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目 的 

 

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング運営会議は、近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング

（以下、近畿ＳＢＮ）の趣旨に賛同したＳＢ事業者・支援者を対象にして、話題提供者を迎え、意見交換・

情報共有を行うことにより、ソーシャルビジネスの振興にあたり互いに研鑚することを目的に平成２２年

度は３回開催した。参加者は延べ 78 名であった。 

 

運営会議日程 

回数 テーマ 日程 場所 時間 
参加

人数 

第 1 回 
「企業のソーシャルビジネス」 平成 22 年 

8 月 27 日(金)

大阪ＮＰＯプラザ 

Ｈ会議室 
14:00～17:30 35 名

第 2 回 
「ソーシャルビジネス商品・サービ

ス販路拡大について」 

平成 22 年 

11月24日(水)

キャンパスポート大阪 

Ａ会議室 
14:00～16:30 25 名

第 3 回 
「環境問題解決と収益を両立させる

ビジネスとは」 

平成 23 年 

2 月 14 日(月)

大阪ＮＰＯプラザ 

Ｄ会議室 
14:00～16:30 18 名

 

 

 

１． 第１回 

第 1 回目は「企業のソーシャルビジネス」をテーマに日本ポリグル株式会社 代表取締役会長 小田兼利氏と、サ

ラヤ株式会社 総務本部法務室兼総務部 専任課長 小辻昌平氏を話題提供者としてお迎えした。 

大阪から生まれたソーシャルビジネス（以下、ＳＢとする）が地場で意識されておらず、世界や東京でしか評価され

ていない現状である。今回は改めて大阪発の企業として活躍されている２社の事業の説明をしていただいた。 

 

＜報告概要＞ 

【日本ポリグル株式会社 代表取締役会長 小田兼利氏】 

・ＢＯＰ（Bose Of the Pyramid）ビジネスというものは、みんなが使えて安くないといけない。水処理は機械を売ることが

ビジネスと思われているが、発展途上国では機械を使う技術もなく、価格が高いのでビジネスとして成りたたない。 

 

・水の浄化システムについては、説明して回らないと理解してもらえないため、対面販売が必要であった。ここから、ポ

リグルレディが誕生した。 

 

・日本の非常識をＳＢで変え、たくましい国にしてほしい。大阪からＢＯＰビジネスで応えられるように頑張りたい。 

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 

平成２２年度 運営会議の報告 

議事概要 
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【サラヤ株式会社 総務本部法務室兼総務部 専任課長 小辻昌平氏】 

・ＴＶの取材により、マレーシアのボルネオ島で油ヤシのプランテーションが増えすぎてジャングルが破壊され、そのた

め希少生物が激減しているという事実を知り、社会貢献に目を向ける。 

 

・社会貢献といえども社員の理解を得ることが困難であった。しかし、活動を消費者に知ってもらうことで広報・宣伝活

動に変え、ビジネスのシステムに組み込みことで社員の理解を得ることができた。 

 

・ビジネス手法を持ち込むことによって理解・問題解決ができる場面を作っていく。 

 

・最終的な目的は、世界中の人々が手を洗ってもらうことである。 

 

＜質疑概要＞ 

・質問①：ビジネスと社会がつながって、社内はどう変化したのか。 

・回答①：社員の意識・理解が高まり、使う言葉も変わってくる。 

・質問②：BOP ビジネスでは小ロットしかできないという話ですが、中小企業は BOP で海外へ進出しても大丈夫なの

か。 

・回答②：日本の中小企業はトップクラスの技術を持っている。進出には手続き上の問題があるが、その手続きが緩

和されれば中小企業が活躍できる。 

 中小企業を SB や BOP ビジネスに参入させることによって社会課題の解決にもつながり、本業も元気にすることがで

きるのではと期待もされている。 

 

２． 第２回 

 第 2 回は、「ソーシャルビジネス商品・サービス販路拡大について」というテーマで有限会社 JPS SoooooS

事業部 中間大維氏をお迎えした。また、ケーススタディとして（特活）まちの案内推進ネットが手掛ける

「えきペディア大阪版」を取り上げ、理事長の岡田光生氏にお話しいただいた。 

 

【有限会社 JPS SoooooS 事業部 中間大維氏】 

＜報告概要＞ 

・SooooS（http://sooooos.com/）は２０１０年１０月より本格稼働した約８０００～９０００のソーシャルプロダクツが登

録されているポータルサイトである。 

 

・生活者と生産者をつなぎ、ソーシャルプロダクツの販売購買を支援することを目的としている。 

 

・ソーシャルプロダクツの販路拡大の目的は売上の拡大であり、売上を拡大するためには消費によって何ら

かのメリットがあることが必要である。さらに、他のプロダクツとの差別化が必要である。それを担保す

るには、そのプロダクツに①機能的価値②価値的価値③心理的価値があることが前提となり、これら３つ

の価値が存在することを前提として、3 つの価値を発信、伝達することで売上の拡大につなげることがで

きると考えている。 
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・現在は、ただ自分に必要なモノを求めるのではなく、自分だけでなく周りにとっていいモノを求める社会に変化しつつ

