宅や共同住宅の維持・管理に関する諸問

理事長：吉村悦子

題に悩む人や区分所有者にたいして、的確な情

所在地：〒574 -0011
大阪府大東市北条1-4-18

報提供に関する支援事業を行い、必要な専門知
107号

識を付与することにより、快適な住環境を創造

ＵＲＬ：http://www.sumaisc.com/
人

し、地域の安心・安全なまちづくりの推進に寄

員：ボランティア30名（平成20年現在）

与することを目的とする。
会

員：正 会 員
活動会員

年会費
年会費

1 ,000円
500円

2 事業の展開と特色
ＮＰＯ法人住まいみまもりたいは平成16年に立ち上げ。住まいの専門家、地元ボ
ランティア、大学生、現在ニートの若者などの人材を活かして、粗大ごみの搬出事
業をはじめ日常生活で起こる“困りごと”の相談や交流サロンの運営などをはじめ、
害虫駆除、リフォームの信頼できる業者の紹介などユニークなＣＢを展開。
平成20年には、ＣＢの優れた事業を表彰する「おおさかＣＢアワード」の大賞
を受賞するなど、地域ではすっかり便利屋さんとして定着。最近では就労訓練の場
の提供など、取組の幅が広がってきています。気さくで自然体な人柄の吉村理事長
は、「昔は近所で助け合ったり、相談したりしていましたが、今はそのようなこと
ができなくなってきている。昔のような地域のコミュニティをもう一度つくりた
い」と語ります。
（活動内容）
(1) もったいない情報サロンの運営 月曜日～土曜日
(2) ゴミコーディネーターによる粗大ごみの分別・搬出事業
(3) 手作り作品などの無料講習会
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理事長 吉村悦子

(1)誕生までの道のり
吉村理事長は、以前会計事務所に勤めていたこ
ともあり、夫がビルメンテナンス事業で起業した
のをきっかけに、経理を手伝うようになりました。
平成16年頃から、高齢者などを狙った悪質な住宅
リフォーム（特に床下の防湿、耐震工事など）い
わゆる点検商法が多発。何か対策がとれないか考
え、良心的で信頼のおける大工さんやリフォーム業

「もったいない情報サロン」活動内容ちらし

者と手を組み、共同受注グループを結成。無料で消費者と業者の仲介を始め、行政では実行困難な仲介業務をス
タートしました。このころから吉村理事長は、行政窓口に出向くことが多くなり、日常生活で起こる、ちょっと
した“困りごと”など、市民の要望を窓口担当者から聞く機会も増えてきました。要望の中には、現在の行政組
織では対応が困難だけれども、民間ではできそうなものが、結構あることを実感したそうです。市民からの要望
が多い「粗大ゴミを家の外に運び出すサービス」もその一つ。
「もったいない！」という主婦感覚で、粗大ゴミの
中にはまだ使えるものがあると直感。行政に代わって、家から粗大ゴミを運び出し分別するサービスと、分別し
た資源をリサイクルするビジネスモデルを発案しました。行政担当者と打ち合わせを重ね、平成16年11月にＮＰ
Ｏ法人を設立し、有償サービスとして事業をスタートしました。

(2)活動内容について
快適な住環境の推進のためのサポート事業として、住まいの窓口相
談（無料）からスタートし、ゴミコーディネーターによるごみ搬出事
業や交流サロンの運営など、有料のサービスへと活動領域が広がるに
つれて、事業に携わる方たちも増え、責任も重くなってきました。ま
た、行政と対等の立場で話し合うためにも、ＮＰＯ法人化は自然の成
り行きでしたと吉村理事長は語ります。
現在は、「もったいない情報サロン」の運営に、社員１名、パート
１名、ボランティア数名がいます。「ゴミ搬出業務」には、一人親方
と学生アルバイトが当たっています。「もったいない情報サロン」は
和やかで気軽な雰囲気のなか、粗大ゴミ・不用品、害虫駆除、ハウス

和やかな雰囲気のサロン

クリーニングやリフォームなどの相談業務、リサイクル可能な不用品をはじめ、廃材を利用した手作り小物など
の販売や、小物作り無料講習会などを開催しており、日に100人ほどのお客様が訪れ、店内はいつも賑わってい
ます。高齢者のボランティアの皆さんは、手作り小物を作成したり、不用
品の値付け作業などを、楽しそうに行っており、住みよい街づくりに一役
かっています。
また最近は「就労困難者の就労体験受け入れ」もスタート。さまざまな
年代の人が集うサロンは、社会復帰を不安に思う人たちにとって、絶好の
訓練場所にもなっています。
「ゴミ搬出業務」は１件あたり２～３時間で部屋の中から運び出し、不
廃材を利用した手作り作品

用品を回収・分別、きれいに片づける肉体労働です。短時間で終わるの
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で、地元大学生のいいアルバイトにもなっているそうです。
そして、特筆すべきは収益面。運営が厳しく人件費などが出せない団体が多い中で、無理せず利益を出してい
る数少ない団体です。

(3)成功の秘訣は？
無から有を生みだす数々の活動。成功の秘訣を以下にまとめてみました。
「ヒトの面」では、高齢者やニートの方など、誰でも気軽に参加でき、自分の持ち味に気付き活かせる仕事と、
働きやすい環境を提供していること。
「モノの面」では、仕入原価がゼロであり、商品管理が容易で在庫リスクがないこと。
「カネの面」では、吉村さんに経理の経験があり、計数感覚があること。
「対象の面」では、お役立ちの対象を、行政にできないことに絞っていること。そうすることで、行政からの応
援を得やすく、良好な関係が構築できていること。
「理念の面」では、“もったいない”というシンプルなコンセプトだから、事業の方向性にブレがないこと。さ
らに“もったいない”のコンセプトを、モノだけでなく「時間」と「人」にもあてはめていること。
「使命の面」
では、
「誰でも地域社会に貢献できる、きっかけとなる場を提供することで、もっと自分を活かして、
楽しい時を過ごせる世の中にしたい」という、吉村理事長の思いが明確であること。

3 今後の展望と課題
活動範囲はさらに広がりを見せており、最近では、地元大阪産業大学の下宿生が使う、家具や電化製品のリサ
イクル事業にも取り組みはじめました。これが軌道にのれば、他の大学にも広まる可能性が十分にあります。近
江商人の「三方よし」
（売り手よし、買い手よし、世間よし）の理念を、体現している活動。今後はこの活動を四
方に広めるべく、必要とする自治体があれば普及のお手伝いを積極的に行い、日本各地の３R推進と地域活性化
に貢献されることを、大いに期待したいと思います。
（3Rとは、Reduce：減らす、Reuse：再使用、Recycle：再資源化の頭文字をとったもの）
団体からのコメント

市民を始め、行政やいろいろな団体と連携しながら進めてきたことが、現在の姿であると思います。3Ｒ推進事
業として、今後は、地元大学生も活動に参加することになり、多くの市民の方々に喜んでいただける事業に取り
組んでいきます。
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「自産自消」農業を救う
ソーシャルベンチャーの取組み
株式会社 マイファーム

