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農村コミュ二テイのコミュ二ティ･ビジネス戦略 

コミュ二ティ･ビジネスとは何か 
 
コミュ二ティ･ビジネスは、都市部・中山間地、過疎などさまざまな立地分野によって成

立条件が違ってきます。 
農村コミュ二ティが直面している課題(図 1参照)は以下の通りです。 
｢限界集落｣という言葉も出てきましたが、農村コミュ二ティの限界集落化が言われ、農

地が荒廃しています。また、農地が使われていたとしても、就労者は６０歳を越えている

方がほとんどです。だからといって、若い人の仕事場が農村コミュ二ティにあるかといえ

ば、若者の働く場はほとんどない。それと同時に、残っているのは高齢者ばかりで、しか

も医療･福祉分野のサービスが不十分な状態にあります。若者が都市に流出していくために

空き家がでてきています。そうすると、冠婚葬祭が集落として成りたたなくなります。 
まさに、少子高齢化、後継者不足、生活文化や伝統の継承が出来ない状況にあります。 
中山間地域や、過疎地の学校では、小中学校の先生の数と、生徒の数、どちらが多いと

いえば、先生の数が多いのです。１対 1のマンツーマンで授業をやっています。 
そのような例からも、人間の暮らしを支える仕組みが変化してきています。 
当社は、コミュ二ティの衰退を食い止めるには、コミュ二ティ･ビジネスが有効に働くの

ではないかという仮説をもって全国を調査しています。 
当社は｢コミュ二ティ・ビジネス｣を次のように定義づけしています。 
｢地域コミュ二ティを起点にし、住民が主体となり、顔の見える関係で営まれる事業。 
そして、地域コミュ二ティで今まで眠っていた労働力・原材料・ノウハウ･技術などの地

域資源を活かして、地域住民が主体となって自発的に地域の問題に取り組み、やがてビジ

ネスとして成立させていく事業活動(図2参照)を｢コミュ二ティ･ビジネス｣と言っています。 
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図１．農村コミュニティが直面している課題 
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これまでの一村一品運動とは考え方、価値観の捉え方が全く違います。 
つまりコミュ二ティ･ビジネスはコミュ二ティをベースにしているという点です。 
｢コミュ二ティ｣というものを捉えるとき、一般的に解説するときは中学校区相当と言っ

ていますし、都市部では小学校区相当の範囲を｢コミュ二ティ｣と見ます。 
日本には、中学校が１万２千ありますし、小学校は２万４千、郵便局も２万４千ありま

す。(市町村合併でその数が現在は減少しています)、コンビニエンスストアは４万あります。 
このような範囲を 1 つのコミュ二ティとして意識して、顔の見える関係を作っていくの
が大切で、コミュィ二ティ･ビジネスの根幹に流れるのは顔の見えるコミュ二ティです。顔

の見える関係が非常に大切になります。 
コミュ二ティ･ビジネスでは、一般的に法人格は規定していません。NPO 法人から協同

組合、まちづくりの株式会社まであって、法人格で規定するものではありません。 
私たちは地域社会に貢献するような活動や事業を、幅広くコミュ二ティ･ビジネスという

言い方で紹介しています。 
単なる一村一品運動と違う視点がもう 1つあります。 
それは、コミュ二ティ･ビジネスは総合的な視座に立つ必要があるということです。 
どういうことかというと、人々が集まるところであればどこでも、コミュ二ティの共同

体があります。つまり私たちの暮らしのベースにコミュ二ティの共同体があるということ

です。ですから、コミュ二ティ･ビジネスでは、コミュ二ティの共同体の中にビジネスの視

点が入っていくわけです。 
また、｢コミュ二ティ･ビジネス｣には、4 つの総合的な視座のもとにバランスをとって取
り組んでいくという意味合いもあります。この総合的な視座とは、①地域開発論、②企業

経営論、③市民セクター論、④NPO論のことで、そのベースとなるのはコミュ二ティの共
同体論です。この 4 つの総合的な視座のバランスをいかにとっていくか、この視点が重要
です。極端に言えば、ベンチャービジネスは企業経営論の部分だけが大きく、都市部でベ