ある。 

 

・ソーシャルプロダクツは、ソーシャルメディアを使って発信、伝達することに意義がある。しかし、ソーシャルプロダクツ

は一つ一つの発信力が弱いので、集合させることで相乗効果が出る。さらには、販売力が高まれば理想的だと考えて

いる。 

※ソーシャルメディア：ユーザーが情報を発信し、形成していくメディアのこと。個人が発信する情報が不特定多数のユーザーに対して露

出され、閲覧したユーザーはレスポンスを返すことができる。ユーザー同士のつながりを促進する様々なしかけが用意されており、互い

の関係を視覚的に把握できるのが特徴である。 

 

＜質疑概要＞ 

・質問①：生活者（消費者）が、SoooooS にアクセスする動機は何か。 

・回答①：ソーシャルプロダクツの登録数が日本最大であることではないか。環境、国際など分野別のサイトは存在す

るが、全分野を登録しているのは SoooooS だけである。 

・質問②：Sooooo に登録するにあたり、何か基準はあるのか。 

・回答②： ５～６段階のランク付けを行っている。たとえば、Ａランクは社会的目的のために生産された商品、Ｂは相

当程度社会を意識されている、配慮されている商品である。Ｂの例としては、オーガニックコットンを使用し福祉作業

所で生産されたＴシャツがあげられる。 

 

【特定非営利活動法人 まちの案内推進ネット 理事長 岡田光生氏】 

＜報告概要＞ 

・障害者等の外出時の利便性を高めることを目的に、公共交通機関の駅の地図・バリアフリーマップを作成している。 

 

・介助者、当事者からのヒアリングによると、外出で不安なこととして駅での移動が可能かどうか、トイレを利用できるか

どうかという施設面の情報が欲しいことがわかった。 

 

・インターネット上で、政令指定都市の主要駅のバリアフリーマップを提供しているが、製作にかかるコスト回収の面で

課題がある。 

 

＜質疑質疑＞ 

・質問①：バリアフリーマップを提供することで、例えば駅などで、人の動線が変化し経済活動に影響を与えることはあ

るのか。 

・回答①：駅ではないが、大阪で開催された食博において、開催期間途中で会場案内としてバリアフリーマップを作成、

配布したところ、配布した後の方が障害者の入場者数が増加する等の効果がみられた。 

 また、ホテルにおいても、ホテル内のバリアフリーマップを作成したところ、その後に障害者の方の利用増加が認めら

れた。 

 

 

 



6 
 

３． 第３回 

 最終回となる第３回は「環境問題解決と収益を両立させるビジネスとは」というテーマで、エコビズ株式会社 常務取

締役 澤地克明氏と、高橋金属株式会社 環境商品事業部環境営業課 課長 服部嘉宏氏の２名をお迎えしてお

話いただいた。 

 

【エコビズ株式会社 常務取締役 澤地克明氏】 

＜報告概要＞ 

・２００６年８月設立。もとはインキュベーションオフィスを経営しており、利用者からの誘いで流通現場を訪問するきっ

かけがあった。そこで、梱包資材が使い捨てされている光景を見て、もったいないのでビジネスにできないかと考えた

ことがきっかけ。 

 

・さまざまな賞を受賞し、その反響は全国・世界からあり、需要が大きいことを認識した。 

 

・（商品：エコビズベルト） 

・通常の梱包材は産業廃棄物として依頼する際にコストがかかる、しかし、それを再利用（リユース）することにより、

廃棄コストが削減でき、しかも環境負荷が軽減される。 

・中国での使用が増加中である。 

 

・（商品：エコビズボックス） 

・段ボールにかわる「軽量」「折りたたみできる」箱のニーズが大きいが、折りたたみコンテナだと暑い地域では「溶

けてしまう」ので、折りたたむことができなくなる。そこで、折りたたみコンテナよりも軽量かつ体積も小さいＢＯＸを開

発し、販売した。 

・軽量、コンパクト、汚れにくい、リサイクル可能であり、縫製品なので小ロット生産可能、染色可能で広告媒体にも

なる。 

 

＜質疑概要＞ 

・質問①：国内中小中堅企業への販路開拓はどのように行っているのか。 

・回答①：飛び込み営業はしておらず、専門紙等からの照会が多いが、残念ながら中小中堅企業からの照会は少な

い状況である。 

・質問②：広報活動の現状 

・回答②：年に２～３回の新聞への情報提供を行っている程度で、広報活動はしていないが、受賞歴が多いため記

事になることがある。 

 

【高橋金属株式会社 環境商品事業部環境営業課 課長 服部嘉宏氏】 

＜報告概要＞ 

・滋賀県長浜市に立地。新規事業立ち上げとして、「薬品を使わない電解イオン水洗浄システム」を開発した。 

 

・粘性の高い油分も処理が可能であり、洗浄した部品の納品先の検査をクリアした。作業者・環境へ負荷のかからな
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い製品の開発、販売に力をいれてきたことが成果をもたらしたものと考える。まさに三方良し（製造元・販売元、会社