１ 事業所の概要
設

立：平成19年9月

代表者プロフィール

資本金：10 ,000 ,000円
代表者：代表取締役
所在地：大阪

西辻

一真

〒569 -0065

高槻市城西町2番30号

高槻市立勤労青少年ホーム２F
京都 〒604-0054 京都市中京区押堀町27－1
ＵＲＬ：http://www.myfarm.co.jp/
人

員：4名

事業内容：①耕作放棄地のリメイク及び事業化

昭和57年6月

福井県に生まれる

平成14年4月

京都大学農学部に入学

平成18年4月

大手広告会社に入社

平成19年6月

株式会社おこし設立

平成19年9月

日本リトルファーミング協会理事に就任

平成19年3月

ETICビジネスコンテスト入賞

平成20年8月

京都ビジネスコンテスト優勝

②農家支援活動
③レンタルファームのコンサルティング
④ホームページ・ネットショップの運営
⑤農業系メールマガジンの発行
⑥ビジネス農業コンサルティング

2 事業所の展開と特色
【事業に至る経緯】
西辻代表取締役は昭和57年福井県に生まれ、育った環境が今の事業ステージのベースとなっています。幼少期、
減反の続く休耕田から農業に興味を抱き、高校時代農業に関わることを志し、京都大学
農学部に進み農業経済を研究、農地の有効活用について学び、現在の事業モデルを構築
しました。

《農業の現状》
◆離農と耕作放棄地問題が深刻化、増加の一途
◆食糧危機の予兆、農産物価格の上昇

創業代表 西辻一真氏

◆８割以上が兼業農家、専業では経済的に困難
※国家的問題ながら、法律や組織体制の問題様々な要件が絡み、解決を困難にしている。
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《マイファームの事業イメージ》
この事業の特筆すべき点は、理念や行動指針が確立され終始一貫性をもって活動に反映しているところです。マ
イファームの理念は自分でつくり、自分で食べる「自産自消」できる社会をつくること。日本の農業に対する危機
感の解消と、自然にふれあう人間らしい生活の両立を目指して農業関連の様々なプラットフォームを提供していま
す。具体的には、耕作放棄地問題や限界集落問題、農家の経営圧迫問題を真摯に受止めると同時に、二酸化炭素削
減や土壌汚染問題などの環境問題への取組み、スローライフ・安心安全な作物を求める消費者への情報や活動の場
の提供を行い、日本のソーシャルベンチャーとしての活動をそのビジョンに掲げています。

農業に関心のある消費者

農業をできない農家
両者の架け橋的な存在

・食不安

・高齢化

・食育

・肥料高騰

・健康

・減反政策

農業の仕方がわからない

互いに抱える問題点

農地を荒らす

《マイファームの事業領域》
マイファームは右の図の示すとおり「農育」の提供と「場」の提供、この二つのプラットフォームをそれぞれ提
供することでビジネスを展開し、自分でつくり、自分で消費する「自産自消」 社会の実現に向けサポートをして
います。
①農育の提供
マイファームの強みである「農業を教える」を通して、
様々な場所で教室をひらき、 様々なノウハウと共に「教え
る」農プロ（農業のエキスパート）を世に輩出する取組み
を行っています。
②場の提供
採算の合わない農家、相続により農業のできない方が受
け継いだ農地、いわゆる耕作放棄地・限界集落をリメイクすることにより、農家をよみがえらせ、農地の有効活用
を図っています。体験農園、観光農園、オーナー農園など様々な活動形態に適切なコンサルティングを行い、作業
の受託などもワンストップで行っています。
①と②の両方を提供
耕作放棄地を農園に戻し、一般顧客を受入れることをマイファームがサポートし、その顧客から農プロを育て、
指導補助を行うことで①と②の両方を行っています。

3 事業の成功要因
従来の貸し農園と異なり、マイファームは社会問題をベースにその解決がミスマッチの解消にあることに着目し
ました。文字通り課題解決事業＝ソリューションビジネスにチャレンジしたことにあります。非常に大きなテーマ
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ではありましたが、高校時代からその志を変えることなく京都大学農学部卒業後、大手広告会社に就職しました。
それは「農業を産業として発展させるにはマーケティングが必要」との考えからこれを実践するための選択であっ
たことにも驚かされました。入社１年後に退社、ネットショップ
「株式会社おこし」
を設立し、株式会社マイファー
ム設立へ。初年度は調査と事業の本格展開の準備で赤字となりましたが２期目決算には黒字計上を見込んでいま
す。事業成功には様々な要因が考えられますが、一番は事業そのものの魅力度にあるといえましょう。
「悩みを解
決して欲しい」そんな方々の「お役立ち」としてこの事業は支持されることとなります。事業立上げに際して、Ｎ
ＰＯ法人とするか営利法人にするか悩み、アドバイスの多くは公共性からＮＰＯ法人をすすめられた。
「崇高な想
いを掲げるならばＮＰＯすなわち非営利が人々に理解されやすい」と多くの方が判断した。西辻代表取締役は熟考
を重ね、最終的に株式会社を選択しました。理念に掲げる「自産自消」による心豊かな社会の実現、その展開とし
て農家支援としてのコンサルティング事業、農業推進運動としての食農教育事業は、たとえ営利であっても社会に
受入れられると確信したゆえの判断でした。また５年後、10年後のビジョンを実現するためにも、その礎となる資
金を確保するため必要不可欠です。
「自ら社会貢献のモデルとなってさらに農業振興を志す人々にチャレンジスピ
リットを伝播させたい。
」という思いで活動した結果、法人設立から１年半、ETICビジネスコンテスト入賞、京都
ビジネスコンテスト優勝さらにドリームゲート2008社会貢献特別賞受賞など、この事業モデルが評価され多くの
メディアに取り上げられています。本業に注力するなかで、起業塾の講師依頼、行政の農業アドバイザー依頼にも
精力的に臨む西辻代表取締役です。

4 今後の展望
西辻代表取締役のビジョンは極めて明快です。先ず５年後のビジョンとしてマイファーム（体験農園）を全国に
1000箇所まで増やしていく。
「国家的問題に対して消費者レベルから解決を図りたい」
。試算によると1000箇所（250
万㎡）すべて大豆を植えた場合、食糧自給率が１％
（カロリーベース）上がると推定。さらに10年後のビジョンと
して「生活に『自産自消』が溶け込んでいる社会づくりを目指す」ことを掲げている。
「畑に限らず、屋上、室内、
アスファルト…全ての空間に農ができるようにして、一人ひとりが畑を持ち、そこで心豊か、食べ物も豊かな生活
を取り戻すようはたらきかけたい。農業をすることで健康や環境にもより良い影響を与え、何より人間らしい生活
が送れるのではないかと考えています」
。大きなテーマに挑む西辻代表取締役、その崇高な想いに共感し理解と協
力を示す人々が徐々に拡がってきています。今後も更なる活躍が大いに期待できる事業者です。
団体からのコメント

コミュニティビジネスは今訪れている社会の転機においてのひとつの新しいテーマであり、協働・共生の精神が
強まる中で非常に重要なことです。身近な社会に潜む問題点を解決することをテーマとした理念を掲げ、理念を共
にする仲間と協働することで、たし算がかけ算になりますので是非とも身近な社会に潜む問題点を解決することを
テーマに、身近なところから起業を目指してください。
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多言語・多文化を認め合う
共生社会へ！！
多文化プロキューブ・グループ

１ 事業所の概要
事業グループ化：平成19年4月

沿 革

代表者：吉富志津代
（特活）多言語センターFACIL理事長
所在地： 〒653 -0052

神戸市長田区海運町3 -3 -8

たかとりコミュニティセンター
ＵＲＬ：http://www.tcc117.org/pro-cube/
人

員：スタッフ

13名（うち常勤

7名）

（平成21年現在）
事業内容：翻訳・通訳、多言語WEB・DTP、外国語音声
製作、多文化・多言語コミュニティ放送、外国
にルーツを持つ子どもの表現活動、外国人コ
ミュニティ自立支援等

