お

わ り

に

日経ビジネス2001年11月19日号に「地方が死な

ネスの持つ意味の重たさを感じ始め、この研究を

ないために〜あなたの故郷（まち）は自立してい

通して、何とか地域を良くしたいと考え、行動し

ますか？」という特集が組まれた。その記事は、

ている自治体の職員や地域の住民に、その活動の

苦しい状況のときに行政に依存しなかった、ある

拠り所となるものを提供できないかと考えるよう

いはしたくてもできなかった地域は必死になって

になった。論述のレベルを含めて、それがどれだ

苦しい中に活路を見いだし、逆に行政に依存した

け実現できたかは心許ないが、メンバーの熱意は

地域は結局衰退していったということを、生々し

行間に感じ取っていただけたのではないかと考え

い実例とともに語っている。

る。この報告書を機に、各地域でコミュニティ・

今後、北海道はかつてないほど厳しい時代を迎

ビジネスに対する関心が高まり、一つでも多くビ

えるだろう。少子・高齢化は他の地域に増して進

ジネスが実践されることになれば、これに過ぎる

む。一次産業に偏った地域の産業構造は、産業の

喜びはない。

衰退が地域コミュニティを直撃することを意味し

最後に、今回の研究を通じて、快く面談してい

ている。
頼みの財政資金は先細りが明らかである。

ただき、また資料のご提供をいただいた皆様に厚

「10年後にはこのまちの人口は半分になるかもし

くお礼を申し上げ、報告を終わらせていただく。

れない」という危惧は決して誇張ではない。しか
し、人口の減少は、北海道だけの問題ではない。
日本国中、どこも同じように減っていく。要は、
減った人口のその人々がいかに活き活きと暮らし
ていけるか、そういう地域をいかにしてつくるか
が大切なのではないか。「地域の自立」が今ほど
問われていることはない。
「今、誰もが自立、自立と言うが、
て自立するか

何によっ

が重要なのだ」とは作家の村上龍

氏の言葉である。
高度成長期に皆が口を揃えて
「成
長」と言っていたのと同じように、今は誰もが「自
立」を口にする。かけ声だけで自立を言うのは易
しい。しかし、本当の自立は、「地域が死なない
ために」必死になって努力するところにしか生ま
れない。日経ビジネスで取り上げられた地域は、
ある意味では一旦見捨てられた地域である。見捨
てられたからこそ、自分たちが目指す目標に向か
って、自分たちの力だけでやり遂げようと立ち向
かった。彼らには「何によって自立するか」が明
確だったのである。
本研究会をスタートしたとき、われわれはコミ
ュニティ・ビジネスをそれほど切実なものとは考
えていなかった。しかし、フィールドワークで実
際に企業や NPO の代表と話をしてみると、彼らが
いかに地域の課題を切実に考え、真剣に行動して
いるかを知った。われわれは、研究を進めるにつ
れて、今後の北海道にとってコミュニティ・ビジ
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細内信孝氏のレクチャー「コミュニティ・ビジネスについて」