経営者・従事者、環境）の精神に基づいた製品であると考える。 

 

・大手メーカーの仕様書に「電解イオン水洗浄をするように」との指定がなされるようになり、急速に受注が伸びてき

た。 

 

＜質疑概要＞ 

・質問①：電解イオン水の応用範囲は広いのか 

・回答①：薬品無添加で電気分解して電解イオン水をつくるのが当社の技術である。除菌用の酸性イオン水をつくる

のは、他事業者も製造しているが、アルカリ性イオン水は当社のみ。 

・質問②：社会的は取り組みをやっていこうという会社の原動力は社長主導か、組織主導か？ 

・回答②：プロジェクトチーム内に環境意識が高い従業員がいた。また、自社製品製造、販売の経験があることも大き

い。 

・質問③：洗浄機をつくることで経営本体にどのような影響があったか。 

・回答③：洗浄機をきっかけに今まで取引照会がなかった企業と取引ができるようになった。 
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目 的 

 

金融機関よりＳＢ事業者への投融資の現況および環境配慮型預貯金など社会性金融商品開発、販売の現

況等に関するヒアリングを行った後、社会性を重視する市民から調達した資金を近畿地域のＳＢ事業者へ

投融資する金融商品・スキームの仕様、販売方法、管理（与信管理、ハンズオン支援）方法等について検

討することが本研究会の目的である。 

 

研究会日程 

研究会名称 回数 日程 時間 場所 

資金循環研究会 
第 1 回 平成 22 年 10 月 4 日(月) 13:00～15:00 

大阪ＮＰＯプラザ 

Ｆ会議室 

第 2 回 平成 22 年 11 月 15 日(月) 13:00～15:00 
大阪ＮＰＯプラザ 

Ｄ会議室 

第 3 回 平成 22 年 12 月 6 日(月) 13:00～15:00 
大阪ＮＰＯプラザ 

Ｆ会議室 

第 4 回 平成 22 年 12 月 6 日(月) 15:15～17:15 
大阪ＮＰＯプラザ 

Ｆ会議室 

第 5 回 平成 23 年 1 月 17 日(月) 13:00～15:00 
大阪ＮＰＯプラザ 

Ｄ会議室 

第 6 回 平成 23 年 1 月 17 日(月) 15:15～17:15 
大阪ＮＰＯプラザ 

Ｄ会議室 

 

 

 

１． 第１回 

近年、利率・配当率といった収益性よりも、その資金がどのような事業、事業者へ投融資され、どのように社会へ

還元されるのかという社会性を基準として金融商品を選択し購入する市民が増加しつつある。このような投資家の動

向に対し、一部の金融機関においては、社会性のある事業、企業へ投資する金融商品を開発、販売しつつある。例

えば、あるファンド運営会社は、社会性の高い企業の株式への投資を行う投資信託（ファンド）を開発、販売してい

る。 

そこで今回は、日本の「いい会社」を選択し投資を行う投資信託を開発、販売する鎌倉投信株式会社 代表取締

役 鎌田恭幸氏をお招きし、ＳＢ等、社会性をもつ新成長分野関連企業への資金供給の可能性を検討した。 

 
＜報告概要＞ 

・金融本来の目的は、お金を「横に流す」、「増やす」ではなく、人と人をつなぐものであると考えている。 

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 

平成２２年度 資金循環研究会の報告 

資金循環研究会議事概要 
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大きなお金を集めて事業を行うことは大事である。しかし、ある一定の意思をもった市民の小口のお金を集めて事業

を行うことは、もっと重要である。 

 

・そこで、小口の積立で投資でき、鎌倉投信が直接募集する投資信託「結２１０１」を開発、販売した。直接販売なの

で、直接投資家に会ってミッションを説明して販売することができる。 

 

・投資先は、鎌倉投信株式会社が規定する「いい会社」の株式（主に上場株）である。株式は長期保有を前提として

おり、森林ビジネス等、収益が出るまで中長期の時間を要する事業への投資が可能である。 

 

・今後は、「志をもった」法人投資家の拡大、未上場企業への投資スキームを検討している。 

 

・投資先企業に対するハンズオン支援は、現時点では人的資源の制約で困難である。 

 