ンチャービジネスを起す人はコミュ二ティ共同体論の考え方を持っていません。これに対

して、中山間地域になると、逆に地域開発論やコミュ二ティ共同体論のウエイトが大きい。

また、役所と一緒にやるような第 3 セクターだと企業経営論や、市民セクター論が小さく
なっています。つまり地域や活動内容によって、これら 4 つのウエイトが大きくなったり
小さくなったりします。これがコミュ二ティ･ビジネスを考える上での総合的な視座の在り

ようです。ですから、自分達の地域はこの企業経営論が弱いのか、顔の見える関係を失っ

ているためコミュ二ティ共同体論が足らないのか、そういうことを確認する必要がありま

す。今、農村は停滞した地域コミュ二ティをたくさん抱えています。耕作放棄地は誰も手

をつけないまま、放置され増え続けています。人材も若者は外へ出て行ってしまっていま

す。けれども、そういう中にも実は眠っている資源があります。コミュ二ティ･ビジネスで

は、この眠っている資源を再評価し、活用できる資源に変えていくわけです。(図２参照) 
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コミュ二ティ･ビジネスを支援する中間支援組織の必要性 
 
コミュ二ティ･ビジネスをすすめる方法のひとつとして、農村地域や中山間地に住んでお

られる高齢者の方、一人暮らしの方が話されておられる問題を洗練化することで、何に最

初に取り組まなければいけないかを浮き彫りにします。つまり、現状の問題の洗い出しを

していきます。また、人材の不足ということで社会的弱者の存在があります。働きたいが、

思うような働き場所、就業場所がない、このような方々に働きがけをし、動機付けをし、

弱い立場の人を意欲ある人材に変えていく。 
事例としては、1990年代半ばから、東京都墨田区において両国駅前の空き店舗の２階に
事務所を置いて、民間の立場から、行政とは別の視点でまちを元気にする仕事を応援し、

支えていく役割を、地元の中小企業と一緒にやった「コンサルタント会社」、｢中間支援機

関｣と行った。中間の支援機関の役割は、キーマン(人材)･智恵･ノウハウを地域に働きかけ
て提供したり、外部のネットワークを紹介したり、サポートしたり、場合によっては資金

を提供したり、意欲ある人材に変えていったり、これまで日本には無かった市民サポート

を活用したことは画期的です。停滞しているコミュ二ティにおいて、活用できる資源を再

評価し、抽出された問題･課題、に対して意欲ある人間を見つけ出し、これに事業としての
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テーマを絡めると、新しい事業の中身が見えてきます。 
これらをひっくるめてコミュ二ティ･ビジネスと言ってますが、事業として展開すること

がポイントであり、これによって人間らしくいきいきとした生活者がつくられることが事

業化プランの目標です。事業が展開していく過程で、地域力がアップし、活性化した地域

コミュ二ティ・ビジネスの基本的な考え方です。 
 
コミュ二ティ・ビジネスの効果 
1つ目は人間性の回復、個人の働きがい、生きがいづくり、自己実現につながってきます。 
人的なネットワークが形成され、コミュ二ティ意識をはぐくむことで、これまでシャド 

ーワークとか陰の仕事と言われてきたものが、事業となることで、自らの財布を持ち、自

分の意思で買い物が出来る。地域のニーズにあった社会サービスがコミュ二ティ･ビジネス

で提供されたることがボランティア活動から一歩すすめてビジネスという視点をいれてい

くのは継続性がつくと信頼性が生まれていく、さらに社会問題の解決と環境の負荷の低減

と、環境の保全にもつながるということです。 
 
歩いていける距離の所に仕事をつくるのがコミュ二ティ･ビジネスの特徴で、職住近接を

言います。顔の見える関係を作るということは、コミュ二ティの中に働く場所があるとい

うことです。まさに職住近接の顔の見える関係、これがコミュ二ティ･ビジネスの大原則で

す。特に社会的弱者の職場を確保するためにコミュ二ティ･ビジネスという手法が有効であ

るという考え方が広がりつつあります。 
2つ目として、生活文化の継承･創造･智恵とノウハウ、このようなものが蓄積されてまた
新しい生活文化を生み出していきます。誰かが地域で始めて１～２年たつと、仲間が集ま