と

き

ところ
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６階共用会議室

「コミュニティ・ビジネス」についてですが、実

ジネス」の研究会を立ち上げている。その時に取っ

は私が今から8年前に「コミュニティ・ビジネス」

た仮説は、経済問題で衰退しているコミュニティの

という言葉を生み出して、造り出した言葉でありま

再生をどう図ったら良いか、その仮説のひとつが、

す。94年頃ですが、マスコミに登場して多く書いた

コミュニティの中にビジネスの視点を入れて再生

のは95年、日本工業新聞に「シンクタンクの目」と

していくというのが、私たちの仮説の第一歩です。

いうのがありまして、4回にわたって連載をしまし

しかも、その主体者は住民である。コミュニティの

た。新聞紙でいうと一面の半分で、それを4回にわ

中にビジネスの視点を入れて、住民が主体になって

たってやりまして、私のホームページでも見ること

再生の試みをする。それに名前を付けたのが「コミ

ができます。多分、日本で最初にマスコミに載った

ュニティ・ビジネス」という言葉なんです。

記事は、95年9月の「シンクタンクの目」ですね。
それを一番最初に見て、私 のところに問い合わせし

96年には、95年ぐらいから多摩大学の先生たちと

てきたのが、兵庫県の若手の政策課題をする県の職

議論を重ねて、96年から公開講座を新宿で学部生と

員の方でした。東京にやってきて、4〜5名の県庁の

社会人を相手に約100名の方が集まって3年間、コミ

方が「当社の言っておられるコミュニティ・ビジネ

ュニティ論、コミュニティ・ビジネス論を96〜98年

スで、神戸の震災復興をしていきたい」と。それが

までの3年間やりました。でも、その当時、96年で

まさに95年の9月です。

もまだ「コミュニティ・ビジネス」という言葉は一
般化しておりません。

それから、あえて私のホームページには、94年当
時から96年ぐらいまでのことは載せてないんです

兵庫県の若手の政策課題の方々がレポートを、96

ね。直近で2〜3年のところぐらいしか出してません。

年か97年くらいに作り上げた。そこから私たちの、

いろんな活動を「コミュニティ・ビジネス」という

兵庫県の方々とお付き合いが始まり、とうとう兵庫

ことを核に試行錯誤しながら、「コミュニティ・ビ

県は、99年の4月から「コミュニティ・ビジネス支

ジネス」の定義は、最初からきちんと決めてそこか

援事業」というのを始めました。一件当たりビジネ

らスタートしようとする研究グループと、定義はと

スを起こす、操業することで400万円のサポートを

りあえず仮置きをして、幅広くいろんな議論をしよ

すると。それは、神戸の震災に遭われて家を失った

うという研究グループと、二つの流れがあって、94

り職を失った方、こういった方々を応援していこう

年頃から起きてきたわけです。あえて定義を広く取

ということです。一件当たり400万円のサポート。

っているんです、今でも取っております。そうする

兵庫県は99年の4月から県の単独の政策として始め

ことによって広まってきました。

て、今年は兵庫県全域に広げてます。9ブロックに
なる。確か11月で募集を締め切り、12月から9カ所

いろいろなところに私は寄稿をいたしました。最

で公開事業というか、どういう風に助成しているか

近でいうと、「国民生活金融公庫調査月報」の12月

ということをやっているそうです。私もそういう兵

号にまもなく出ます「コミュニティビジネスの社会

庫県が県の政策として立ち上げる目標に協力でき

的創業」。もう一つは、日本商工会議所の月報、こ

た。ですから99年の最後の締めのシンポジウムにも

れも12月に出る予定です。これも「コミュニティ・

呼んでいただき、お話しすることが出来たり、兵

ビジネス」の特集です。10月に講演をしたのでその

庫・神戸ではいろいろお話する機会を、その後95年

内容が掲載されてます。94年に「コミュニティ・ビ

からいろいろと与えられています。
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私たちのコミュニティ・ネットワークは、普及活