＜質疑概要＞ 

・質問①：お金を集める際の工夫は何か？社会性のある企業に興味をもつ若手世代はお金がないし、投資以外の分

野、例えば教育などへの資金需要が多くを占めるため、社会性の高い企業への出資ができにくいのではないか。 

・回答①：投資家の年齢構成をみると実は３０～４０歳台が多い。非常に長期の投資を考えている世代である。相場

が下がっていても安定した収益が得られる積立投信の良さを熟知している。また、口コミなどソーシャルメディアの力

が強い。顧客どうしが情報交換して「輪」が広がっている。 

・質問②：ＳＢへの資金供給は考えられないか。 

・回答②：関心はあり、未上場会社への直接投資スキームを検討している。また、投資以外の経営支援ができない

か検討している。ただ、株式を発行しない法人への資金供給は投資信託では難しい。 

 
２． 第２回 

 商工会議所は、企業経営の持続的発展に資する様々な経営支援を行っている。資金調達支援についてみると相

談業務、そして日本政策金融公庫 国民生活事業との連携によるマル経融資、また地域によっては金融機関との連

携による提携ローンを提供する商工会議所がある。 

 大阪商工会議所は、実需者である企業家と資金の供給者である投資家とを直接マッチングするシステムを構築す

ることで資金調達を支援している。このシステムが「桟（かけはし）ネット」である。これは、企業と投資家（エンジェル）と

をインターネット等を用いてマッチングするものであり、2005 年運用開始以来、8 件約 2300 万円の成約実績がある。

このうち５件 1700 万円は個人投資家によるものである。 

 そこで今回は、大阪商工会議所 経済産業部 ベンチャー振興担当課長 松本敬介氏をお招きし、大阪商工会議

所による企業への資金調達支援の現状と課題について話題提供をお願いした。 

 

＜報告概要＞ 

・桟ネットは、個人投資家（エンジェル）と企業家がネット上でマッチングするシステムである。現在、50 数名のエンジ 

ェルがおり、主にミドルステージ期にあるベンチャー企業へ投資（出資）している。ただ、リターン重視よりも社会貢献 

的な思いを持つ方が多いように感ずる。 
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・桟ファンドは、ＩＰＯを目的としたベンチャーファンドである。これまで１８社に投資した。ただ、 近のベンチャー企業

家は、ＩＰＯするメリットを感じていない方が多い。また、ＩＰＯの目的が市場からの資金調達よりも“企業の知名度アッ

プ”、“社員の意識向上“へ変わりつつある。欧米の経営者のように、上場後に企業を売却して、そこから得た収益で

また新たなベンチャー企業を起こすといった思考をもつ方は少ない。 

 

・資金支援とともに重要な支援施策として、ＤＣＰ（情報家電ビジネスパートナー）がある。これは、大阪商工会議所が 

ＩＴ関連ベンチャー企業と大手の情報家電企業のビジネスマッチングを行うものである。大手企業が中小中堅・ベン 

チャー企業等の技術提案等を受け、新たな製品、サービスの開発へつなげることにより産業振興を図るとともに、同 

分野の人材の集積、資金の集積を呼び込み、結果として地域経済振興をもたらすことを期待している。 

 

＜質疑概要＞ 

質問①：桟ネットのエンジェルの地域的分布について教えてほしい。 

回答①：ほとんど大阪府内の方である。あとは他府県が 1 割強である。 

質問②：複数のエンジェルが現れた場合はどうするのか。 

回答②：ベンチャー企業側に選択をさせる。 

質問③：エンジェルが持つリターンの具体的イメ―ジを教えてほしい。 

回答③：おそらく定期預金の利率レベルしか期待していない。むしろ企業を育成しようとする志が強い。 

    ただ投資以外のハンズオン支援までする方は少ない。 

質問④：近畿地域のＳＢ企業家が桟ネット等を使うことは可能なのか。 

回答④：可能である。大阪商工会議所には審査により選ばれたベンチャー企業に対してハンズオン支援を行う（ＥＶＥ

システム）があるが、 近は社会的企業が選ばれる傾向がある。 

 

３． 第３回 

信託を用いた資金循環の事例としては、平成２１年度近畿ＳＢＮ資金循環ワーキング（第２回）において、公益信託、

合同運用指定金銭信託をとりあげた。今回は、「社会貢献寄附信託」、「プランドギビング信託」など信託を用いた新

たな資金循環の可能性について検討する。 

 実は平成２２年度「新たな公共円卓会議」において、ＮＰＯなど新たな公共の担い手への資金供給手法として、アメ

リカの「プランド・ギビング信託」が紹介され、これを受けるかたちで日本信託協会が「社会貢献寄附信託」の商品開

発に向けた検討がなされている。プランド・ギビングとは個人の遺言により寄附を行うことを意味し、プランド・ギビング

信託とは本人死亡後の残余財産を寄附することを信託するものであり、「残余公益信託（Charitable Remainder 

Trust）と呼ばれる。社会貢献寄附信託もほぼ同様の信託であるが、日本の場合、公益信託制度の改定、贈与税、

相続税など税制面の改正が必要となる。 

そこで、今回は、「自然のちからファンド」等、信託を用いたソーシャルビジネス振興に資する信託商品の開発、 

販売に尽力されているトランバリュー信託株式会社 代表取締役社長 杉谷孝治氏をお招きし、「社会貢献寄附信

託」、「プランドギビング信託」のスキーム、日本における同信託商品実現へ向けた課題等について話題提供をお願

いした。 
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＜報告概要＞ 

・既存の社会性のある信託商品として、公益信託、目的信託、合同運用指定金銭信託がある。トランスバリュー信託

株式会社の「アースウインド２００９」は合同運用指定金銭信託であり、運用目的を社会性のある事業に限定（特定）

している。利回りは運用期間１８年の場合３．６％、１０年の場合２％のミドルリスク、ミドルリターン商品である。 

 