平成 7年 阪神・淡路大震災をきっかけにFMわぃわぃ設立
平成 8年 FMわぃわぃ正式開局（多言語放送など）
平成10年 ワールドキッズコミュニティ設立（青少年育成
支援）
平成11年 多言語センターFACIL設立（翻訳・通訳など）
平成18年 多言語センターFACIL法人化し「特定非営利活
動法人」に
平成19年 世界コミュニティラジオ放送にFMわぃわぃ加盟
AMARC日本協議会の誕生
4つの団体をグループ化し「多文化プロキュー
ブ・グループ」とする

2 事業の展開と特色
(1)グループの特色
多文化プロキューブ・グループは、多国籍の人々の文化やマイノリティ
（社会的な少数派や弱者）の意見を尊重
する「多文化共生のまちづくり」を推進する組織です。平成７年1月17日の阪神・淡路大震災時に、約８万人の外
国人被災者に対し、多言語による情報提供や相談などのボランティア活動を進めたことが、同グループのルーツ
です。
同グループは、地域における外国人の生活支援・コミュニティの支援を行う4つの団体で構成されています。グ
ループ内で、多国籍人材や多言語・多文化のノウハウを共有し、効率的かつ効果的な活動を目指している点が、
大きな特徴と言えます。
同グループでは「高い専門性とその提供プロセスを通じ、社会の信頼をより獲得する」という目標の下、地域
に根付いた質の高いサービス提供を行っています。名称の一部である「プロキューブ（Pro３）
」は、
「プログレッ
シブ（革新）
・プロデュース（創造）
・プロフェッショナル（専門に徹した）の相乗作用」を意味しています。
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(2)構成団体の活動
①ＦＭわぃわぃ
民族・国籍を超えて、1 1言語で生活・地域・行政情
報などを地域在住の日本人、外国人に放送するコミュニ
ティＦＭ。
②多言語センターＦＡＣＩＬ（ファシル）
外国人住民が必要な情報を得られるための28言語に及ぶ
翻訳や、通訳の派遣を通じて、地域の多言語環境の促進を
図っています。パソコンなどのデジタル機器とＩＴ技術を
利用した多言語メディアコンテンツの制作、地震時の情報
伝達に必要な多言語データベースの構築や、翻訳システム
の開発などの翻訳技術を活かした事業、最近では「世界の
食」のデリバリーなど広範囲な多文化コミュニティビジネスを行っています。
③ワールドキッズコミュニティ
日本滞在が長期化する外国人の増加につれて、外国にルーツを持つ子どもたちも多数地域で暮らしています。
こうした子どもたちを、取り巻く環境改善をはじめとした青少年育成支援として、居場所作りや表現活動、親た
ちの自助活動の支援などに取り組んでいます。
④ＡＭＡＲＣ 日本協議会
世界110の国・地域にある3500以上のコミュニティラジオをネットワークする国際NGO団体AMARC（世界コ
ミュニティラジオ放送連盟）の日本のワーキンググループ。連携してそれぞれの地域で住民のメディア参加を促
し、社会の民主化に貢献することを目指しています。

3 当グループの課題
概ね順調に事業が推移しており、当面大きな課題はありません。先を見据え、あえて課題を考えると、
「より良
い雇用環境の創出」
、
「より安定的な収益の確保」の２つが挙げられます。
組織を安定的に運営するための重要な経営資源として、ヒト・モノ・カネ・情報（ノウハウ）の４つの要素が
挙げられます。この中でも最も大切と言える資源は人材（ヒト）であり、これに関する課題が「より良い雇用環
境の創出」
です。また、組織運営に欠かすことのできない資金
（カネ）
についての課題が
「より安定的な収益の確保」
です。
まず、一つ目の「より良い雇用環境の創出」について考えます。同グループでは言語・ＩＴ技術・企画提案な
ど専門的サービス提供が多いため、高い技術・能力を保有する人材の確保が必要不可欠です。つまり、現在活躍
するスタッフを含め、より多くの優れた人材が継続的に活躍できる雇用環境を創出することが必要といえます。
具体的には、業務に見合う適正な報酬や勤怠環境の維持・創出であり、これは「外国人やマイノリティのよりよ
い雇用を創出する」という地域社会への貢献としても大切なことです。
次に、二つ目の課題である「より安定的な収益の確保」について考えます。長期的な視点で組織運営を考えた
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場合、寄付金・助成金などの収入よりも、重要となるのは「安定した事業収入」です。グループの2007年度実績
においては、FMわぃわぃと多言語センターFACILによる収入が全体の８割以上を占めており、とりわけ多言語
センターFACILは、通訳・翻訳を中心に企画・制作までの一貫したノウハウを保有し、実績もあります。また、
近年は外国人の移住増加に伴い、多言語対応のニーズも高まっています。このように、今後期待される事業を拡
大し、
「より安定的な収益の確保」を実現することが課題と言えます。

4 今後の展望
多文化共生のまちづくりの加速
一般に、強みを活かし機会を捉えるのが、ビジネス成功の秘
訣と言われます。CBにおいてもこうした考えを活かすことがで
きます。
同グループにおける強みを考えると、「多言語・多文化を活か
した専門サービス（情報・ノウハウ）」、「サービスを提供する人
材（ヒト）」が挙げられます。特に、専門サービスにおいては翻
訳・通訳だけに留らず、「依頼者の目的に合わせてＩＴツールを
利用したデザイン作成（WEB・DTP）」、「映像化などの技術提
供」、「さらに制作物の活用方法に関するアドバイス」まで一貫
したプロデュース事業を行っています。これらの、技能・サービス力は高く評価され一定の顧客満足を獲得して
いるため、リピート受注も多数あります。一方、捉えるべき機会は、前述のとおり、外国人の移住増加などで今
後も増加すると予測されます。
こうした機会を効率的に捉え、CBとして更なる成功を収めるためには、同グループの存在や提供サービスを効
果的に伝える活動の強化が必要です。吉富代表は、自らの出版書籍や講演を通じて、積極的に活動の紹介を行っ
ており、既に一定の宣伝効果が生まれています。今後は、こうした広報活動を活かし、今まで以上に団体の特
徴・サービス・実績などを分かりやすくＰＲすることで、多くの人々・自治体・団体からの受注に繋げ、
「より安
定した収益の確保」を実現することが期待されます。
一方、獲得した収益を、グループ内で再分配することも大切です。「これは、CBとして必要なものの、財務面
で脆弱な事業に、収益を再配分することで、グループ全体として、多様なサービスの提供を可能にする仕組みで
す。
」とその収益の使い方についても話されました。
吉富代表を中心とする、こうした組織活動は今後も成果を生み、
「外国人コミュニティ」の自立やそれを支える
地域・自治体の施策改善を促すことに繋がるでしょう。ひいては「多文化共生のまちづくり」をさらに加速させ
ることになるため、今後も、その活動には大きな期待が寄せられています。
団体からのコメント

もともと社会変革をめざす４つの団体の専門家集団として誕生したグループですから、安定的なCBの継続をめ
ざすとともに、
「医療通訳システム」などのように社会に必要であるのに存在していない公的サービスを創りだす
ための運動も必要だと考えています。社会運動そのものが「投資」なのではないでしょうか。
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地域住民の次世代育成
子育て応援の場
特定非営利活動法人 長尾すぎの子クラブ