家や大人の世界。だって子供たちが分かる、この絵

動をしながら、東京の墨田を現場に両国駅前に共同

本にもあるように、雨水を貯める桶を作って一人で

事務所を構えて始めていったんですね。97年にはコ

これを仕事にしているおじさんもいるんです。油を

ミュニティ・ネットワークというのを墨田の産業会

リサイクルして、もう一度車のディーゼルエンジン

館で3月に立ち上げています。それからまる5年間、

に使っている仕事、配食サービスの仕事、こういう

活動をしております。その活動の機関誌が皆さんに

身近に町にある仕事ですね。そういう仕事が、実は

お配りしたコピーであります。それと同時に、コミ

20世紀の後半、戦後60年経つとみんなほとんど働け

ュニティ・ネットワークは、98年の2月から両国駅

る人は企業のサラリーマンなりになってしまって、

前で、18坪2階の空き店舗を使って、補助金を使わ

勤労者の8割はサラリーマン。町の仕事がだんだん

ないで、民間主体で支援事業の開発を現場でやって

無くなっていく。ですから「コミュニティ・ビジネ

きました。お母さんたちの仕事おこし・職人さんた

ス」というのは、難しく言う時には難しく言って、

ちの仕事おこし、中小企業の人たちの増えそうな、

子どもたちの前では優しく、こういうことにしてい

さまざまな試みをやってきたわけです。われわれは

ます。

IT講習会に先駆けて、有償でホームぺージの作り方
を墨田のお母さんたち、特に両国中学校区のお母さ

今日は、皆さん専門の方ですからあえて難しく言

んたちとしました。コミュニティの基盤は、私は中

うと、
「コミュニティ・ビジネス」は単なるニュー・

学校区と思っています。密集していれば小学校区で

ビジネスではないんです。日本では、地域社会の事

もいいですが、分かりやすく言うために中学校区、

は、役所の方が多いんですけど、お役所の方が全部

特に両国中学校、相撲で有名な相撲部屋のたくさん

やってくれたんです。私が96年、新宿で「コミュニ

ある両国中学校、そこのPTAのお母さん・主婦の人

ティ・ビジネス」論を講演した時に、抗議されたん

たちのネットワークを使いながら、ホームページの

です。100人いた方々の中の1〜2人が、講演が終わ

作り方を学んでいただいて、しかも有償で１万円払

った後、言っていることは役所がやればいいんだか

っていただいたんです。今はIT講習会は無料ですけ

ら我々住民はやる必要がないんだ、苦情に行けばい

ど、身銭を切らないと本気が出ません。タダほど怖

いんだ、お願いに行けばいいんだ、こういうことを

いものはない｡タダのものには税金がたくさん使わ

おっしゃる参加者の人が1〜2人いました。ですけど、

れている、こういうことを考えるとですね、自分た

今は、経済的にも失業者が増える時代、成長率も望

ちでやることが大切である、ということですね。

みにくい時代ですから、今まで地域社会というのは
コストセンターだったんです。気がついてみたら、

自己紹介が長くなりましたが、そのようなことで

600兆円以上の負債を抱えているというのは、コス

現場で4年間、この1月まで、墨田・両国に事務所を

トセンターだったんですね。ですけれど、「コミュ

構えてました。私も墨田の産業振興会の委員を3月

ニティ・ビジネス」は、住民自らが地域の問題解決

までやっておりました。今は事務所を8月に移しま

をビジネスで展開しているんです。これはコスト・

して、稲城市というところに、このコミュニティビ

センターをプロフィット・センターに変えうるとい

ジネス・ネットワークの本部を、私の個人事務所に

うことです。つまり、「コミュニティ・ビジネス」

置いてます。

の定義は、住民自らが地域の問題解決をビジネスで
行うというところが、この研究会でもし言うならば、

実は「コミュニティ・ビジネス」について、小学

定義の一つになるんじゃないか。ですから、一村一

生から高齢者までいろいろなところで話す機会を

品運動とは全然違うということです。地域の問題解

与えていただいているんですが、難しく考えちゃい

決を、住民自らがビジネスで行っている。最初から

けないんです。子どもたちに話して、子どもたちが

ビジネスでやるにはいろいろリスクが高い、それに

分かってくれれば、他の人も分かる。簡単に言うと

は地域の活動から入っていくことが一番いいんで

町の仕事なんです。もう少し難しく言うと町に優し

す。ただ、時間はかかります。ローリスク・ローリ

い仕事なんです。人や自然に負荷をかけない仕事。

ターンかも知れない。または、リトルリスク・ロー

ですから、難しく言い過ぎているのが、それは専門

リターンかも知れない。ローリターンは間違いない。
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ですけど地域力のある、市民力のあるところはいき