・日本版プランド・ギビング信託については、日本信託協会が財務省へ税制要望中の金融商品である。生存中は信

託財産の所得税が免除（減免）される商品であり、委託者死亡後は、あらかじめ決まっている寄附先へ金銭交付さ

れるしくみである。 

 

・生命保険信託は、保険金債権を信託するものであり、保険金で社会貢献したい、寄附したいというニーズに応える 

ものである。ただ寄附先の選定方法等、商品開発上の問題が多少ある。 

 

・個人資産をＳＢへ資金供給するシステムについて考えると、様々なスキームが考えられるが、事業者の事業内容を

寄附者や社会へ開示する方法等について検討が必要である。 

 

＜質疑概要＞ 

・質問①：信託財産として不動産を受託した場合の運用方法について教えてほしい。 

・回答①：一定の収益生む物件など、現実に利益を生んでいる不動産を受託するのが原則である。 

・質問②：信託会社自身がＳＢ支援を行う際のデメリットがあるとすれば何か。 

・回答②：信託期間が 長３０年という時限性があること、その他、法律上の制約がある。 

・質問③：資金供給する際の審査方法の考え方について教えてほしい。 

・回答③：風車建設などプロジェクトファイナンスの場合、十分な事前評価を行う。過去の実績データが少ないＳＢの

場合、非財務情報の利用を含め、試行錯誤することになるであろう。 

 

４． 第４回 

資金循環研究会の第４回および５回は、資金調達を検討中であるＳＢ事業者をお招きし、必要な資金額、検討中

の資金調達方法等についてご報告をしていただき、それに対して金融機関、行政、支援者等より、資金調達方法・ス

キーム等の提案をしていただく。このような実需者と資金供給者との対話を通じて、資金循環システム構築に向けた

課題の整理を行った。 

 今回は、特定非営利活動法人のあっく自然学校理事長 高井啓大郎氏をお招きし、資金調達に関する話題提供

をお願いした。 

 

＜報告概要＞ 

・（特活）のあっく自然学校は、1992 年に寝屋川市内に設立され、現在寝屋川、三宮、岡山の３つの事業所がある。 

主に子どもを対象としたキャンプ事業を展開しており、こどもたちが日常あまり体験できないことを企画している。 

キャンプを通じて友達の輪を広げることを期待している。近年は企業や専門学校と協働してプログラムの作成、実施

を行っている。 
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・（特活）のあっく自然学校 岡山校自然体験施設“おおすぎ”は、津山市の古民家を取得、改装して運営している。

物件の取得、改装に際して自己資金１００万円と協同組合金融機関より８５０万円調達した。２０１０年度は、民間か

らの助成金を用いてかやぶきの吹き替え（南側）、ふれあい池改修工事（総額６３０万円）を実施した。 

 

・今後、床下全面改装、上下水道工事、汲み取り費用そして茅葺吹き替え費用など追加費用が見込まれ、資金調

達が必要となっている。３年以内に和式トイレを使えない子どもが増加していることもあってトイレ補修、下水工事、そ

して冬季暖房費用等で５００万円ほど必要である。ちなみに茅葺吹き替えだけでも１０００万円程度の資金が必要とさ

れている。茅葺きに関しては、茅場の確保など地域とのかかわりが重要であり金融機関からの間接金融だけではなく、

地域住民や同法人のミッションに賛同する人々からの資金調達も検討する必要性がある。 

 

＜質疑概要＞ 

・質問①：”おおすぎ”の稼働率について教えてほしい。 

・回答①：キャンプ等を実施する繁忙期は１００％、年末２５日以降も１００％と高い稼働率である。通年の稼働率を

高めるために、企業の社員研修など学校以外の新たな顧客を開拓したい。 

・質問②：地域住民との関係はどうか。 

・回答②：当初は必ずしも良好とはいえなかったと思う。Ｕターンした住民等が仲立ちをしてくれたので 

次第に信頼感を得るようになったと思う。 

・質問③：茅葺屋根の吹き替えの資金などは、利用者等から集めることが可能であるか。 

・回答③：キャンプ利用者のリピーター率が６５％程度あり、この程度のリピーター率であれば、寄付金などを集めてフ

ァンドレイジングをすることが可能かもしれない。 

 

５． 第５回 

第４回に引き続き、第５回は、株式会社マイファーム代表取締役 西辻一真氏、共同設立者取締役である岩崎吉

隆氏をお招きし、資金調達に関する話題提供をお願いした。同法人は、日本の耕作放棄地を解消し、食料自給率

の向上に寄与するべく２００７年９月に設立され、現在「貸し農園」事業（全国５０農園）を中心に展開している。さらに

平成２２年３月にホームセンター業界 大手のＤＣＭJapan ホールディング株式会社との資本提携締結、農業者育

成を目的としたマイファームアカデミーの設立と年々事業を拡大しつつある。 

 

＜報告概要＞ 

・「自産自消の理念を広めて日本全体の自産自消を推進する」というミッションのもと、２００７年９月に設立、現在資

本金２８００万円である。 

 

・農業を農産物の生産、加工、流通に限定しない。農的生活を楽しむ空間づくりなど、農業を再定義し、ビジネスプラ

ンを構築した。日本農業の問題は「人」の問題ととらえている。新たな農業に飛び込もうとする人（食糧生産の担い手

と農的時間を楽しむ担い手）を創出したい。 

 