って来る。このビジネスはクラブが出発点なのです。その中で２～３人くらいからはじま

って、地域の問題に取り組み、何でしかの売り上げを上げるようになる、このことを「社

会的起業」と言ってます。例えば、一人暮らしの高齢者にかつてお世話になったのがきっ

かけで、週１回だけお弁当を届けに行く、最初はボランティア活動です。だいたい３年く

らいたつと役所から電話がかかってきて、原材料費なら出せますから予算を使ってくださ

いと、継続するというのが力です。仲良しクラブは仲良しクラブのままでもいいのです、

クラブからはじまり、共同総合的なものへ、やがて社会的起業として（ソーシャル･エンタ

ープライズ）として地域に積極的に雇用の場を作るという方向で展開していきますが、コ

ミュ二ティ･ビジネスは最後まで行く必要はありません。クラブのままでいいものはクラブ

のままでいいのです、それは参加者が決めていけばいいことです。 
ただ、たまたままちづくりのレベルで高まり、雇用創出の周りへの影響まで含めると、

３０名の雇用を地域に生み出し、月給を１人１５万円払っているケースもあります。女性

が中山間地域で起業し、生きがいづくりと健康づくりを目指して、農家レストランのよう

な事業を行い、年間５万人近い人が訪れるといったコミュ二ティ･ビジネス事例が全国的に
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増えているのです。コミュ二ティ･ビジネスは口コミで広がっていきます。最初は配食サー

ビスとして２食だけつくっていたのが、私もつくってほしいということで５食になり、５

食が２０食になります。そうすると協同組合的な組織に変わってくるのです、そして共同

組合組織がさらに３年もたつと１００食、そしてついに 150 食となる。そうすると、単に
売り上げを上げようと一生懸命になる人だけでは組織は維持できません。利益をコントロ

ールするマネージャーが必要になり、このマネージャー的機能が市民活動や農村地域で新

しく事業を起すときに弱いのです。それは、利益をコントロールするマネージャーが育っ

てないからです。これまでの市役所とか町役場の仕事では、創業塾とか創業セミナーから

始まって、いきなり会社をつくることをやってきたわけです、これからはそうではなく、

地域のこと、地域の困った問題に取り組むクラブがたくさん生まれる、そういったクラブ

がコミュ二ティの苗床から毎年たくさん出てくるような仕掛けをつくっていくのが役所の

仕事で、そういうことが重要だと思っています。 
10万人ぐらいの都市ですと、毎年クラブが 20～30できます。だいたい 30できると、そ
のうち 10 ぐらいは共同組合組織に変わってきます、またさらに３年たつとこの 10 のうち
から 1 つか 2 つが社会的企業になり、そしてこれが毎年繰り返されます。それを側面から
サポートしていくのが、これからの行政の役割になってくると思います。 

 
コミュ二ティ・ビジネスにおけるミクロ･マクロ政策 
 
コミュ二ティ・ビジネスでは、マクロ政策とミクロ政策の両方が必要で、これまでの日

本の村づくりにはマクロ政策が全く欠けていたのです。 
農村で言うと遊休資源と生活文化の積極的活用が大切で、どこの地域にも誇れる地域文

化があると思うのです。それとこれから農村に戻ってくるであろう７００万人の団塊世代

の都市生活者のために癒しの場を農村コミュ二ティの中に作っていく必要があります。こ

のとき基礎集団と機能集団の融合の場が必要となります。機能集団というのはどちらかと

いうとテーマ別の、つまりテーマに沿って人が集まってくるコミュ二ティで、基礎集団は

地域に住んでいる人々の集落における役割と務めを支えあう仕組みです。そういうものが

出会いの場をつくりましょうということでつながり、元気で健康なコミュ二ティをつくっ

ていくという大きな目標につながっていきます。 
今回信託法が変わり、森林、土地、建物などをビジネスのできる人に預けて利潤をあげ

てもらう仕組みを導入することも考えられます。 
コミュ二ティ･ビジネスを起すときの資金調達のアイデアですが、資金を提供するコミュ

二ティ･ファンドの発行と信用保証の仕組みを新たにつくっていくことの必要性を感じて

います、このような信託制度によって預かった土地、建物、森林等から生み出した利潤を

ファンドに組み入れたり、入会地などの環境保全に際して環境保全税を都市部に適用し、

そういうものを基金にした新たな施策を実現したりしていくことが必要です。 
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私は、日本の農村部における新たな政策誘導を進めていく必要があると感じていますが、