て、生活ビジネス、つまり新しい関係性を「コミュ

なり有限会社作ったり株式会社作るんです。地域力

ニティ・ビジネス」は作り出すということです。こ

が比較的弱いところは、コミュニティの活動から入

れが21世紀型の新しい地域社会を作っていく上で、

っていくんです。一人でもいい。地域で・・耳を傾

コミュニティ産業を作るというのは、従来の村おこ

けて、一人でも活動してれば仲間が集まってくるっ

し的なものとは違うところです。この２点が、先ほ

ていうのがコミュニティなんです。ですから、コミ

どからお話ししている私の「コミュニティ・ビジネ

ュニティビジネスをやっていくというのは、いまま

ス」の言い方です。こういうことを私がいちいち言

でコスト・センターであった地域サービスを、プロ

ったって難しいから、本格的に本を作っている。

フィット・センターに変えていく、こういう発想を
どう持てるかなんです。一村一品などと違うところ
はまさに、簡単に言うとこういうところなんですね。

こないだ九州の中小企業の集まりでお話しした
ら、メールが入ってきて、柳川小学校の先生がお会
いしたい、本もあるそうだから、話しが聞きたい、

それと、二つ目。地域の企業・市民が「コミュニ

といって来たんですね。そこの小学校の校長先生が

ティ・ビジネス」で連携し、新しいコミュニティを

手紙を書いて、「是非聞かせて欲しい」と。私がた

作るところにコミュニティ型の新産業、つまりコミ

またま近くでお話をするって言ったら・来年からの

ュニティ産業が、これからの産業政策の基盤である

小学校で生活総合学習 でこういうものを作ってい

ということです。どういうことかというと、特に地

きたい、というようなことを小学校の校長先生が言

方では、大企業を誘致して千人、五百人、二千人の

っていました。

雇用を作ることが今までの産業政策だったんです。
これからは、そうじゃないんです。5人とか10人と

もっと難しく言うとですね、これは本の中にも出

かそういう雇用の小さなスモール・ビジネス、「コ

てますけど、実は、大競争と相互扶助を共存させる

ミュニティ・ビジネス」で雇用作りが5人、10人、

ような地域社会をどうやって作っていったらいい

多くて50人、そういうものをいかにたくさん作って

んだ。私たちの社会というのはどちらかというと、

いくか、もちろんビジネスですから失敗もあります。

護送船団方式しか戦後50年間なかったんですね。で

でも、失敗の中からタケノコのように5人、10人、

すから大銀行っていったって21もあるんです。車の

20人以下の雇用を作る新しい生活産業型の、ここで

メーカーだって10社ぐらいあるじゃないですか。流

は「生活ビジネス」と呼んでいますね、こういうも

通だってたくさんある、土建業だってゼネコンがた

のを地域にドンドン出していく。で、それを育てて

くさんある。けれども円が１ドル80円になったり

いく。それには、いままで縦割りでバラバラだった

120円になったり、こういう中でこれから企業は大

行政や企業や市民、こういうものが新しいコミュニ

競争時代に入っていくんです。そうすると車のメー

ティ・地域を基盤にして、横軸でコミュニティを作

カーも2社ぐらい選べる、銀行も3つとか4つぐらい

っていく、こういう視点が必要になってくるんです。

のグループがあればいい。そうした時に、リストラ
で失業率がどんどん上がってあぶれた人たちが、企

ＮＨＫで7月に「ビジネス塾」っていう教育テレ

業社会から地域社会に押し戻されていく。こちら側

ビで、「コミュニティ・ビジネス」を私、二回やり

の地域社会、相互扶助を必要とする社会に戻される。

ました。私も講師で出て紹介したんですが、新しい

ところが、日本では、この地域社会に戻っていくの

コミュニティを作るっていうのは二回目で言って

をサポートする社会的基盤が脆弱であるかほとん

いる。従来は縦割りで、地域というコミュニティ、

どないに等しいんです。あったとしても、法人格を

地域コミュニティがあるにもかかわらず、みんなバ

認める「特定非営利活動促進法」が3年前にやっと

ラバラだったんです。今でもバラバラです。企業は

出来たばかりで、財源的基盤が弱い NPO がたくさん

企業で自分の企業社会だけ。行政の中に皆さんいら

あります。ですけど、アメリカやイギリスを始め、

っしゃって申し訳ないんだけど、福祉は福祉のとこ

欧米にはこういう相互扶助を支える仕組みがたく

ろだけ。商工は商工だけ。建築は建築だけ。そうい

さんあるんです。「コミュニティ・ビジネス」であ

うバラバラな状態から新しいコミュニティを作っ

ったり、
「ディベロップメント・トラスツ」
（住民主
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導の地域経営を行う組織）であったり、
「レッツ」
（地