・資金調達のうち、融資については当初はビジネスモデルを理解していただけなかった。しかし現在では地方銀行、協

同組合金融機関等から融資を受けることができている。投資については、投資家と共感できるかどうかで投資の受け
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入れ可否を決めている。基本的には、個人投資家ではなく法人（企業）投資家との関係を深めたいと考えている。 

 

・今後、新たなエリア拡大に伴う投資が必要である。貸し農園管理人の育成、配置やハード面の投資（水道など）を

検討している。また、生産の担い手育成として、農業生産法人マイファームラボを設立したが、今後資材調達の投資

が考えられる。 

 

＜質疑概要＞ 

・質問①：法人格の選定で、 初から株式会社を選択したのか 

・回答①：法人格の選択はＮＰＯ法人にするか株式会社にするか本当に迷った。ＮＰＯ法人に対する現在の金融機関

の対応や短期的に数多くの農園をつくることを考えると株式会社の方がメリットがあると考えた。 

・質問②：起業時の工夫は何か 

・回答②：コストとリスクをできるだけ少なくするためを小規模で展開することだと思う。 

・質問③：立ち上げ期に出資ではなく、融資を選択した理由は何か 

・回答③： 初は数字がでていないので、出資してくれる人はいないと思ったので融資しか考えなかった。 

・質問④：ＩＰＯの意向はあるか 

・回答④：考えてはいるが、ゴールではない。日本の新興市場もソーシャルの側面がでてくれば、上場する意義がある

と思う。 

 

６． 第６回 

今回は、近畿地域におけるＳＢ事業者への資金供給のあり方に関して検討した。これまでの近畿ＳＢＮの資金関連

の研究会では、“志”をもった資金を“志”のあるＳＢ事業者へ供給することにより、地域社会の持続的発展に寄与し、

それによって得た利益を再びＳＢ事業者へ供給するような資金循環システムの構築を検討してきた。 

今後、そのような資金循環システムを具体的に設計、実行するにあたっては、近畿地域に既に存在する資源、制 

度を用いて構築することが費用負担の問題等からみて妥当であると考えられる。従って、ＳＢ専門の金融機関を構築

することよりも、既存の金融機関、中間支援組織が連携し、ＳＢ事業者のみならず新たに社会的事業活動の展開を

計画している中小企業などの資金需要に対応しうる、いわば近畿地域のＳＢ金融市場を構築することが望ましいもの

と考える。 

 今回は、国内外のＳＢ事情、ＳＢのファイナンス市場に知見をもつ Social Finance Institute Japan 代表の唐木宏一

氏をお招きし、近畿地域におけるＳＢ金融市場構築に際して提言をお願いした。 

  

＜報告概要＞ 

・資金調達方法については様々なレポートがあり、一部は確かに力作である。しかし、いずれのレポートも「誰が何をや

るべきか」「どういう経営ステージにある事業者をどの手法を用いて支援するのか」が明確ではない。 

 

・ＮＰＯ法人が金融機関から融資を受けにくい背景には、株式会社と違って代表者が実質事業に携わっていない、簿

外取引の可能性ある（無償労働など）等があげられる。 

  

・事業者の経営ステージと資金調達には関係がある。通常は、スタートアップ期には寄附・助成や公的資金が必要で
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ある。融資はアーリー期以降、投資はミドル期以降と考えられる。 

 

・このように法人格の種類、どの経営ステージの事業者を支援するのか、その対象を明確化した段階で、資金供給

（資金支援）システムを設計する必要がある。 

 

＜質疑概要＞ 

・質問①：日本の新興市場で社会的企業が上場でき、株式売買できるような環境はできると考えるか。 

・回答①：日本の場合、市場開設者、投資家、証券会社の意識が変わらないと困難かもしれない。しかし、上場した

い事業者はいるだろうから、まずは既存市場での上場支援も検討価値はある。 

・質問②：ＭＡＮＥＯなどのソーシャルレンディングがソーシャルビジネスの資金供給手段と成りえると考えるか。 

・回答②：金額が少額ではあるが、即時性があるので、一定の拡大可能性はあり得ると思う。ソーシャルレンディング

以外のたとえば債務保証なども事業者にとっては役立つかもしれない。 

・質問③：資金支援のほかに、ハンズオン支援も重要であると考えるか。 

・回答③：資金とともにハンズオン支援としてマーケティング支援が必要であろうと考える。 
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平成２３年２月１９日（土）、ＴＫＰ大阪梅田ビジネスセンターにて「近畿ソーシャ

ルビジネスフォーラム２０１１」が開催された。ＳＢに関心ある約１００名の参加者

が集まった。 

冒頭、近畿経済産業局 地域経済部次長 伊藤哲郎より「今回のフォーラムは

３年間実施した近畿ＳＢＮ事業の集大成であり、この３年間で構築されたネットワ

ークを今後とも活かしてほしい。」というメッセージとともに開会の挨拶をいただい

た。 

 