１ 事業所の概要
設立認証：平成19年

び、これらに必要な指導者の育成に関する事業

理 事 長：中山俊一（長尾まちづくり協議会会長）

を行い、市民と行政が協力し、地域児童の安全

所 在 地：〒665 -0881

の確保及び健全育成を図り、地域福祉の増進に

兵庫県宝塚市山本東2丁目8番20号
人

員：登録スタッフ（有償24名

無償9名）

寄与することを目的とする。
会

員：正 会 員

年会費

児童数27名（平成20年現在）
事業内容：定員超過のため学童保育に入会できない待機児
童等に対し、放課後・夏休み等期間中の居場所

賛助会員

年会費

個人

3 ,000円

団体

5 ,000円

個人

2 ,000円

団体

5 ,000円

づくり、スポーツ・文化・環境保全活動支援及

2 事業の展開と特色
植木の町長尾で、杉の木のようにすくすく育ってほしいという願いをこめ、名づけられた「すぎの子クラブ」。
低学年としての自主性と感性を育てたい・家庭的な温かさを備える・地域住民の知識と知恵と愛情を活かす場所、
を基本姿勢に今日も子どもたちを見守ります。今回は、古田時子理事に、当時の状況や今後の展望を伺いました。
古田理事は、３人のお子さんを育て、PTA活動やコミュニティ活動に始り、夫の仕事をサポート。仕事で訪れた
中国で、保育など恵まれた環境で子育てをしながら、男性と変わりなく働く女性を目の当たりにしたそうです。
当時、まだ女性議員が少ない時代、宝塚市議員に立候補し２期８年務められ、議員時代は年間1,000件を超える相
談をこなし、女性ならではの視点で取り組みをされてきました。

(1)誕生までの道のり
「おかえりっ！」
「ただいまっ！」
。すぎの子クラブの一日は、放
課後に集まってくる子どもたちとスタッフとの、元気のいいあい
さつから始まる。部屋の中では、上級生が下級生の宿題を見てあ
げたり、絵本を読んだり、ボランティアのおじさんに甘えたり…、
まるで大家族の兄弟姉妹ように自由にくつろいでいます。
どうやら、すぎの子クラブの子どもたちは、温かい家庭的な雰
囲気の中、集団生活を通じて基本的なルール・協調性・思いやり
を体得しながら元気に成長しているようです。現場スタッフは、

現代版寺子屋のような雰囲気
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子ども一人一人その日の様子を確認、親からの連絡事項のチェック、日報の記
入等をこなしながら、しっかり子どもたちの話相手になっています。現在は運
営が軌道に乗っている「すぎの子クラブ」
。実はここまで至るのに、かなり長い
期間を要したのです。
宝塚市長尾地区での住宅の急激な増加で、待機児童が増え続ける状況を受け、
平成16年７月、保護者とまちづくり協議会福祉部会役員との懇談会を開催。平
成17年３月には、当時市議会議員の古田理事も加わり対応策を検討。最初は「地
域児童育成会」
「待機児童」の実体を知ることから始め、翌18年３月には市教育
委員会との協議を開始。しかし、従来の行政主体の学童保育拡大には予算難の
壁が。市から「まち協で受けてもらえるなら」との提案もあったが、まち協は

集団生活での基本ルールが書かれ
ています

法人格がなく事業の責任を負える組織ではない。学童保育は毎日の仕事。責任
も重く、何もかも無償ボランティアではできない。今まで子育てやまちづくりは皆が手弁当でやってきたが、も
うそんな時代ではないし、行政だけがやる時代でもないと、２年にわたる試行錯誤の時期があったのです。

(2)活動スキームが見えた時
そのような中、ＣＢを知り、このスキームなら、有償ボランティアを中心とした活動ができる！ お役立ちの対
価としてスタッフに報酬を払うことで、親は気兼ねがなく子を預けられ、スタッフには仕事への誇りと緊張感が
生まれる。学童保育事業に、矛盾なく取り組める道筋が見いだせた瞬間です。そして、「臆病では何も出来ない」
「子どもは大切」との思いが最後の後押しとなり、NPO設立に踏みきったそうです。
行政・保護者・まち協の３者で課題を一つ一つ突き合わせ、相互理解を深めていく試行錯誤の２年間があった
からこそ、設立とその後の運営がスムーズにできたと、古田理事は当時を振り返ります。
（設立人は、長尾地区ま
ち協の方々、保護者代表、保育と労務の専門家と古田理事の11人で構成。

(3)活動状況
事業立ち上げに向け、子どものことを大切に思ってくれる人を条件に声をかけた結果、地域の女性（50〜60代
専業主婦）を中心に有能なスタッフが集まりました。事前研修を受け臨むものの、実践経験はゼロ。わが家の子
育ての延長で、なんとかなるのではとスタートしたものの、いざ大勢の子ども
を前にすると、意思疎通がうまくできず、当初はまとめるだけで精一杯。試行
錯誤の連続だったそうです。しかし、もともと子ども好きなスタッフの皆さん。
経験と工夫を重ねることで、子どもたちとスタッフの間に徐々に信頼関係がで
き、余裕も生まれ、自主性と感性を育てる場づくりが徐々に出来るようになっ
てきました。
勤務形態は、有償スタッフでシフトを組み、無償スタッフはいつ来てもＯＫ。
時給は社労士の助言もあり兵庫県の最低賃金を上回る額。リーダーは時給が
アップ。保育料は月6,000円/人を徴収。人件費、事務費と消耗品費は市からの助
成があり、ＮＰＯの会計とは別になっています。
平成19年７月からは、すぎの子を巣立った子どもたちも含め「すぎの子土曜
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子どもたちが覚えやすいよう愛称
付きスタッフの顔写真が

クラブ」を月１回開催。地域の人と一緒にスポーツを楽しんだり、他の育成会や大学生のボランティアとの交流
会等を企画。自由で柔軟な学童保育を実践し、活動の枠を広げています。
最初は、
「待機児童をなんとかしたい」という義務感で始めた活動でしたが、子どもたちと接する体験を通じ「50
年、100年先、次世代の人材育成」への貢献の在り方について学び、様々な人たちとの出会いで人生の視野も広
がり、思い切ってやって本当によかったと、古田理事は語ってくれました。

3 今後の展望と課題
次世代育成の活動をさらに進化成長させるためには、プロの子育てボランティアの育成など、今まで以上に活
動費・運営費が必要になってきます。しかし、現状の受益者負担と会員収入だけでは自ずと限界が生じます。
一方、地域の一般企業にとって、ＣＳＲの観点から、
「子育て支援事業」は取り組みたい活動の一つです。この
ような時代の流れのなか、
「すぎの子クラブ」が、企業にとっても魅力のある活動内容を考え、提案し、協業事業
を展開していくことが、今後取り組むべき課題ではないかと考えます。双方が「愉しみ」「成長」を実感できる、
良好なパートナーシップを組むことで、収支面の改善だけではなく、子どもたちにとっても、社会との接点がさ
らに広まり、
「働く意味」や「世の中への貢献」を学ぶ絶好の機会にもなります。
「子どもたちに教え」「子どもたちから学ぶ」循環を太くし、子どもも大人も、より良く生きることができる地
域づくりをめざし、今後とも様々な活動に積極的にチャレンジされることを期待します。