こういう100〜200人規模の再雇用の場を作って、ま

域通貨）であったり、
「インターミディアリー」
（中

さに「コミュニティ・ビジネス」は生活支援ビジネ

間支援組織）であったり、アメリカでは「ＣＤＣ」

スを実行する。「コミュニティ・ビジネス」を展開

というコミュニティ開発会社であったり、いろんな

していきましょう、そうすることによって再雇用の

ものがあるんです。ですけど日本はこれから。企業

場が地域で生まれて、失業した方・リストラにあっ

にいた人たちが地域に戻ってきた時にそれを支え

た方・働きたい方の雇用の場が生まれてくるという

る、応援する仕組みをこれから準備していって欲し

ことです。「コミュニティ・ビジネス」を法人格の

いですね。これは農村部も一緒です。漁村でも山村

あるなしで私たちは規定してません。地域に貢献す

でも、みんな一緒です。ということは、新しい地域

るような事業・活動を行っているものを「コミュニ

経済をどう作っていくか。難しい言葉でいうと、
「地

ティ・ビジネス」と幅広く言っています。

域経済信託制度」をどう作っていくかということで
す。企業や銀行の信託じゃないんです。地域で支え

言い方を変えると、イギリス風の地域の「チャリ

合う、経済生活の基盤をどう作っていくか、という

ティ委員会」、つまり地域の人々が公益性が高いと

視点に立ったときに、いろんな仕組みがあるという

か地域に役に立っているという風に意味づけして

ことです。かっては日本の農村社会にも「講」など

いるならば、私たちは「コミュニティ・ビジネス」

の互助システムがありました。

と言っていいんじゃないかなと思ってます。ですか
ら、あえて法人格でいうと、NPO 法人であったりワ

一人で起こす「コミュニティ・ビジネス」もあり

ーカーズ・コレクティブであったり有限会社であっ

ます。先ほどの例でいうと、雨水を貯める桶を作っ

たり、場合によってはまちづくりの会社であったり、

ているおじさんも一人でやってる。この桶には半額

こういうものを幅広く含めています。ただしイギリ

補助を出している自治体が40ぐらいあるんです。5

スでは、コミュニティが所有し、コミュニティがコ

万円の半額だから2万5千円の補助。それでボランテ

ントロールする会社という風に規定しています。日

ィアではなく、自分のなりわいにしているというこ

本はそういう公益性の判断を、民法の34条で変わっ

とですね。

ていない限りは、公益性は「お上」が判断するんで
す。ですから NPO 法は、特定法としてついている法

もう一つお話するのは、たぶん北海道では一人を

律です。

応援する、一人から始まる「コミュニティ・ビジネ
ス」も重要なんですけど、社会的企業として共同体

ですけど、これからの市民社会に向けていえば、

が起こす企業。これはヨーロッパの中では「ソーシ

地域の公益性は、第三者機関であり、もちろん行政

ャル・エンタープライズ」と言っている。場合によ

も市民の方も入っている、地域の公益性を判断する

っては、身体障害者の方・知的障害者の方の社会参

日本版のチャリティ委員会を私は作るべきだと思

加、働く場を地域に作るということです。または社

っています。そういうところが公益性を判断するよ

会的弱者と言われる高齢者の方々の働く場を地域

うになることで、税に対する損金、税の控除、優遇

に作る、そういう時の起こし方の一つにソーシャ

したり、そういう判断も必要になってくるんです。

ル・エンタープライスがあるんです。それには地域

だから、イギリスのチャリティ委員会は地域ごとに

単位、これは社会的弱者という言葉を使えば日本の

やっているんです。政府とは違う第三の機関がチャ

商店街・振興組合・共同組合の場合が社会的弱者に

リティ委員会を作っているんです。ということは公

なりつつある。シャッターが閉まっている、収入が

益という判断は、構成要素も人間ですから複眼的な

ない。そういう時に共同体が起こす「コミュニテ

視点が必要ですね、今の時代。つまり一つの観点だ

ィ・ビジネス」。地域単位で作り、だいたい上手く

けでは、公益の判断は誤りが出てくるということで

いっているところでは150人、100人前後の雇用が出

す。複眼的な地域のチャリティ委員会が、もう一つ

来るということです。再雇用の場が出来る。ですか

の公益とは何かという目を持つ必要があるという

ら、こういう100人前後の再雇用の場をフルタイム

ことです。そういうところに対しては、普通の営利

じゃないんです、ワークシェアリングにするんです。

な活動とは違う税の与え方が出てくると思うんで
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す。今日お話しているのは専門の方々ですから、あ