事業税の免税や助成金の付与を行う必要があると思っています。 
そのときのコミュ二ティ・ビジネスの対象は農林水産業や医療とか福祉とか、子育て等

に限定することにし、特に過疎地における農林水産業や医療、福祉、子育て等には積極的

に事業税の免税や助成金の導入を入れても良いのではないかと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域づくりへの信託制度の創設と公務員参加の必要性 
 
例えば、個人資産の運営管理です。一人暮らし高齢者の方は、資産をお持ちの方がおら

れます、このような資産を信託という形でコミュ二ティ･ファンドに預けてもらい、コミュ

二ティ･ビジネスに投資して、その利潤を地域社会に還元していく仕組みを作ることも、必

要だと思います。コミュ二ティ･ファンド(私募債)を１口 １０万円でも５万円でもいいの
です。それは何になるかというと、例えば温泉源の活用にあてる場合、温泉源はだいたい

１本 
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図３．農村コミュニティにおけるコミュニティ・ビジネス戦略 
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に投資し、利益をあげてもらう。耕作放棄地の再生とか、歴史的な建物の活用などにも 
その資金が活用できると思います。 
これからの地域信託制度は、新たな地域資源の活用やこれまでにないアイデアを引き出

すために積極的な役割を果たすと思われます。 
農村では、女性による起業例が非常に多いと思われます、そのときの課題は、女性の起

業を増やすときに、起業を支援するコーディネーターの存在が大切で、そうした地域コー

ディネーターの育成を図っていくことが重要で、コーディネーターの役割は、中間の位置

づけに立って地域資源や地域の人々と女性起業者とを結びつけること、そのためのコーデ

ィネーターを養成するスクールをつくっていくことも必要だと思います、地域経営を学び、

地域の活性化に寄与できる人材を育てていくことが求められます。 
市町村では、効率化が市民から求められ、余剰の人材を現場に出向させて、現場の住民

と一緒に働いてもらう、つまり地域のコーディネーターとして、地域づくりへの公務員の

直接参画が促進されているので、もし小さな政府になって国と自治体あわせて１０００兆

円の借金を皆が我慢してやっていくと、公務員の半分、少ないところでも３分の 1 は各地
の現場に出て、このようなコミュ二ティ･ビジネスの事業を起すということを求められてい

かざるおえません。自分で最初から最後まで顔の見える関係の中で農産物やさまざまなも

のをつくっていくのが、本物の農業であったり、本物のものづくりだと考えています。地

域には、残っている物、消えつつある物が必ずあって、このようなものをいかに拾い集め

て事業化していくかが大事なのです。 
 
遊休資源の活用とコミュ二ティ･ビジネスへの公的資金の投入について 
 
地域の特産物を活用した食品加工や、特産品作り、このような事業をコミュ二ティ･ビジ

ネスファクトリーでやっていこう、育成していこうというときは、政策的に補助金の投入

もやもおえないと思います。過疎地では、郵便局が単独維持できないので、このようなも

のに郵便局機能を入れていくとか何でも屋さんが地域には必要になってくるということで

す。農村地域には、遊休資産が今たくさんころがっています。そういうものを使って、生

活文化も含めて活用する。それぞれの地域には先人の智恵、生活の智恵、生活文化があり

ます。このような暮らしの智恵とか無形の資産があり、ある意味世界遺産に匹敵するよう

な価値をもっています。 
現在，私達はあまりにも便利社会の中にいて、コンビニが全国に４万店もあるから、２

４時間なんでも買えます。そういう暮らし方だけではなくて、どちらかというとアナログ

的で顔と顔を接するようなコミュニケーションを必要とする暮らしの智恵とか、無形の資

産、例えば郷土料理作りとか、食事のしつけ、食育とか、風土に合った子育ての仕方、家

族のあり方、地域コミュ二ティでの作法、冠婚葬祭等、残していく必要があると思います。 
それらを残していくには、語り手としての高齢者の知恵の活用が不可欠です。語ること
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で高齢者本人が、社会参加として自分価値への気づきを促進させ、自分は社会にとって必