団体からのコメント

市とまちづくり協議会が共働参画で立ち上げた「長尾すぎの子クラブ」ですが、まだ他に五校が待機児童をか
かえています。子どもたちの安心、安全な居場所づくりのために、産官学協働で、私達の様な取り組みが全市に
拡大するよう努力していきます。
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人に優しい・地球に優しい
農業を支える
手作りハム・ソーセージ工房

ばあく

１ 事業所の概要
設

立：昭和58年

代表者：代表

泉澤

沿 革
ちゑ子

所在地： 〒637 -0019

奈良県五條市小和町579

昭和50年 五條市にて農業を継承、畜産業を始める
昭和55年 団地への移動販売を開始

ＵＲＬ：http://baaku.okoshi-yasu.net/

昭和56年 近所の主婦と「泉澤の豚を食べる会」を設立

人

平成 7年 レストランを開業

員：10名（平成21年現在）

事業内容：無添加のハム・ベーコン製造、レストラン事業

平成20年 ばあく25周年を迎える

2 事業の展開と特色
(1)
“手作りハム･ソーセージ”製造のきっかけ
夫が、五條市の農家出身で、北海道の酪農大学を出て、農家の後継者
として、豚舎を建て養豚業を始めました。土地があったので豚糞で完熟
堆肥を作って無農薬野菜を栽培して、橿原ニュータウンでコンテナに野
菜や米、卵を入れて、農家を買い支えてもらう会を作り、20年近く毎週
１回配達をしてきました。また、豚も屠場に持ち込むだけでなく、酪農
大学で学んだ知識や技能を活かしてハム・ソーセージの製造に取り組み
ました。しかし、１頭の豚から、約40キロの肉がとれるため、とても食
べきれないのでＰＴＡの友達やバレーボ−ルの仲間で「泉澤の豚を食べ
る会」を設立、近所の主婦の皆さんに買い支えてもらいました。やがて、子どもが高学年になるにつれて教育費等
の充当できる収入を求めるようになってきましたので、
「手作りハムばあく」を立ち上げました。主婦のグループ
から始まった事業ですが、社会的な経験を経るなかで、事業者として安全・衛生面等での自覚も向上してきまし
た。燻製する際に、煙と塩だけで、乳酸の発酵を抑える按配が難しく、２週間で腐るのを防ぐまでには、何度も失
敗を繰り返すなかで、今のレベルに到達しました。

(2)事業のスタイルと特色
組織形態としては、農事法人にする規模でもないので、個人事業者として運営しています。利益を、メンバー全
員で分配するシステムを採用して共同経営を維持しています。年間の売上高は、ほぼ３千万円代を前後しており、
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原材料の限界があるために極端な売上の増加は望めませんので、安定した売上高を維持しながら、赤字を出さない
ように経費も極力、節減して、経営努力をしています。無添加で製造されるハム・ソーセージの品質を保つために
も、急激な生産量の増加は、避けなければなりません。そのため、ばあくでの生産は、コントロ−ルできる上限を
超えないように留意しています。

3 今後の展望と課題
(1)お客様の世代交代による顧客の新規確保が必要である。
これまでの常連客が徐々に高齢化するにつれて、食生活の内容が変化しつつあります。子どもも巣立って世帯の
縮小による総需要の減少だけでなく、高齢者自身の、肉の消費量が減少し既存顧客からのリピート・オーダーが
減ってきています。そこで、新規顧客の拡大に取り組まないと、売上高の減少に歯止めがかからなくなってしまい
ます。そこで、自給自足体制を強化して、リサイクル型の循環型農業を推進することで特徴を明確にし、アピール
することが必要です。また、リサイクル飼料については、カロリー計算が難しいため、美味しい肉づくりを追求す
るための研究開発が不可欠となっています。

(2)新商品の開発と販売品目の再編成
高齢化による嗜好の変化に対応した「熟年向け商材の開発」は、
市場の変化に取り残されないためにも、取り組む必要がありま
す。ゲストハウスでのランチは好評なので、これらのレシピを
活かしたメニューを営業品目に加えることは、比較的、取り組
み易いのではないでしょうか。あまり構えずに、自然体で、実
現可能な範囲から出発することが重要です。また、延長線上に
は、地域の農産品を活かした独自メニューの開拓も視野に入れ
た、地域ぐるみの取り組みとしての展開も期待できます。

(3)後継者問題
泉澤牧場は、息子さんが継承する意志なので、あまり心配はしていません。ただ地域全体では、平均年齢も上昇
してきており、むしろ後継者の決まっている農家の方が少ないため、継続可能な農業という視点からは、問題があ
ると言えます。そのためにも、地産地消の活動等のなかで、若手農業者のネットワークを強化する等の取り組みが
期待されます。また、地域からの新規参入者が増えるよう、行政とタイアップして、対外的信用度を高めたり、各
種補助事業の有効利用を図ることが求められます。

(4)ファーマーズランチ
ばあくのゲストハウスでは、毎月第３土曜日に予約なし（普段の食事は予約のみ）の名物『ファーマーズランチ』
をしています。11月には、11時半には完売となるほど好評です。また、ソーセージ作り体験コースも提供してい
ます。今後は、地域で開催されるイベント活動の会場として、この施設の有効活用が必要です。しかし、現在のス
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タッフだけでは、このようなイベントのプランニングが、できないので、地域とのコーディネートを得意とする人
材の発掘や配置が不可欠だと思われます。

4 今後の展望
(1)商工連携を展望した異業種交流の取り組み
ばあくと一緒に活動している地域グループ（地産地消のグループ）が、五條市を拠点に活発に活動していま
す。一緒にアイデアを重ねながら、異業種のネットワークを形成して「食
乱マップ」を作成しています。なお、グループには、パン工房、エッグ
ファーム（養鶏）、農園、梨園、果樹園、とうふ店、窯元、看板・標識製
作業など19の商工業者が参画しており、地産地消をめざした取り組みを展
開しています。その中でも「パン工房（ＹＵＭ ＹＵＭ）
」では、ソーセー
ジに合うパンを焼いて、ばあくに納品後は、ゲストハウスでランチの食材
として提供され好評です。これまで12年間に亘り、多彩な活動を継続して
います。今年、結成されました「近畿SBN」等の広域的ネットワークとも
連携した取り組みへの期待が寄せられています。

(2)
「日帰りグリーン・エコツーリズム」の取り組み
これまでの「食乱」のネットワークは、農業系の事業者が多いので、
「山麓の風景」という地域に住んでいる住
民とのネットワーク活動に２年越しで取り組んでいます。地域を巻き込んだ「日本の食の安全を考える旅」の取
り組みへの挑戦ですが、趣旨としては、農家での昔からの食文化を発掘しつつ、また、新しい農畜産加工品を追
究しながら、五條の地勢が大阪から１時間もかからない近距離であるという利点を活かした、とれたての野菜や
手づくりのハムやベーコン、ソーセージでのおもてなしを提供しようとする試みです。また、カヌー、牛の乳し
ぼり、チャレンジソーセージ作り、なし狩・梅とり・ぶどう狩、森のコンサートなどの資源をうまく活用した
「グ
リーン・ツーリズム」の開拓を志向しています。この取り組みは、平成４年４月、農林水産省構造改善局に設置
されたグリーン･ツーリズム研究会の同年７月の中間報告で紹介されており、着実に実現にむけて実践が積み重ね
られています。
団体からのコメント