にやや欠けていた経済効率的な面が、株式会社にす

えて最近考えていることをストレートに話してい

ることでスピードがついてくるんです。決定が早く

ます。これはあくまで個人の考え方の部分です。

なる。それと同時に行政も業務委託をして、給食サ
ービスをする。給食サービスの調理の人を派遣する

こういう社会的企業を作るのは、一人で起業する

というのは安定収入なんですね。しかも自分たちの

のが向いている人というのは10人中3人ぐらいしか

子どもたちが通っている小・中学校の給食を調理す

いないでしょう。しかもリストラにあって、20年サ

るんです。一校増えると数千万売り上げが増えるん

ラリーマンやっていたお父さんにお金を用意して

です。そして原材料は商店から仕入れるようになっ

操業してください、トレーニングも半年やってあげ

てくるんです。それが今までの社会では、一般の普

ます、と言っても果たして上手くいくと思いますか。

通の会社に委託すると利益は報酬に吸い上げられ

それよりは、向いている人である10人中の3人ぐら

るんです。生産が乗ってこなければ撤退していく。

いが、共同体で社会的企業を作って、地域に役に立

これが生産理論です。ですけど「スモール

つ生活サービス、つまり生活の質を上げる。地域で

ビューティフル」とシューマッハが言ったように、

問題になっていることをビジネスで解決していく

地域の中で上手く効率良く組み合わせる方法論が

仕組みの方が成功率が高いし、最高なものが出来て

ある。しかもここは売り上げが2億から今4億5千万

いくんです。

になって、雇用数がパートさんも含め150人なんで

イズ

す。
例えば東京にはどんなものがあるかというと、社
会的事業として「ビジネス塾」の中で紹介した、こ

それと、イギリスの「コミュニティ・ビジネス」

のアモールトーワ。これは足立区、商店街の振興組

も同じように二層構想になっているんです。例える

合の人たちがお金を出し合って会社を作ったんで

ならば、社長が給食調理のマネージャーをやってい

す。今から11年前です。都立病院が出来るんで、売

るんです、2足のわらじですね。収入も株主配当し

店とレストランを誰かやる人いないかと言った時

てあり、従業員に給料を払っているんですね。ただ

に手を挙げたのが、ここの会社なんです。振興組合

それだけのことです。まさにこれがソーシャル・エ

ですから、足立区と葛飾区入り組んでいるところな

ンタープライズ、社会的企業です。だいたい中学校

んで、他の地域にまたがるのであえて株式会社を作

区に一つある。そうするとある程度政府が盛んに雇

ったんです。足立区が財源的に厳しくなってきたと

用づくりをサービス産業と言っていますけど、政府

きに、小・中学校115校の給食サービスをすべて民

の姿勢で欠けているのは地域のコミュニティとま

間に出してます。そのうちこのアモールトーワは9

だ言い切っていないんですね。コミュニティ・地域

校に給食サービスをしています。私最初行ったとき、

力を上げていく、そういう姿勢に立った仕事興し、

売上高が2億円ぐらい。この間テレビで紹介したら4

それを「コミュニティ・ビジネス」でやっていこう

億で、今は5億円に迫る勢いだそうです。まさに地

ということです。ですからこういう新たな地域系

域の商店街が地域の生活をサポートする様態に変

統・コミュニティ経済ということで、自立型の経済

わってしまったということです。商店街に存在する

をどう作っていくか。例えば自治体が自主課税権、

沈滞ムードを一新し、商店街の本来有しているコミ

自主起債権、行政サービスのコスト・パフォーマン

ュニティ機能に着目している。これはどういうこと

スが求められる時代です。ですから自主課税権は銀

かというと、近所の冠婚葬祭の仕出しのお弁当とか

行新税と石原さんが言い出したり、東京の杉並区で

おにぎりなどの注文を受けてくるんですね。地域の

はレジ袋に一袋5円課税している。課税することで

人が会社の株主ですから、仕事を持ってくるんです。

税収が賄えるということですけど、ゴミが減るとい

私たち一緒にやっていて、墨田の共同事務所も有限

うことですね。住民もゴミを出す必要がなくなる。

会社ですが、みんな地域の人です。仕事を持ってく

ですから自治体ごとに、自治体よりもコミュニテ

るんですね、顔の見える関係で。その時のベースが

ィ・住民が起こす事業に３年くらい継続して支援し

中学校区、歩いて通える顔の見える関係の中での仕

ていくということが操業していく上で重要なんで

事の作り方なんです。それとある意味では、商店街

す。それには社会的企業に対して仕事を出していく
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ことが重要です。