第一部の基調講演は、早稲田大学 商学学術院長兼商学部長の恩蔵直

人氏より、「ソーシャルマーケティングの勧め」というテーマで講演いただい

た。 

企業が経営に苦戦している現状の背景には、コモディティ化・海外企業と

の競争の激化・消費者意識の変化が挙げられる。そこで、この講演のテーマ

でもあるソーシャルマーケティングに目を向けることで、企業が元気を取り戻

す傾向にある。また、この社会志向の動きは今後多くの企業にとって避けることができないと述べられた。ソーシャルマー

ケティングが行われている背景や現状をお話いただいたあと、具体的な事例をいくつか紹介していただいた。 

 

第二部は「ヒト・モノ・カネを動かして地方と都市をつなぐソーシャルビジネスとは」というテー

マでパネルディスカッションを行った。はじめにパネリストである株式会社高田自動車学校 代

表取締役社長 田村滿氏と、ＮＰＯ法人おぢかアイランドツーリズム協会 専務理事 高砂樹史

氏のお二方よりそれぞれが取り組むソーシャルビジネスについての概要をご説明いただいた。 

 

岩手県に位置する高田自動車学校は、そのターゲットである１８歳人口が減少傾向にあり、

今後も期待できない状態であるという問題を抱えている。そこで、

合宿免許に加え地域の特性を活かした農業体験を組み込んだ

プランを作っている。閑散期には、同社の従業員が農業に従事しながら田畑を守り、他社と

の差別化を図るとともに地域に貢献している様子が説明された。 

  

また、長崎県の小値賀島でツーリズムを展開する高砂氏は、おぢかという離島の魅力に

魅せられた一人である。おぢかアイランドツーリズム協会は、リアリティを持たせることをビジ

ネスポイントの一つとしており、お客様に島の生活に入ってもらい、直接自然にふれてもらう

 
近畿ソーシャルビジネスフォーラム２０１１ 
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ようにしている。次世代にも島を残すために、今後も豊かな自然と人情を大切

にし、それをビジネスにしていきたいと語った。 

 

 その後、ＳＢ事業者であるお二方に対し、会場から多くの質問が寄せられた。

コーディネーターである京都産業大学 経営学部 ソーシャル・マネジメント学

科 准教授 大室悦賀氏によって質問のうちいくつかをお二方に投げかけてい

ただいた。田村氏に対して「社員の農業に対する反応はどうか」と質問があり、「自動車教習は個人で対応しているため、

仕事も一人一人孤立して動いていたが、農業をすることによって共同作業が増え、社員の意識も変わってきた」とＳＢの

よって地域だけでなく企業の内部も変化したと述べられた。また、「人口減少が不利だといわれているが逆に有利になっ

てきているのでは」との質問もいただき、高砂氏より「実際に仕事のやりがいを求めて外から若

い人たちが島で動き始めている。地方でも、同じ価値観の人たちがどんどん入ってきてコミュ

ニティが結ばれている。都会よりも地方の方が危機感があるため、活性化されているのではな

いか」とお応えいただいた。 

 最後に、コーディネーターの大室氏より、「ＳＢの場合、ビジネスのプロセスに社会的課題を

取り入れていくことが重要である。ＳＢが盛んになる一方で、ＮＰＯは一般企業に負けないよう

にもっと考えていかないとその存在意義を問われるようになるかもしれない。」とＮＰＯに対して

も言及され、パネルティカッションを締めくくった。 

 

次に、第三部となる「平成２２年度近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング報告」で

は、事務局長の山田裕子が今年度近畿ＳＢＮで開催した運営会議、資金循環研究会な

どの概要を説明した。また、今後の自立化に向けての計画を示すとともに、これまで構築

したネットワークの重要性を述べた。 

 最後に、（特活）大阪ＮＰＯセンター 副代表理事の長谷川惠一氏より閉会の挨拶をい

ただき、今年度のフォーラムも大盛況のうちに終了した。 
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■開催日：平成２３年２月１９日（土） 参加人数：９４名 アンケート回収人数：５５名 

■開催場所：ＴＫＰ大阪梅田ビジネスセンタービル ホール１３Ａ （大阪府大阪市福島区福島５-４-２１） 

 

１．参加者年齢について ２．参加者業態について(複数回答有) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．内容について、満足するものでしたか？ ４．今後、近畿ＳＢＮに参加したいとおもいますか？ 

  

 

近畿ソーシャルビジネスフォーラム２０１１ 

ア ン ケ ー ト 調 査 

20代 30代 40代 50代 60代以上 無回答 回答人数

合計 10名 8名 14名 9名 14名 0名 55名

SB事業者 NPO・ 行政・ 企業・ 個人・ その他 無回答 回答人数

合計 3名 9名 11名 15名 14名 4名 2名 58名

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

合計 17名 30名 5名 1名 0名 2名 55名

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　　　 無回答 回答人数

合計 31名 0名 14名 10名 55名

SB事業者

3名
5%

NPO・
9名
16%

行政・

11名
19%

企業・

15名
26%

個人・

14名
24%

その他

4名
7%

無回答

2名
3%

属性

N=58

20代

10名
18%

30代

8名
15%

40代

14名
26%

50代

9名
16%

60代以上

14名
25%

年齢

N=55

イ．とても満

足

17名
31%

ロ．満足

30名
54%

ハ．ふつう

5名
9%

二．不満

1名
2%

無回答

2名
4%

満足度

N=55

イ.ぜひ参

加したい

31名
56%

ハ.わから

ない

14名

26%

無回答

10名
18%

近畿SBNについて

N=55
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６次産業化への注目が高まり、地域活性化のための農業、林業、漁業等と商業と工業、さらにはサービス業や情報業