日本の農業は、小回りのきく小規模農家が大半です。小規模で自立、健全経営していくためには、地域社会での
太いネットワークが必要です。また、異業種交流、仲間づくりを通じて協力し合う事で興味深い仕事を進めて行け
ます。
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自然の豊かさをベースに
熊野の息吹を伝える取組み
有限会社 熊野鼓動

１ 事業所の概要
設

立 ：平成14年6月1日

沿 革

資本金 ：8 ,550 ,000円
代表者 ：代表取締役

横瀬

昭和55年
恒人（よこせ

ひさと）

所在地 ：〒647−1731
和歌山県田辺市本宮町本宮1301−2

（1980年）頃

員 ：12名（うちパート7名）

が中心となって産品の加工・販売の取組み
を開始する

平成14年5月 創業者急逝のため、会を一旦解散、有志に

ＵＲＬ ：http://www.kumano-kodou.net/
人

山間地「熊野」の活性化のために、地元の人

より有限会社を設立、取組を継承する
平成17年6月 「熊野鼓動」に名称変更、Ｉターン者が中心

事業内容：熊野の原料を使った食品の製造・販売（飲料、
調味料、菓子等）、熊野のこだわり産品の都市

となり、地元の人との協同で運営するよう
になる

部への販売

2 事業の展開と特色
(1)Ｉターン者と地元の人が協同で運営するユニークな活動
特産品の製造をしていた地元の活動を母体に、熊野の息遣いを商品に込めて届けたいという思いで、平成17年
６月「有限会社熊野鼓動」として活動を開始しました。これまでの事業の継承、発展を目指しながらＩターン者の
雇用の場を提供し、さらにＩターン者の定住サポートなども行いながら地域に密着した事業を展開しています。Ｉ
ターン者と地元の人が協同で運営するユニークな活動を行っています。
世界遺産の地「熊野古道」の目的地熊野本宮大社の程近く、従業員12名の
たたず

事業所がひっそりとその佇まいをみせます。地元・熊野において、地域の生
産者が丹精に育てた素材を使い、安心安全な製法で清涼飲料水、調味料、梅
干・漬物、味噌や和菓子など小規模ながら多品種の食品を加工・販売してい
ます。

(2)社名の由来と経緯
「熊野鼓動」という社名は熊野「古道」と生命の根源的な営みを連想させる「鼓動」の音をかけることで熊野の
すばらしい遺産を過去から受け継ぎながら、未来につながる本質的な取組みを目指したいという思いが込められて
います。
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「熊野鼓動」の代表者である横瀬恒人代表取締役は大阪府生まれ、大学を卒業後、材料メーカーの営業マン、デ
ザイン会社の企画営業を経て有機野菜・無添加食品の宅配団体に参画。生産者の経済的基盤を支え、つくり手の
顔が見える食材を消費者に届けるコンセプトにやりがいを感じ、やがて関西地区の統括責任者となりました。けれ
どもこの団体が食品メーカーに買収されることとなり、多くの人々の善意で続いてきた市民運動の源流のような団
体でも売り買いする、マネーの力をまざまざと思い知らされました。
「癒やしの里で、人と人、人とコミュニティ、
人と自然との関係をもう一度じっくり見つめなおしたい」そんな思いから40歳の節目の年に退社、田舎暮らしを選
択。関西出身ということもあり、のんびり田舎で暮らすのなら歴史がありながら自然が奥深く、温泉もある和歌山
県本宮町がいいと考えました。知人を通じ「熊野鼓動」の前身である「本宮町田舎の味友の会」の代表者を紹介さ
れ、アルバイトとして働く約束をして移住を決意しました。その代表者が移住直前に急逝されるものの取組を継続
するため食品業の販売・流通の経験がある横瀬代表取締役が、アルバイトではなく、経営を任されることとなり平
成14年６月「有限会社熊野出会いの里」と改称し再スタートしました。翌年に和歌山県が、I ターン者の企業を支
援する「I ターン創業支援補助金」を創設。横瀬代表取締役は事業継続のためこの制度を活用し施設の移転と洗浄
機や搾汁機、殺菌機やボイラーなどを導入し生産設備の充実を図りました。平成17年６月「有限会社熊野鼓動」と
改称し精力的な活動を続けています。

(3)熊野鼓動のこだわり
組織の運営理念は明確でメンバーに浸透しており、ゆるぎないものとなっていま
す。

①熊野の素材を中心に安心・安全な原材料を使用する。
地元熊野で栽培・採取されたつくり手の顔がみえる原材料を中心に使用します。
そして自らも生産活動に参加します。農薬や化学肥料の使用を減らし、環境に負荷
をかけずに栽培された農産品を原材料に使用。製造過程においても食品添加物の使
用を極力控え、伝統的な製法を用います。

②商品を通じて熊野の歴史と豊かな自然の息吹をお伝えする。
商品を「メディア」として位置付け、お買い求めいただいた方に熊野の息吹を感じていただけるよう心がけてい
ます。商品をお買い求めいただくお客様、原材料を作ってくださる生産者との良好かつ継続性のある関係を築ける
よう努めています。

③熊野の地域に貢献できる活動を心がける。
自然の豊かさと表裏一体に、さまざまな問題を抱える山村で生きるものとして仕
事を単に金銭を得る手段、会社をそのための装置として捉えるのではなく、仕事を
通じて自己の成長を心がけ、地域にとって必要とされる会社となるように努力しま
す。
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3 当所の課題と今後の展望
不利な条件の多い過疎の山村での事業ゆえ、販路の開拓、新商品の開発や原料の調達など課題は山積していま
す。横瀬代表は、かつて流通に携わった経験を活かし精力的に営業活動を続けていますが地理的ハンディは避けよ
うがありません。また少人数のため活動量にも限りがあります。また商品そのものに対する価値観の違いも量的拡
大を阻むこととなっています。原材料にこだわったり、食品添加物の使用を極力抑えることは、商品価格の上昇に
つながり、顧客が取扱いを躊躇する一因となっています。
さまざまな問題と向き合いながら「焦らず、でも揺らぐことなく夢を持ちながら進んでいきたい」として「癒し
の山里ならではの特徴」ある商品･サービスを通して多くの人々に熊野を身近に感じ、親しみを持ってもらいます。
都会から過疎地域に移住してきた人が地域と一体となって、地域貢献を視野に入れたビジネスを展開しています。
地域に根ざして人々のふれあい、ほのぼのとした心の優しさ、あたたかさに育まれて、熊野の息吹を発信し続けま
す。
横瀬代表取締役は熊野鼓動のこだわりとして３つの運営理念を掲げ、初心を忘れぬよう自他に対して明示してい
ます。また公的なものだけに頼るのではなく、自らも金銭的、人的リスクを負っています。この理念とリスクを共
有できる人材が集まることで、一人ではできないスケールのことが実現可能になり、思い描く目標を達成すること
ができると言います。
事業を継続するためには経済的に成り立つ仕組みづくりが必要です。お客様に商品をお買い上げいただくこと
は、単に「モノが売れた」ことではなく「価値を認めていただいた」結果、いわば「お客様の支持率」ともいえま
す。お客様と同様、生産者も大切にし、継続的で良好な関係を築いていこうとする姿勢は組織文化として醸成され
いしずえ

発展の礎となるでしょう。

団体からのコメント

今のメンバーそれぞれが当事者意識を持つことも重要ですが、大きなテーマに取り組んでいく際に、課題を受け
継いで行ってくれるだろう次世代のメンバーのことを想定して行動する感性がこれからは必要になるのではないか
と思います。
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元気なおばちゃん達が作る
おいしい柚子加工品！！
農事組合法人