うことで、「コミュニティ・ビジネス」は単なるビ
ジネス起こしではなくて、地域を一つの生活圏とし

それと中学校区単位の自治組織が、自分達の町の

て、職住一体の働き方、暮らし方を作っていくこと

地域のマネージメントをしていくという視点が大

なんです。私が最初に7足のわらじを履いていると

事なんです。これは長野県の野沢温泉に「野沢組」

いったように、これからサラリーマンの人も2足の

という自治組織があります。温泉で有名なところで

わらじをはいて、そういう20〜40代の人たちを地域

すね。つまり村役場で使うまちづくりのお金とは別

で作っていくんです。そうすれば50になってリスト

個に、自治組織が年間事業費に1億円持っているん

ラされても大丈夫である。東京の日本IBMが、来年4

です。二つの視点からタウン・マネージメントがで

月から就業規則を見直します。ということは、週4

きる、しかも補助金じゃなくて。まさに自主事業、

日会社に出て週1日は地域の福祉のNPOの理事をや

「コミュニティ・ビジネス」収益事業です。雪がた

ったり、週末レストランを営業したり、と主体性を

くさん降っている信州、新潟など。そういうところ

持って自分で生き方・暮らし方を作っていけるとい

にスキー文化、今でいうスポーツが文化になりビジ

うことですね。ですから、地域が必要としている仕

ネスになるということに気がついて、いち早くやっ

事を地域密着で作る、地域の困った問題の解決や生

ていった「コミュニティ・ビジネス」。イギリスも

活支援サービスをビジネスで行う、それと地域の身

そうですけど、「コミュニティ・ビジネス」は、実

の丈にあった等身大の仕事を作っていくというの

は都市部ではなく過疎地なんです。中山間地や周縁

も重要です。

部からスタートするのが起源です。そういう視点に
立ったときの、新しい地域経営・コミュニティ経済。

それと、私たちの社会はあまりにも効率一辺倒の

それには住民が地域の経営に自ら参画して、こうい

社会になっているので、地域で使われていない遊休

う視点に立った政策、考え方を入れていかないと単

の資源がたくさんあります。これは人だけではなく

なる「村おこし」や「一村一品」と同じように見え

建物もそうです。そういう遊休資源を積極的に使っ

てしまうかも知れません。

ていくということです。そうすると、最初のイニシ
ャル・コストが、新しく作るよりも1/10 場合によ

さらに重要なのは、「コミュニティ・ビジネス」

っては1/20に、さらにはただにだってなります。
「コ

の事業化モデルです。いきなり会社を作って立ち上

ミュニティ・ビジネス」は先ほどいったように新し

げるところも地域力があればいいが、住民運動・地

い社会関係作りや協働作りが平行して進みます。つ

域での活動・立ち上げ・継続・発展、こういうプロ

まり地域の問題に対してコミットする。そうすると

セス段階においてどういう支援の仕組みと、評価す

仲間が集まってくるんです。そういう中に、今まで

べきことが必要か、ということを特に行政の方々に

縦割りでバラバラだった新しい人と社会関係が作

はお願いしたい。つまり、それぞれ支援すべきこと

れるということです。それには働き方を一つの企業

と評価軸が違ってくるということです。これが重要

や一つの組織体に縛られるのではなく、ある程度自

なポイントである。これから高齢化社会になってく

分の活用できそうなわらじを2、3足用意しておくん

るので、60を過ぎて高齢者ビジネスという視点から

ですね。ですからそういう相互的な生活、私たちの

立つと既に「コミュニティ・ビジネス」にたくさん

暮らしをどう作っていくんだ、という時の働き方・

あるんです。漁村部でもそうです。農山村部だけで

暮らし方が集まると自分起こし・地域起こしに結果

なくて、いろんなところで「コミュニティ・ビジネ

としてなっていくんです。「コミュニティ・ビジネ

ス」は発展する可能性を持っているんです。

ス」をやっている人たちはウキウキしてるんです。
目の色が非常に生き生きしてます、自分起こしにな

最後に「コミュニティ・ビジネス」の考え方とい
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ってるんです。
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アカデミー政策研究の概要
１