要な存在だと真にきづくことが本人の健康を維持し、元気な人たちが地域の中を好循環で

回っていくのではないかと思っています。 
地方は少子高齢化で今、空き家が多いですが、都市生活者の癒しの場づくりでの利活用

が可能です。例えば空家率が一番高いのは山梨県で、空き家の積極的な活用の場として多

世代の交流、テーマ型家族の形成、健康を取り戻す場、集落ごとの一括借り上げなど、い

ろんな形の活用が考えられます。建物信託、コレクティブハウスとしてのお試し版、長期

滞在の場、健康的菜五感を取り戻す場、団塊世代の移住のお試し版、トレーニング場、青

少年の集団生活･研修の場、散策コース、森林周遊コースを設置して積極的に活用していく。 
 
戦略的コミュ二ティの必要性 
 
先ほど基礎集団と機能集団の融合について触れました、これらの出会いの場づくりとい

うことで、普通、農村集落のような地縁コミュ二ティは基礎集団としての集落のみならず、

里山、森林、温泉、田園風景などの資源を持っているわけです。それに対し、都市型の人

は好緑コミュ二ティであり、機能集団としてテーマで集まってくる人たちです。スポーツ、

医療、生活文化、グリーンツーリズム、里山保全などこのようなテーマコミュ二ティのネ

ットワークが都市部にはたくさんできつあります。特に団塊世代の人たち７００万人がこ

れから家庭に戻ってきますし、さらに地域に出て行くことになります。 
このような農村の地縁コミュ二ティと都市部の機能集だとしての好縁コミュ二ティを結

びつける、出会い、融合させることが重要になってきます。 
コミュ二ティ･ビジネスの考え方というのは等身大で、自分の出来る範囲のことから地域

を変えていこう、決して無理をしない、６０歳をすぎたら毎日働くのではなく、周３日で

もいいのです。 
戦略的コミュ二ティの規模はテーマによって変わってきます、基本は中学校区程度のコ

ミュ二ティ、広さですが、介護サービスとかは中学校区 3 つか 4 つが経済的な採算を取る
のに適正規模である場合が少なくありません。つまり、戦略的コミュ二テイを決めたなら

ば、次に戦略的ユニットを決めて、その広さと経済的な折り合いをつける事業規模などを

見極めていく必要があるということです。この構成要素は、集落、自治会、NPO法人、大
学、公民館、農協、行政区、コミュ二ティ･センターであったりします、これらは多様であ

るということです。 
コミュ二ティ･ビジネスでは営利を第一にするビジネスとボランティア活動の中間的な

働き方を地域につくっていきます。ですからそういう中で、先人の智恵を活かした生活文

化の継承や新たな創造、このようなものを中山間地でもできるということです。 
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今後の農村コミュ二ティの課題 
 
最後に今後の農村コミュ二ティにおける課題について、まとめてみました。 
1番目は人材育成のあり方です。行政の支援は重要ですが、従来の箱物支援ではなく、地
域リーダーやマネージャー、コーディネーターの育成と、各地に配置されている箱物を

いかに運用･管理していくか、このような視点に立った経営のわかる人材育成が大切だと

思っています。 
 2 番目は女性･高齢者の人材活用のあり方で、従来の家内労働、シャドーワークから離
れて賃金労働者を意識したような雇用創出、それによるやる気を出す仕掛け作りが大切

です。自分の財布を持つ、自立する、そうした自分おこしの視点が大切です。 
 3 番目は新しい地域コミュ二ティのあり方です。私達の社会というのは縦型社会です、
そういう縦割りの社会に横串を刺した問題解決型のコミュ二ティ･ビジネスをつくり、そ

れを幾重にも重ねてネットワーク化していくそういったプロセスがあるのだと思います。 
 その地域にふさわしい新しいコミュ二ティのあり方を考えていくことが可能となりま

す。 
 4番目は、新たな政策誘導も大切です。マクロ施策としての地域信託構想、コミュ二テ
ィ･ビジネス支援では、コミュ二ティ・ファンドで支援するといった新しい誘導政策を設

け、人、物、金、知恵の積極的活用によってそれらの地域内循環を促すといったミクロ

政策が必要です。マクロとミクロの施策の両方を意識して、実際両輪でまわしていくこ

とで、農村コミュ二ティの望ましい姿になると確信しております。 
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