などさまざまな分野での連携が注目されています。その連携を進める上で、そこで暮らす住民が主役となって活躍する

機会を作り出すことが地域活性化には重要な役割を果たすと考えられています。 

今回は企業と住民が連携し、ネットワークを構築して事業を拡大しながらＳＢを展開している株式会社飯尾醸造を訪問

し、事業内容やその原動力についてお話をうかがった。 

 

 

 

■開催日：平成２３年１月２８日（金） 参加人数：１４名 アンケート回収人数：８名 

■開催場所：株式会社 飯尾醸造（京都府宮津市小田宿野３７３） 

 

１．株式会社飯尾醸造の現場（蔵）視察についていかがでしたか？ 

  

 

 

 

●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。 

・ 酢がとても好きになりました。また、働かれている皆様の努力がとても伝わってきて感動しました。 

本当にありがとうございました。 

・ 今回が 2 回目の訪問でしたが、飯尾社長のお話には毎回新しい発見があって楽しかったです。 

・ 何事にも流されず常に感謝の気持ちでものづくりをしている様子は素晴らしいと思いました。 

地元にこだわること、大切ですね。 

・ 試飲がすごく良い体験でした。薄めずに飲むとまろやかな酢もあり、とても勉強になりました。 

食にとことんこだわった会社が、これからも続いていってほしいと思います。 

・ 飯尾社長のお話が大変わかりやすくおもしろく、惹きこまれました。このような機会をつくって頂き有難うございました。 

・ 目的地が一カ所だったので、とてもゆっくりとお話も聞くことができ、生かせる内容に感謝します。五感にいい香りがしみこ

みました。 

 
ソーシャルビジネス・ツーリズム近畿 in 宮津 

イ．とても満足 ロ．満足 ハ．ふつう ニ．不満 ホ．とても不満 無回答 回答人数

合計 7名 1名 0名 0名 0名 0名 8名

イ．とて

も満足

87%

ロ．満

足

13%

N=8

アンケート調査 
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近畿ＳＢＮが自立するために参加団体が相互便益を図るために以下の事業展開を行っていく。 

 

 

 

名称案 

ソーシャルビジネス・カフェ 

ソーシャルビジネス・ソリューションセンター 

ソーシャルビジネス・ナビ 

 

場所 大阪ＮＰＯセンター内 

    ※単発で出張相談窓口も対応可 

    ※遠隔地はスカイプ等のＩＴを活用した相談窓口を開設する 

 

料金 初回は無料 

    ２回目以降は有料 

 

 

 

 

 

 ①研究開発 

 ②販路拡大 

 

 

 

 ①専門家派遣 

②中核人材・後継経営者の育成 

 ③重点地域の設定 

 

 

 

①ＨＰおよびＭＬの活用 

②広報誌「ソーシャルビジネスきんき」の発行 

 

 

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 

平成 23 年度以降の自立化について 

１．相談窓口の開設 

２．ネットワークの拡大 

３．事業化支援プロジェクト 

４．ＳＢマネジメント支援 

５．ＳＢに関する情報受発信 
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◆事業者８５（うち株式会社：３５ 有限会社：６ 合同会社：１ ＮＰＯ：４３） ◆自治体：９ 

◆中間支援機関：２７ ◆経済団体：５ ◆専門家：１４ ◆金融機関：６ ◆教育機関：５ 

合計１５１団体（平成２３年３月２４日現在） 

 

 

 

◆情報発信（メールマガジン）：１１３件 （平成２３年３月１５日現在） 

 

◆広報誌 「ソーシャルビジネスきんき」 

 ｖｏｌ.４ 「アートを通じて地域社会をデザインする」 平成２２年１２月発行 

 ｖｏｌ.５ 「和歌山県経済の現状と和歌山の６次産業を支えるソーシャルビジネス」 

平成２３年 ２月発行 

  

◆近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング ホームページ 

 h t t p : //www .o sakanpo-cen t e r . c om/ksbn/ i n f o . h tm l 

◆近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング ブログ 

ht tp ://b log .canpan . in fo/ksbn/ 

 

 

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 参加団体 

近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング 情報発信 

総括ディレクター 

事務局 

黒野秀樹 コア・サポート株式会社 代表取締役 

大室悦賀 京都産業大学 経営学部 ソーシャル・マネジメント学科 准教授 

総括サブディレクター 

山田裕子 堀野亘求 大友康博 

大前藍子 中出三千子 高見理恵 藤原 葵 



 

  