目

的

道政を推進する上での諸課題に関し、研究チームによる政策研究を行うことによって、政策形成に寄与
し、併せて、職員の政策形成能力の向上を図る。
２

研究テーマ
研究テーマは、次の各号に該当するものから、総務部、総合企画部政策室及び研究テーマ関係部等の意
見を聴いて、自治政策研修センター（以下「センター」という。）が決定する。
(1)

中長期的な視点から、新しい北海道を創造していくための政策を開発していく内容であること。

(2)

先駆的で基礎的な調査研究を行うとともに、本道が進むべき方向やその方策を提言し、本道の将来

ビジョンの経営戦略に資する内容であること。
(3)
３

産学官が共同して研究に取り組むのにふさわしい内容であること。

研究チームの編成
(1)

研究チームは、学識経験者、道職員（研究テーマ関係部等及びセンター政策研究室職員）
、市町村職

員・民間団体職員等のメンバーで編成する。
(2)

研究チームのメンバー（センター職員を除く。）のうち道職員についてはセンターに兼務（併任）発

令し、学識経験者、市町村職員・民間団体職員等については知事が委嘱する。
４

５

研究チームの活動
(1)

月１回程度の共同による調査研究を行う。

(2)

テーマ関連の有識者からのレクチャー及び先進地調査による情報収集を行う。

(3)

研究活動報告書及びその概要版を作成する。

研究成果の活用
センターは、政策形成に活用されるよう研究成果を総合企画部政策室及びテーマ関係部等に報告する。
また、庁内外に周知するとともに、政策研究フォーラム等において発表する。
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第１章

伊藤邦宏、田村敏哉

第２章

全員

第３章

河西邦人

第４章

伊藤邦宏、吉岡宏高、矢野友宏、小山誠、加藤信浩、田村敏哉

第５章

河西邦人、伊藤邦宏、加藤英明、江口祐子、堀北大介、矢嶋裕一、永野曜一

研究討議の経過

区

分

年月日

場

所

主

な

内

容

第１回研究会

13.9.19

札幌市民会館
第２会議室

・研究テーマ説明
・研究方向の検討

第２回研究会

13.10.11

道庁別館
９階共用会議室

・研究分担体制
・研究課題の検討

第３回研究会

13.10.24

赤レンガ庁舎２階
政策室分室

・アドバイザーの検討
・フィールドワーク先の検討・決定

第４回研究会

13.11.14

プレスト１．７
６階共用会議室

・フィールドワークの日程決定
・アドバイザーの決定

フィールドワーク

13.11.16
〜
13.12.21

［福祉・生活］協同組合高齢者こんびに、いと小さき者たち
の家、黒松内ぶなの森自然学校、プチトマト
［商店街・タウンスペース］（株）はこだてティーエムオー、琴
似日食倉庫コンカリーニョ、スージーズ・カフェ
［情報・文化］（株）野村総合研究所、NPO法人フュージョン
長池、早稲田商店街、創発科
［一次産品］てしお夢工房、郷土の味なかむら倶楽部えぷろ
ん、六輪村、（有）ピュアフーズとうや
［観光・交流］（有）常吉村営百貨店、（株）明宝レディース
［市民金融］近畿労働金庫、世田谷まちづくりセンター、女
性・市民信用組合（WCC）設立準備会、未来バンク事業組合
・レクチャー
「コミュニティ・ビジネスについて」
細内信孝氏
・質疑及び討論

第５回研究会

13.12.3

プレスト１．７
６階共用会議室

第６回研究会

13.12.26

プレスト１．７
６階共用会議室

・研究班執筆方針及び執筆分担

第７回研究会

14.1.17

赤レンガ庁舎
２階政策室分室

・研究班執筆方針及び執筆分担

第８回研究会

14.2.8

赤レンガ庁舎
２階政策室分室

・報告書案の検討

第９回研究会

14.2.27

赤レンガ庁舎
２階政策室分室

・報告書案の検討

第１０回研究会

14.3.20

赤レンガ庁舎
２階政策室分室

・報告書の決定
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