古座川ゆず平井の里

１ 事業所の概要
設

立： 平成16年4月

沿 革

資本金： 17 ,310,000円
代表者：代表理事

新谷稜助

＊販売責任者

倉岡有美

所在地：〒649 -4563
和歌山県東牟婁郡古座川町平井469
ＵＲＬ：http://www4.ocn.ne.jp/~yuzusato/
人

員： 41名（常勤22名、非常勤19名）

事業内容： ユズの搾汁・二次加工品の販売・ユズ園の管理
受託・仕出し業務

等

主な加工品：「ゆずの里のぽん酢」
、
「古座川の柚子たれ」、
「ママレード」
、
「柚子アイス」
、ゆずドリンク
「柚香ちゃん」
、
「しぼりゆず」 等

昭和40年

ユズ栽培が古座川町全体へ拡大

昭和60年

古座川ゆず平井婦人部結成。販売用ジャム・
ママレードづくり開始。

平成14年

大手外食産業との連携による新商品開発

平成15年

平井の里づくり活動開始（翌年までに20数回
の発起人会開催）

平成16年

農事組合法人「古座川ゆず平井の里」設立

平成17年

女性若者等活動促進施設（現在の事務所・加
工場）が完成

平成19年

ユズ園を借り受けて自らユズ生産を開始（50a）
豊かなむらづくり全国表彰（農林水産省・日
本農林漁業振興会共催）において『内閣総理
大臣賞』を受賞

2 事業の展開と特色
(1)地域に根差した農事組合法人の特色
「古座川ゆず平井の里」は、和歌山県南東部の山深い平
井地区に位置します。高齢化の進む総戸数83戸、人口163
人という小さな集落に事業所を構えています。この小さな
集落は、11月のユズ収穫の最盛期には、集落全体が黄色い
ユズに囲まれ、ユズの豊かな香りに包まれます。こうした
地理的には恵まれない場所にありながら、地域活性化をう
まく進めている当事業所の特色として、以下の５つが挙げ
られます。
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①女性・高齢者を始めとする地元労働力の有効活用
高齢者によるユズ加工、女性の経営参画など、地元の人々に多くの活躍の場が存在します。また、女性のア
イデアにより多くの新商品の開発が行われています。

②地元特産品ユズの生産・加工・販売の一元的事業化
地元ユズ農家からの大量仕入により、製品の安定加工・安定供給を実現するとともに、農家の安定生産にも
寄与しています。

③多様な販売ルートの確立
通信販売、大手GMS・スーパーマーケット、地元物産センター・ホテル、ファーストフードなど多様な販売
ルートを確立しています。

④ユズ園の栽培作業の受託等による新たな担い手の育成
従業員には、30代（8人）や20代（4人）の若者もおり、Uターン、Iターンによる地域定住の促進に役立って
います。

⑤環境にやさしい地域資源の活用
廃校となった小学校を整備・補修しながら利用すると同時に、地域コミュニティの場としても利用しています。

(2) 事業の展開
現在、ゆず平井の里のユズ加工品は、全国に点在する古座川町内出身者からの購入や口コミなど宣伝協力にも
支えられ、ここ数年でブランドとしての認知度も高まっています。これら周辺の評価と比例するように売上高は
年々増加し、平成19年には発足当時（平成16年）の1 .5倍となる１億円を超え、今なお順調な成長を続けています。

3 事業所の課題
同事業所では、中期計画において売上高２億円（現在の約２倍）を目指しています。この目標を達成し、コミュ
ニティビジネスとして更なる成功を収めるために、あえて課題を考えると以下の２つが挙げられます。
一つ目は原材料であるゆずの安定的な供給です。現在、同事業所では、古座川町内で栽培されたユズだけを原
材料としています。地元のユズ農家の協力を得て供給されるユズの量は年間約150 t 程度であり、町内全体の生産
量（約200 t ）の3/4に上ります。つまり、今の事業構造で、約２倍の売上高を達成するには町内のユズだけでは
原材料が不足することが予測されるため、対策が必要となります。
また、農作物であるユズは、その年の天候によって収穫量ひいて
は仕入価格に大きな影響を受けます。そのため、ゆず平井の里では、
翌年の加工生産用ユズをしぼり汁や皮を剥き刻んだ状態の仕掛品と
して冷凍保存し翌年に利用しています。品質上の課題はクリアされ
ているものの、やはり原材料不足となる不安は払しょくされていま
せん。
二つ目の課題は、若手人材の増加です。現在、大手小売店や流通

年齢
20 歳代
30 歳代
40 歳代
50 歳代
60 歳代
70 歳代
合計

従業員数
4人
8人
6人
3人
10 人
10 人
41 人

77

業などから引き合いは多く、売上高伸長の機会はあるものの、商品の品質維持や顧客の求める短納期対応を考え
た場合に、受注を断るケースも少なくありません。こうした機会を逃さないためには、設備の更新・追加も重要
ですが、最も重要なのは若手人材の確保です。現在の従業員構成は、老若男女のバランスが取れているものの、
今後の売上高増大を考えると、更なる若手人材の増加が望まれます。

4 今後の展望
同事業所においては、商品・ブランド認知度の高まりとともに、大手の小売店・流通業や消費者からの引き合
い増加が見込まれています。こうした中、平成19年から後継者不在のユズ畑の生産受託業務を行い、自らユズの
生産活動を進めています。しかし、作付面積は僅少で、今後の引き合いに対応する十分な生産量の確保に至って
いません。そこで、町内生産量が増加するまでの間、町外のユズ利用など代替案の検討が必要と言えます。こう
した短期的なユズ確保の手段も大切ですが、長期的視点に立つと町内のユズ生産拡大を目指すことは間違いあり
ません。そこで、今後は、農業の担い手として若者の定住を呼び込むことが、今以上に期待されています。定住
した若者は、農業の担い手としてだけでなく、事業所の運営、ひいては地域全体の活性化に大きな役割が期待さ
れるためです。
一方、経営管理という視点で考えると、今後は計画管理の強化が求められます。現在、ヒト（人）
・モノ（設備・
原料）
・カネ（資金）
・情報などの経営資源の管理は、各責任者が適時に行っています。しかし、今後の規模拡大に
伴い効率的な体制をとるためには、より計画的な管理を行うことが必要です。その一例として、
「月次の販売・生
産計画」
「予算管理」などが、近い将来に考えられます。こうした仕組みを円滑に導入し、経営管理に役立てるた
めには、外部専門家の利用も有効な方法といえます。
いずれにしても、規模拡大が見込まれる同事業所では、今後も女性・高齢者の力をうまく活用し、若者の定住
を促進するとともに、安定した事業所運営を行っていくことで、地域活性化に大きな役割を果たすことが期待さ
れています。

団体からのコメント

多くの方々に支えられてなんとか５年がすぎようとしています。単なる食品製造業としてではなく、農業振興
をとおして地域を活性化するという発足当初からの思いや、先人からの知恵、素朴な味など食べ物をつくるとい
う、本質とこれからも常に向き合っていきたいと思っています。
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参考資料
ＳＢ／ＣＢに関する情報提供サイト一覧
＊平成21年２月に調査したものであり、ＵＲＬ等が変更になる場合があります。

【経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ】
「ソーシャルビジネス／コミュニティビジネスの振興」サイト
ＵＲＬ：http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/index.html
ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの振興施策、公募情報「ソーシャルビジネス研究会報告書」
（平
成20年４月）など、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスに関する基本的な情報収集はここから。

【経済産業省近畿経済産業局】
ＵＲＬ：http://www.kansai.meti.go.jp/
近畿地域の経済産業の動向、補助金・公募情報、調査報告書、セミナーなど、近畿地域の経済産業に関する基
本的な情報収集はここから。

【近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング】
URL：http://www.osakanpo-center.com/ksbn/
近畿地方のソーシャルビジネス、コミュニティビジネス振興を目的とした事業者、支援者によるネットワーク
組織。研究会、セミナー等の情報を掲載

【福井県産業労働部商業・サービス業振興課】
ＵＲＬ：http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shousa/
「にぎわいコミュニティビジネス創出事業」などの施策を掲載

【福井県総務部男女参画・県民活動課ふくい県民活動センター】
ＵＲＬ：http://info.pref.fukui.jp/danken/npo/index.html
ＮＰＯ法人認証申請の手続き、福井県内のＮＰＯ法人の情報などを掲載

【滋賀県商工観光労働部商工政策課】
ＵＲＬ：http://www.pref.shiga.jp/f/shokokanko/index.html
地域資源活用、農商工連携による新事業の支援などの施策を掲載

【滋賀県県民文化生活部県民活動課】
ＵＲＬ：http://www.pref.shiga.jp/c/katsudo/index.html
ＮＰＯ法人認証申請の手続き、滋賀県内のＮＰＯ法人の情報などを掲載

【京都府商工労働観光部産業労働総務課】
ＵＲＬ：http://www.pref.kyoto.jp/soshiki/detail/107 .html
「コミュニティビジネス」による地域力活性化プランなどを掲載
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【京都府府民生活部ＮＰＯ協働推進課】
ＵＲＬ：http://www.pref.kyoto.jp/soshiki/detail/52 .html
ＮＰＯ法人認証申請の手続き、京都府内のＮＰＯ法人の情報などを掲載

【大阪府商工労働部産業労働企画室】
ＵＲＬ：http://www.pref.osaka.jp/shokosomu/index.html
大阪府内の中小企業支援施策などを掲載

【大阪府生活文化部府民活動推進課ＮＰＯグループ】
ＵＲＬ：http://www.pref.osaka.jp/fukatsu/vngroup/index.html
ＮＰＯ法人認証申請の手続き、大阪府内のＮＰＯ法人の情報などを掲載

【兵庫県産業労働部しごと局しごと支援課】
ＵＲＬ：http://web.pref.hyogo.jp/work/cate3_327.html
「コミュニティ・ビジネス離陸応援事業」などの施策を掲載

【兵庫県企画県民部県民文化局地域協働課】
ＵＲＬ：http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/gallery/v-hyogo/
ＮＰＯ法人認証申請の手続き、兵庫県内のＮＰＯ法人の情報などを掲載

【奈良県くらし創造部協働推進課】
ＵＲＬ：http://www.pref.nara.jp/kenmin/
ＮＰＯ法人認証申請の手続き、奈良県内のＮＰＯ法人の情報などを掲載

【和歌山県商工労働部商工労働政策局商工観光労働総務課】
ＵＲＬ：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100 /cb/cbtop.htm
「コミュニティ・ビジネスによる商店街・地域創生」などの施策を掲載

【和歌山県環境生活部県民局県民生活課ＮＰＯ協働推進室】
ＵＲＬ：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300 /npo/index.html
ＮＰＯ法人認証申請の手続き、兵庫県内のＮＰＯ法人の情報などを掲載

【京都市産業観光局商工部産業振興課】
ＵＲＬ：http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/soshiki/7 -1 -2 -0 -0 _5 .html
「京都起業家学校」
「京都・学生アントレプレナー大賞」
「女性起業家セミナー」などの施策を掲載
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【京都市文化市民局市民生活部地域づくり推進課市民活動支援担当】
ＵＲＬ：http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/soshiki/6 -2 -2 -0 -0 _3 .htmlh
市民活動に関する情報を掲載

【大阪市経済局】
ＵＲＬ：http://www.city.osaka.jp/keizaikyoku/index.htm
「新着情報」
「報道発表資料」にて、ＳＢ／ＣＢに関する情報を適宜掲載

【大阪市市民局】
ＵＲＬ：http://www.city.osaka.jp/shimin/npo/index.html
「大阪市ＮＰＯ・ボランティアネット」にて、大阪市のＮＰＯ支援施策などを掲載

【神戸市産業振興局庶務課】
ＵＲＬ：http://www.city.kobe.jp/cityoffice/27 /shomu/cb_page/index.html
「ソーシャル・ベンチャーアワード」などの情報を掲載

【神戸市市民参画推進局】
ＵＲＬ：http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15 /index-j.html
「こうべＮＰＯデータマップ」
、地域活動への支援施策などの情報を掲載

【独立行政法人中小企業基盤整備機構】
「中小企業ビジネス支援サイト Ｊ－Ｎｅｔ２１」
ＵＲＬ：http://j-net21 .smrj.go.jp/
地域資源活用、農商工連携などに関する施策に関する情報を掲載

【福井県コミュニティビジネス推進協議会】
「コムビズComBizふくい」
URL:http://www.combiz-fukui.jp/
「コミュニティビジネス事業認証」
「コミュニティビジネス創業奨励補助金」セミナー等の情報を掲載

【財団法人滋賀県産業支援プラザ】
「滋賀県コミュニティビジネス」サイト
URL:http://www.shigaplaza.or.jp.cb/
「コミュニティビジネス起業ガイドブック」のダウンロード、フォーラム等の情報を掲載
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近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング参加団体
◆自治体：4

◆事業者：17（うち株式会社：5 有限会社：2 NPO：9）

◆中間支援機関：14 ◆経済団体：5 ◆専門家：9 ◆金融機関：3 ◆教育機関：2
合計54団体（平成21年2月10日現在）

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング事例集 原稿担当者
担当者

都道府県

赤部佳夫

福井県

事例団体
特定非営利活動法人
子育てサポートセンター きらきらくらぶ

リー・ヤマネ・清実

滋賀県

油藤商事 株式会社

関浦照隆

滋賀県

特定非営利活動法人 びぃめ～る企画室

京都府

特定非営利活動法人
京都フィルハーモニー室内合奏団

長澤正敏

奈良県

手造りハム・ソーセージ工房

京都府

特定非営利活動法人

ばあく

京都伝統工芸活動支援会「京都匠塾」
森伊知郎

黒野秀樹

大阪府

特定非営利活動法人 住まいみまもりたい

兵庫県

特定非営利活動法人 長尾すぎの子クラブ

大阪府

株式会社 マイファーム

和歌山県
中西宏介

兵庫県
和歌山県

有限会社 熊野鼓動
多文化プロキューブ・グループ
農事組合法人 古座川ゆず平井の里

事務局
山田裕子

82

堀野亘求

大友康博

中出三千子

大前藍子

角脇政子

藤原 葵
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近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング報告書

●発行日 平成21年３月発行
●発行元 経済産業省近畿経済産業局 地域経済部地域開発室
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
●委託先 近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング
（特定非営利活動法人 大阪NPOセンター）
〒553-0006 大阪市福島区吉野4-29-20
大阪NPOプラザ201号
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